君が変わると、世界も変わる！
高 校 生の海 外 留 学を支 援！

大阪の国際化戦略アクションプログラム

おおさかグローバル塾
米国留学コース
2016年度
（5期生）塾生募集！
募集期間

平成28年 1月28日〜3月11日 正午

定員32名

３つのステージで世界に飛び出そう！
4月〜7月
夏休み2週間
9月〜12月
1 短期留学準備講座 2 アメリカ短期留学 ３ 長期留学準備講座
特別講座で英語力アップ。
グローバルな教養も身につけよう！

塾生募集説明会

現地の大学で「英語力」を腕だめし。
将来の留学への自信をつけよう！

米国・英国コース
同時開催

将来なりたい自分を発見。
留学の“夢”を“現実”に変えよう！

（日）13:00〜 8F 第1・2会議室にて
2月7日
マイドームおおさか

詳細はウラ面
をチェック！

応募条件となる英語資格の取得試験は今からでも間に合います ■ 2月13日 : TOEFL iBT（申込締切 : 2月6日）
※受験料は自己負担

おおさかグローバル塾 米国留学コースとは…？

■ 2月28日 : TOEFL Junior Standard（申込締切 : 2月19日）

海外留学を目指す大阪府在住または在学の高校生を対象に、米国の大学など海外への進学留学を9ヶ月間に渡って支援。
大阪の国際化に貢献できる将来のグローバル人材を育成する大阪府国際化戦略実行委員会のプログラムです。

詳細はWEB サイトで！ http://globalosaka.ecc.ac.jp/osaka/
■主催：大阪府国際化戦略実行委員会
（大阪府、
公益財団法人大阪府国際交流財団）
■企画・運営：学校法人山口学園 ECC国際外語専門学校
■お問い合せ：ECC国際外語専門学校内 おおさかグローバル塾米国留学コース事務局
global@ecc.ac.jp ※お問い合せはEメールにてお願い致します。

君が変わると、
世界も変わる！

将来、長期留学に自信を持って臨み、広い視野と大きなビジョンを
持って社会や世界に貢献できるグローバル人材になるには、英語
でのコミュニケーション力が不可欠です。しかし、それ以上に世界
の多様性を受け入れる感性や、自分の殻を破って他者と交わって
いくチャレンジ精神などを身に付ける必要があります。米国留学コ
ースの9ヶ月間では、英語力の向上に加え、そうした「ソフトスキル
（人間力）」をみがく多角的なカリキュラムを提供します。
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〈4期生〉花山玄樹
関西外語専門学校
国際高等課程2年

米国留学コースコンセプト

全て 英語 で行 われる講
座や日本 のことを英語
で伝える体験 が面 白か
ったです 。また、短期 留
学中 のフィー ルドワー
クでは、道行く人に英
語
でたくさんインタビューし
たので、ちょっぴり度
胸もついたかも！
？ 米国留学コースを通し
て、自
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〈4期生〉佐藤海
大阪府立大学工業高等

〈4期生〉陳和悦
年
大阪市立南高等学校3

専門学校３年

7月下旬

1月末〜4月

❷アメリカ短期留学

募集/1月28日（木）〜3月11日（金）正午〆切
選考/1次（書類選考）
：3月25日
（金）
2次（筆記+面接）
：4月3日
（日）

※入塾決定者は４月16日（土）又は17日（日）に、TOEFL iBT模試
（Complete Practice Test）を受験。
（会場：ECC国際外語専門学校）

4月〜7月

❶短期留学準備講座〈全12回開講〉

スケジュール

■期間 : ４月17日
（日）
〜７月18日
（月・祝） ※講座は1日3時間
■内容 :
●米国の大学で求められるスキルを磨く
English for Academic Purposes
の授業やTOEFL iBT対策を
特別講座で
通して、総合的に英語力アップ
英語力を磨こう！
●日本や世界の文化
・社会・時事
問題を学び、
ディスカッション
を通じてコミュ二ケーション力
向上。
●特別補講や留学説明会など
課外授業も充実！
■会場 : ECC国際外語専門学校
（入塾式、成果発表会などを除く）
（大阪市北区中崎西2-1-6）

■期間 : ７月26日
（火）
〜８月8日
（月）
予定〈2週間〉
■内容 :
アメリカ社会を体感。
●サンフランシスコ州立大学と
語学力・人間力アップ！
ビュートカレッジにて、大学１年次
レベルの講義やリーダーシップを
培うワークショップを受講
●現地学生との交流会
●本場のボランティア体験
●グローバル企業訪問
●現地の人々に取材をする
フィールドワークなど

9月〜12月

❸長期留学準備講座〈全9回開講〉

■期間 : ９月4日
（日）
〜１２月１1日
（日） ※講座は1日3時間
■内容 :
将来の留学に向け
●TOEFL iBT直前集中対策講座と
本格準備！
本試験の受験
●煩雑な米国学生ビザの取得法、
出願
書類の書き方などの留学セミナー
●日本や大阪のこれからを考える
グローバルセッションなど
■会場 : ECC国際外語専門学校
（修了式を除く）

※講座は原則日曜日に開催。 ※プログラム内容や日程は変更となる場合があります。

個人負担金

136,000円

※パスポート取得費用、米国渡航に必要なビザ／ESTA取得費用、海外旅行保険
（加入必須）
、
短期留学中の昼食、
自由行動、
フィールドワーク時の出費などは含まれません
（別途自己負担）

応募したい！と思ったら、応募資格・応募方法など詳細を公式サイトでチェック！

募集要項

http://globalosaka.ecc.ac.jp/osaka/

2016年度 塾生募集説明会 開催！
2 月7日（日）

13:00〜16:00

■会場 : マイドームおおさか 8F 第1・2会議室

※米国・英国両コースのプログラム説明と、おおさかグローバル塾の修了生による
体験談などを行います。

■申込方法 : おおさかグローバルウェブサイトの申込フォームからお申込みください
http://osakaglobal.jp/jp/news/2016/01/20.html

