が

エイジェック

他 にも多くの 学 生 が 夢を叶え
ています！ここで紹介できなか
った学生の皆さんもオメデトウ！

清水さん 日根野高校出身
上野さん 港高校出身
植野さん 篠山鳳鳴高校出身
中野さん りんくう翔南高校出身

※個人情報保護の観点から、掲載に
了承した学生のみ紹介しています。

エモーション
羅さん 台湾出身

エルポニエンテ
糸田さん 米子松蔭高校出身

オートバックスサンエース

夏

の

1日まるわかり

オープン
キャンパス

「大学？ 専門学校？ 夢に近づくにはどっち？」
疑問を解決するスペシャルな体験がいっぱい！

AO入学エントリーの受付は9/30（土）
です。特典いっぱいのAO入学をお考えの方は9月中にいずれかの

11:00〜16:30

26 .27
9/
10 .23
8/

参加費 無料・ランチ つき

オンワード樫山
後藤さん 枚方なぎさ高校出身

GEROSAさん イタリア出身
ISABELさん アメリカ出身

カーブス

エムケイグループ

加森旅行会社

東武トップツアーズ

ザ･リッツ･カールトン大阪

横山さん 伊川谷北高校出身
瀬川さん 北野高校出身
内田さん 奈良朱雀高校出身

ホテルニューオータニ東京

JR西日本フードサービス

BHARKSUWANAさん アメリカ出身
宮口さん 精華高校出身
坂井さん 福井商業高校出身

ハイアット リージェンシー
箱根リゾート＆スパ

下向さん 東高校出身

東横イン

帝国ホテル大阪

来間さん 武庫川女子大学附属高校出身

竹内さん クラーク記念国際高校出身

舞子ビラ

殷さん 中国出身
宮内さん 長尾高校出身

シェラトン･グランデ･トーキョーベイ・ホテル
山本さん 青谷高校出身

東ビルエンタープライズ

小西さん 龍谷大学出身
松下さん 鶴見商業高校出身

関西東急ホテルズ

濱田さん 交野高校出身

大屋さん 常翔啓光学園高校出身
大川さん 関西外国語大学短期大学部出身
石谷さん 緑風冠高校出身

タップカンパニー

岡本さん 高等学校卒業程度認定（大学入学資格検定）

INDITEX
JA但馬

ティプロス
太田さん 大阪夕陽丘学園高校出身
中尾さん 大阪夕陽丘学園高校出身

グランド ハイアット 東京

ミリアルリゾートホテルズ

和田さん 橿原高校出身
永野さん 山田高校出身
亀島さん 宝塚東高校出身
多田さん 八代工業高校出身
森井さん 耐久高校出身

井本さん 山本高校出身

Siu＆SonsInternational
Trading Corp.

ハイアット リージェンシー 大阪

森下さん 京都文教高校出身
中窪さん 岸和田市立産業高校出身

ホテルグランヴィア京都

ホテル モントレ 大阪

鹿島さん 尼崎双星高校出身

ホワイトベアー

ＷＤＩ

傍士さん 西高校出身
西さん 鶴見商業高校出身

スタッフクリエイト（徳島エアトラベル） 石本石材

ロジクエスト

WINTさん ミャンマー出身

栗栖さん 高等学校卒業程度認定（大学入学資格検定）

11：00〜16：30 □8/26（土）□8/27（日）□9/10（日）□9/23（土・祝）
オープンキャンパス 14：00〜17：30 □10/1（日）□10/14（土）□10/28（土）
□11/11（土）□11/26（日） □12/9（土）

フリガナ

氏

参加者に
うれしい

名
〒

7

なら
AO入学 0
0
総額
万円免除のチャンス
￥70,0 ！
免除
※入学形態、
イベント参加日程により免除額は異なります。 必ず
※AO入学奨学金 5万円給付、選考料 2万円免除
※2018年4月入学生対象のイベントに参加した方の特典です。
※AO入学のエントリー受付は9/30（土）
までです。
（2018年4月入学生対象）

ー

14：00〜16：00

大学編入
説明会

14：00〜15：30
14：00〜17：30

T E L （

月

エアライン

ホ テ ル

元キャビンアテンダント・
グランドスタッフ直伝！

マナーやサービスの
心得を伝授！

空港カウンターGS
& 機内CA体験

参加費 無料・要予約

日
日

（

時から
時から

ご希望の方は ✓
□ 印を付けてください。あらためて本校からご連絡いたします。

）年生／卒業

右記の方はいずれかに 浪人生・フリーター・
○を付けてください
社会人
一緒に
参加する
友達
一緒に
参加する
保護者

フリガナ

（
両親

4 オリジナル英語力UPペンプレゼント！
5 学生寮に1泊2日無料宿泊
本校が提携している学生寮に1泊2日無料で宿泊できます。
＜申込み期日＞宿泊希望日の1週間前までにお申込みください。
＜対象者＞遠方在住の方で、本校を進路先として検討されている方。
※要予約。※利用希望日に空室が確保できる場合に限ります。

6 交通費を一部補助

500円〜12,000円

氏名

父

）年生
母

お会いできる日を楽しみにしています！

※9/30（土）までの参加のみ。

遠方からでも安心して
参加できます！

（土）

トラベル

9

12/

（日）

・選考料半額免除券
・英語特待生試験サンプル問題
※上記❹❺❻は10月以降も適用されます。

詳しくはWEBサイトで！

13名内定！
1名内定！

ANA大阪空港に（伊丹空港・ANAグランドスタッフ）

5名内定！

松下さん 和歌山北高校出身
出口さん 関西外国語大学短期大学部出身
大磯さん 桜宮高校出身
奥村さん 伊丹西高校出身
柿内さん 滋賀短期大学附属高校出身
佐藤さん 住吉高校出身
清水さん 甲子園学院高校出身
武田さん 吹田東高校出身
中山さん 関西外国語大学短期大学部出身
東久保さん 五條高校出身

1〜3

（土）

小学校教諭・保育士
幼稚園教諭

一流フロント・ベル・
料飲スタッフの作り方

ツアコンイチオシの世界遺産や
注目観光スポットを巡る！

世界一周旅行
バーチャル体験

うた・ゲーム・工作でこどもの
心をキャッチ！

ＥＣＣ国際外語の
児童英語レッスン

夢に向かって一歩リードできる
AO入学の「 」を解消！

?

2 .16
（最終日）

9/

AO

AO

（土）

（土）

●
●
●
●
●

アク
セ
便利 ス
梅田 な
だか
ら

オープン
キャンパスの
帰りに寄り道も
いいね！

AO入学の受験資格が得られる！
エントリーシートの書き方が相談できる！
学費や奨学金などについてよく分かる！
AO入学と他の入学形態の違いが分かる！
短時間で希望のコースの詳細を確認できる！

総合英語・
語学留学

国際ビジネス

当日のスケジュール

韓国語

娘

14:00 スタート（受付開始13:30）

初心者でも安心の
英会話

使える英語表現を
マスター！

入学
ミニ説明会
14:00〜16:00

参加費 無料・要予約

（土）

（土）

（土）

（土）

体験授業がないオープンキャンパスの短縮バージョン！
短時間で希望コースの詳細を確認できる！

● 地下鉄御堂筋線
「梅田駅」6号出口・・・・・徒歩 8 分
● 阪急
「梅田駅」
3階改札口・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・徒歩 8 分
● 阪神
「梅田駅」
東改札口・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・徒歩 10 分
● JR
「大阪駅」
御堂筋口・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・徒歩 10 分

大阪
梅田
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-1-6 http://kokusai.ecc.ac.jp

日本語と英語で
海外取引に挑戦！

潜入！海外ビジネスの
現場体験

21
11/
4 .18
12/
2
10/

● 地下鉄谷町線
「中崎町駅」4号出口・・・・・徒歩 1 分

※高校生以上、
本人限定、
要予約
※遅刻、
早退の場合、
交通費は支給されません。
ご注意ください。

10月以降の
特典

中尾さん 清明学院高校出身
西川さん 加古川北高校出身
野嵜さん 守口東高校出身
樋口さん 浪速高校出身
三輪さん 伊川谷高校出身
村上さん 枚方津田高校出身
和田さん 東住吉高校出身
深井さん 阿武野高校出身
柳田さん 金津高校出身
大地さん 神戸山手女子高校出身
植田さん 琴丘高校出身
陸さん 塔南高校出身
松葉さん 関西外国語大学短期大学部出身
松下さん 和歌山北高校出身

（伊丹空港・貨物）

79

エ アラ
イン
コー ス
就職希
望者

E-mail:kcﬂ@ecc.ac.jp
K1817

初心者でも安心！
現地で使える！

随時受付中！

参加費 無料・要予約

高速バスなど、どの駅からも
ECC国際外語まで歩いて
10分以内で行けるよ！

（土）

藤本 容子さん

エアラインコース 年生
【大阪府】春日丘高校出身

息子

藤本 駿司さん
2

ヨドバシ
カメラ
グラン ●
● フロント
大阪

9名内定！

名が

！

界に
エアライン業

内定

しました

岡田さん 日生学園第一高校出身
北村さん 八幡高校出身
髙田さん 汎愛高校出身
谷口さん 関西外国語大学短期大学部出身

駅
梅田 ●
阪神
百貨店

深井さん 阿武野高校出身
松葉さん 関西外国語大学短期大学部出身
森安さん 芦間高校出身
柳田さん 金津高校出身
山﨑さん 五條高校出身
山田さん 関西外国語大学短期大学部出身
陸さん 塔南高校出身
和田さん 東住吉高校出身
渡邉さん 京都学園高校出身

5名内定！

ベイエリアサービスに

テンダント
キャビンア
に内定！

渡邉さん 京都学園高校出身

ANA成田エアポートサービスに内定！

AN

ント
テンダ

ンア
キャビ

高国さん
就実高校出身

伊藤さん 塔南高校出身
中山さん 関西外国語大学短期大学部出身

7名内定！

ANA沖縄空港に

（那覇空港・ANAグランドスタッフ）

2

（土）

（日）

3名内定！

（関西国際空港•JALグランドスタッフ）

（土）

比嘉さん 北中城高校出身
柿内さん 滋賀短期大学附属高校出身
坂井さん 球磨商業高校出身
田伏さん 海南高校出身

地

駅

町

崎

中

鉄

下

●NU茶屋町

三浦さん ルネサンス高校本校出身
山中さん 武庫荘総合高校出身
和田さん 東住吉高校出身

9名内定！

ECC
アーティスト
美容専門学校

梅田センター
●ビル
●
ファミリーマート
大東洋

ECC
コンピュータ
TSUTAYA 専門学校
●

ECC国際外語
専門学校

オープンキャンパス
8/26（土）・8/27（日）・9/10（日）・9/23（土・祝）・10/1（日）・10/14（土）・10/28（土）・11/11（土）・11/26（日）・12/9（土）
11

受賞

2018年4月入学生 募集コース
エ ア ラ イン・ホ テ ル・トラ ベ ル・こども 英 語・国 際ビジ ネス・
総合英語・韓国語・海外インターンシップ・語学留学・大学編入

五十嵐さん 阪南高校出身
井手さん 就実高校出身
伊藤さん 阪南高校出身
井上さん 関西外国語大学短期大学部出身
植田さん 琴丘高校出身
大北さん 東大谷高校出身
奥村さん 伊丹西高校出身
柿内さん 滋賀短期大学附属高校出身
神田さん 泉北高校出身
桐村さん 賢明学院高校出身
佐藤さん 阿倍野高校出身
澤田さん 高石高校出身
高国さん 就実高校出身
谷口さん 関西外国語大学短期大学部出身
田伏さん 海南高校出身
冨田さん 関西外国語大学短期大学部出身
内藤さん 若狭高校出身
中井さん 飾磨高校出身

中尾さん 清明学院高校出身
西川さん 加古川北高校出身
橋本さん 桜宮高校出身
東久保さん 五條高校出身
樋口さん 浪速高校出身
平瀨さん 大阪学芸高校出身
藤尾さん 旭高校出身
VO HONG AIさん 八尾北高校出身
松元さん 鹿児島県立短期大学出身
三上さん 阿倍野高校出身
三輪さん 伊川谷高校出身
柳田さん 金津高校出身
山口さん 布施高校出身
山﨑さん 五條高校出身
山田さん 関西外国語大学短期大学部出身
山村さん 山城高校出身
和田さん 東住吉高校出身

9名内定！

ANAスカイビルサービスに

（成田国際空港/羽田空港・ラウンジスタッフ）

サンヨー航空サービスに

35名内定！

Kスカイに

井手さん 就実高校出身

（関西国際空港・グランドスタッフ）

ドリームスカイ名古屋に

●そねざき
けいさつ

4名内定！

旅行綜研に

田伏さん 海南高校出身
柳田さん 金津高校出身
井上さん 関西外国語大学短期大学部出身
廣瀬さん 大谷高校出身

スイスポートジャパンに 名内定！
大磯さん 桜宮高校出身
中山さん 関西外国語大学短期大学部出身 （外資系航空会社・グランドスタッフ）
治武さん 芥川高校出身
森安さん 芦間高校出身
Jessicaさん 尼崎双星高校出身
山﨑さん 高知商業高校出身
（土）

空港ターミナルサービスに内定！

（成田国際空港・グランドスタッフ）

東久保さん
五條高校出身

小原さん 金岡高校出身

センター試験なしで
国公立大・難関私立大へ！

●阪急百貨店
メンズ館 ●
ROUND1
●
大阪富国生命ビル

2名内定！

ー
ト
ライアヤ
ンダン
フ
テ
スター キャビン

A

（成田国際空港・貨物）

（土）

森さん 関西外国語大学短期大学部出身
石さん 住吉高校出身

スカイマークに

JALスカイエアポート沖縄に内定！

（那覇空港・JALグランドスタッフ）

中尾さん 清明学院高校出身
野嵜さん 守口東高校出身
森さん 関西外国語大学短期大学部出身
山田さん 関西外国語大学短期大学部出身
山村さん 関西外国語大学短期大学部出身

（関西国際空港・アシアナ航空グランドスタッフ）

11 .26 .12/9

11/

参加費 無料・要予約

●阪急 EST
●
三番街
●HEPファイブ
阪急
百貨店
●

4名内定！

JALスカイ大阪に

（伊丹空港・JALグランドスタッフ）

ホテルコース 年生
【奈良県】奈良大学附属高校出身

14:00〜17:30

LOFT●

阪神

母

14:00〜15:30

MBS●

ルクアイーレ
●
駅
大阪
JR
●
大丸
百貨店

佐藤 裕美さん

大学編入 9/2 .16 .10/21
説明会

好きな日程を
設定できる
ミニ説明会！

そんな方のために、
お好きな日程にミニ説明会を開催しています。

JR・阪急・阪神・地下鉄・

母

17:30 おつかれ さ ま でした

● オープンキャンパスの日程がどうしても合わない！
● じっくり相談したい！ ● 短時間で確認したい！

キャンパスは
最高の立地、
大阪梅田 !!

佐藤 優衣さん
1

②業界・コース説明
③体験レッスン
④ちょっとブレイク
⑤入学について（募集要項説明）
⑥個別ガイダンス（保護者相談も同時に実施）

楽しく韓国語会話に
チャレンジ！

個別
説明会

CKTS、関西航空サービスに

（関西国際空港・グランドスタッフ）

髙田さん 汎愛高校出身
花園さん 守口東高校出身
島野さん 泉大津高校出身

地下鉄東梅田駅

□ 無料宿泊制度を利用する

高校 ・ 高認
短大 ・ 大学
専門学校

AO面談のコツを伝授

（関西国際空港・ANAグランドスタッフ）

（伊丹空港・グランドハンドリング）

①オープニング・英語力UPのヒミツ

14:00〜15:30

28名内定！

英会話初心者でも楽しく参加できる内容です♪

田駅
地下鉄梅

第２希望日時

月

ー

初心者でも安心！
現地で使える！

楽しく韓国語会話に
チャレンジ！

ANA関西空港に

今年も絶好調！

山口さん 布施高校出身
山﨑さん 高知商業高校出身
青栁さん 芥川高校出身
五十嵐さん 阪南高校出身
大磯さん 桜宮高校出身
奥村さん 伊丹西高校出身
柿内さん 滋賀短期大学附属高校出身
澤田さん 高石高校出身
走川さん 徳島市立高校出身
石さん 住吉高校出身
武田さん 吹田東高校出身
谷口さん 関西外国語大学短期大学部出身
田伏さん 海南高校出身
内藤さん 若狭高校出身

保護者のホンネ!

少人数で、外国人講
師 とフリー ト ー ク
レッスン！EIP（英語
専用教室）
で通じる
英 語 が 身につく秘
密を大公開！
！

阪急梅田駅

日帰りが困難な地域からご参加い
ただく方には、1泊2日の「無料宿泊
制度」をご利用いただけます。

第１希望日時

）

学校名

AO入学をお考えの方で上記イベントの日程と都合が合わない方は、
9/30（土）のAOエントリー締切日に間に合うように
9/29（金）
までに個別説明会へご参加ください

個別説明会

11 .26

11/

参加費 無料
保護者相談コーナーあり

3 合格するAOエントリーシートの書き方・

□10/21（土）□11/4
（土）□11/18（土）
□12/2（土）
□9/2（土） □9/16（土） □10/21（土）
□11/11（土）□11/26（日）□12/9（土）

ハガキ到着後、本校より日時の確定（調
整）のため、お電話でご連絡致します。直
前の日程はお電話でご予約ください。

14:00〜17:30

※AO入学のエントリー受付は9/30（土）
までです。
（2018年4月入学生対象）

切り取り線 ＞
＜

入学ミニ説明会

日本語と英語で
海外取引に挑戦！

就 職 力？

専門学校を選んだ

楽しい英会話レッスン

韓国語

潜入！海外ビジネスの
現場体験

オープン
キャンパス 10/1（日）.14（土）.28（土）

AO入学
ミニ説明会

VOL.42
目指せるシゴト・
広がる未来が
見つかるマガジン

就職内定おめでとう！

速報

憧れのプロ体験！自分の適性をチェック！

からの

2 「AO入学」の受験資格が得られます

ご住所

AO入学ミニ説明会 □9/2（土）□9/16（土）
※最終日
14：00〜15：30

6つの特典！
！

1 入学選考料＆授業料

男・女

●希望の分野を選んで□
✓ を付けてください
□エアライン □ホテル □トラベル □保育士・幼稚園教諭 □小学校教諭
□国際ビジネス □総合英語 □語学留学 □韓国語 □大学編入
□分野は未定だが参加してみたい

使える英語表現を
マスター！

L a n g u a g e s

大学よりも

16:30 おつかれ さ ま でした

太田さん 大阪夕陽丘学園高校出身
中尾さん 大阪夕陽丘学園高校出身
柗村さん 布施高校出身

＜切り取り線＞

参加申込みハガキ

ＥＣＣ国際外語の
児童英語レッスン

ＥＣＣ

太田さん 大阪夕陽丘学園高校出身

●スマートフォンからのお申し込みは裏面のQRコードから！
●希望の分野と日程を選んで□
✓ を付けてください

秋

柴木さん 須磨翔風高校出身

アミティ

走川さん 徳島市立高校出身

うた・ゲーム・工作でこどもの
心をキャッチ！

国際ビジネス

初心者でも安心の
英会話

つめた〜いアイスを食べながら
暑さを忘れて、
将来について
おいしく、
たのしく考えよう！

ブルーメイト

Wahl＆Case

片岡さん 洛南高校出身

アバン

山田さん 大阪ビジネスフロンティア高校出身

吉田さん 関西福祉大学出身
薮井さん 枚方高校出身
松岡さん 豊島高校出身

バイクシティ
パル

西辻さん 摂津高校出身

ＴＥＩ

クロスホテル

住田さん 尼崎小田高校出身

松下さん 五條高校出身

薮井さん 枚方高校出身

藤本さん 奈良大学附属高校出身

曽さん 中国出身

和田さん 橿原高校出身

清水さん 関西外国語大学短期大学部出身
阪倉さん 藤井寺高校出身

ホテルオークラ東京

瀧川さん 枚方なぎさ高校出身

スイスホテル南海大阪

パーク ハイアット 東京

日本旅行

西日本三菱自動車販売

西村さん 日根野高校出身

STEP

塘さん 扇町総合高校出身
有水さん 関西外国語大学短期大学部出身

糸田さん 米子松蔭高校出身

黒田さん 松陽高校出身

松下さん 大阪市立鶴見商業高校出身

ハイアット リージェンシー 京都

新・都ホテル

なだ万

内山さん 春日部女子高校出身

前田さん 東住吉高校出身
藤原さん 成美高校出身
藤本さん 奈良大学附属高校出身
村田さん 貝塚南高校出身
深田さん 懐風館高校出身

総合英語・
語学留学

が食べられる！

山口さん 大谷大学出身
太田さん 大阪夕陽丘学園高校出身
中尾さん 大阪夕陽丘学園高校出身
柗村さん 布施高校出身

下川さん 大阪高校出身
藤井さん 西野田工科高校出身
加来さん 京都両洋高校出身

近鉄・都ホテルズ

世界一周旅行
バーチャル体験

SARANPRACHAさん タイ出身

但馬信用金庫

ＰＶＨジャパン
エイチ・アイ・エス

①オープニング・英語力UPのヒミツ
②業界・コース説明
③ランチタイム
④体験レッスン
⑤楽しい英会話レッスン
⑥入学について（募集要項説明）
⑦個別ガイダンス（保護者相談も同時に実施）

大洋工作所

ヤマトグローバルロジスティクス

山口さん 大谷大学出身

張さん 中国出身
尾村さん 花園高校出身

ツアコンイチオシの世界遺産や
注目観光スポットを巡る！

英語力？

11:00 スタート（受付開始10:30）

高取さん 大津商業高校出身

DHLグローバルフォワーディングジャパン

山本さん 須磨翔風高校出身
鹿島さん 尼崎双星高校出身

オープンキャンパスで

マナーやサービスの
心得を伝授！

F o r e i g n

Beyond
Yourself

当日のスケジュール

小学校教諭・保育士
幼稚園教諭

トラベル

一流フロント・ベル・
料飲スタッフの作り方

ダイキエンジニアリング

西辻さん 摂津高校出身
緒方さん 八尾北高校出身

松岡さん 豊島高校出身
黒田さん 松陽高校出身
小西さん 龍谷大学出身

元キャビンアテンダント・
グランドスタッフ直伝！

空港カウンターGS
& 機内CA体験

井門さん 関西福祉大学金光藤蔭高校出身
秋山さん 甲子園学院高校出身
小沢さん 日根野高校出身
岡尾さん 大阪偕星学園高校出身

ABCマート

プレミアホテルグループ

（土・祝）

ホ テ ル

o f

1〜3

AO

川口さん 明誠高校出身

全日警

山本さん 大阪高校出身
舟引さん 懐風館高校出身

平井さん 米子西高校出身

（日）

芝実工業

岩田さん 香ヶ丘リベルテ高校出身

日本通運

京都ブライトンホテル

阪急阪神ホテルズ

印の日程にご参加ください。

セイハネットワーク

橋本さん 香寺高校出身
柴木さん 須磨翔風高校出身
髙橋さん 大和広陵高校出身

C o l l e g e

A OOA

CHUさん ヴェトナム出身

山田さん 大阪ビジネスフロンティア高校出身

三井さん 山城高校出身
山本さん 青谷高校出身
深田さん 懐風館高校出身
藤本さん 奈良大学附属高校出身
和田さん 橿原高校出身
小野さん 神戸商業高校出身
下向さん 東高校出身

山本さん 津別高校出身

（土）

エアライン

サンライズ事業共同組合

フォーラムジャパン

ウェスティンホテル大阪

AO

（日）

NGUYENさん ヴェトナム出身

馬さん 中国出身

AO

AO

松岡さん 豊島高校出身

橋本さん 香寺高校出身

K o k u s a i

※「夏のオープンキャンパス」に参加するだけでも、AO入学の受験資格が得られます。
（2018年4月入学生対象）

岡本さん 長尾高校出身

イツワ商事

E C C

鎌谷さん 東洋大学附属姫路高校出身
花園さん 守口東高校出身
濱田さん 西高校出身

3名内定！

四国航空に

関空エンタープライズに

4 名内定！

（関西国際空港・ラウンジスタッフ）

（中部国際空港・JALグランドスタッフ） （高松空港・グランドスタッフ）

塚本さん 泉大津高校出身
三木さん 京都両洋高校出身
守實さん 高松商業高校出身

2名内定！

徳島航空サービスに

（徳島空港・グランドスタッフ）
大地さん 神戸山手女子高校出身
片岡さん 山城高校出身
高国さん 就実高校出身
武田さん 吹田東高校出身
田伏さん 海南高校出身

桐村さん 賢明学院高校出身
山口さん 布施高校出身
伊藤さん 阪南高校出身
姉川さん 上宮高校出身
花園さん 守口東高校出身
中尾さん 清明学院高校出身
野嵜さん 守口東高校出身
森さん 関西外国語大学短期大学部出身
山﨑さん 五條高校出身

富阪さん 八幡浜高校出身
中村さん 橿原高校出身
二瓶さん 安城高校出身
深井さん 阿武野高校出身

走川さん 徳島市立高校出身
森さん 大江高校出身

姉川さん 上宮高校出身
松下さん 和歌山北高校出身
花園さん 守口東高校出身
髙田さん 汎愛高校出身

ＪＡＬカーゴサービスに 内定！

（成田国際空港・総合職）

細中さん ＰＬ学園高校出身

2名内定！

JSSに

（羽田空港、関西国際空港・空港警備）
根岸さん 信太高校出身
石川さん 守口東高校出身

娘 最初は専門学校の学生と考え方が合うのか
なとか、
エアラインに絞ってしまって大丈夫だった
かなとか、不安でした。でも、
クラスメイトたちは
同じ夢に向かって一緒に頑張ろうという向上
心のある人ばかり。私にはピッタリだと気付き
ました。

母 第一志望は専門科目を学びながら英語も活かせる、
大学の総合政策学部か外国語学部。ただ、
エアライン業
界に就職実績のない大学は、サポートも少なく自力で就
職活動することになるイメージだったので、選択肢に入れ
ていませんでした。残念ながら大学受験は失敗しました
が、娘はどうしても浪人は嫌だと言うので応援することにし
ました。

ずっと猫背だったんですけど、姿勢が良くな
り、言葉遣いも丁寧になりました。時間の使い方
も上手になったと思います。受験勉強ではダラ
ダラやっているのが目について注意していた
んですが、今は言われなくても自分でできる
ように。授業の復習、
アルバイト、検定試験の
対策で、
いつも時間に追われていますね。

4年間を大学でゆるく過ごしてし
まうより、早く自分のなりたい職業に
就ける方がいいと思います。航空業
界は女子にはすごく人気がある
ので、誰よりも早く国際線のCA
になるという夢を実現して、大学
に進学した友達をびっくりさせた
いです。
娘

大学に進学していたら、サーク
ルに入ってアルバイトして、
あまり勉
強しなかったと思うので、今ぐらい忙
しい方が娘には合っていたようです。
ECC国際外語のエアラインコース
に進学した方が、確実に業界へ進む
扉は開けると思います。

クラスメイトと教室で

ECC

国際外

娘の性

格に

語は

進学を考える段階でも、最初はス
ポーツトレーナーを希望していました。
そのため理学療法士の資格が取れる
医療系大学のオープンキャンパスも
行ってみたのですが、
カリキュラムの内 高校サッカー部の仲間と
容が本人のやりたいこととは違ってい
たようです。

スイス研修がアピール

高校時代からは

になりました！

想像できないくらい
成長しました！

ピッタ
リでし
た！

さらに同じ時期に結婚式場でア
ルバイトしていて、料飲の仕事にも興
味を持っていました。そこで海外の
スポーツトレーナーを目指すために語
学留学コースに進むか、料飲の技術
が学べるホテルコースに進むか迷って
しまい、オープンキャンパスに行っ
て決めようと思ったんです。

her Voice
ac

違う！
ココが

内定！

を CHECK!!

倍率が50倍程もある難関のエアライン受験突破はそう簡単なこ
とではありません。
しかし、
目の前にある課題に一つひとつ向き合
うことで、夢は現実に近づきます。私たち講師は、
きめ細かな指導
で、
その夢のお手伝いができることをとても誇りに思っています。
エアラインコース

ホテル
オークラ東京

斎藤 晃子 先生

4 月に入 学 ! 1 年 生 親 子

佐藤 優衣さん

佐藤 裕美さん

藤本 容子さん

息子 オープンキャンパスで出会ったホテルコースの
先輩が格好良くて、その先輩のようになりたいと思い
ました。サッカーをやっていたことにも親しみを感じました。
母 その先輩がオープンキャンパスの間ずっと、
気さく
に話をしてくださったんです。英語が得意ではなくて入
学後に頑張られたことなど、入学してからどのように成
長していくのか具体的にイメージできたのも大きかった
ですね。
また、先生からは「簡単ではないので、真剣
オープンキャンパスで話してくれた
に勉強してください」と初対面で厳しいことを言っ 先輩の阪本 怜さんは、現在、
ていただき、他校にはない熱意を感じました。
パークハイアット東京に勤務している。

藤本 駿司さん
ホテルコース
【奈良県】奈良大学附属高校出身

エアラインコース
キャビンアテンダント専攻
【大阪府】春日丘高校出身

卒業式で
クラスメイトと

「オープンキャンパスで話した先輩の姿から
1年後の成長をイメージできました」

3 月に卒 業 ! 2 年 生 親 子

を CHECK!!

Sports Dayでクラスメイトと

ホテルオークラ東京に内定しました！」

東京で開かれる企業説明会に行くという
話を聞いて、初めてホテルオークラ東京を受け
ることを知りました。ホテルオークラ東京にはま
だ就職した先輩がいないと聞いていたので情報
もなく、最初は無理だろうと思っていました。
母

息子 夏期のインターンシップでは、
オキナワ マリオット リゾート ＆ スパで働かせ
ていただきました。その後、ホスピタリティ発祥の地スイスのセザール・リッツ・カ
レッジで研修を受講し、超一流のサービスを体験することができました。1年次の11
月からは、学校の紹介で大阪マリオット都ホテルのレストラン「ZK」でアルバイト
できることに。
「ZK」には2016年の伊勢志摩サミットを担当した関西トップクラスの方も
働いておられ、
とても勉強になりました。
母 一度「ZK」に寄せたもらったときに、
上司の方が「優秀なんですよ」とほめてくだ
さったのが、親としてとても嬉しかったで
す。そこまで鍛えてくださったECC国際外
語の先生方には感謝しています。また、希望
のホテルに就職するために、
いろんな資格を取
る必要があり、
その勉強を頑張っていました。次
は英語力アップにも期待しています。

息子 ところが面接を受けてみて、
手ごたえを感
じました。インターンシップ先やアルバイト
先での経験、スイスでの研修の話など、ア
ピールする内容に困らず、面接官の方にも
興 味を持ってい た だけたからです 。また、
「なぜソムリエをやりたいのか？」
「なぜ料
飲なのか？」という面接官の問いにも、実際
の経験に即して具体的に答えることができ
ました。それが内定をいただけた決め手になっ
たと思っています。
母 内定が決まったと聞いたときには正直、
驚きま
した。息子がやりたいと思える仕事に就けて本当に
良かったです。4年制大学に行っていたら就職す
るのがもっと大変だったでしょう。ECC国際外
語を選んで正解だったと思います。

スイスの研修先のスタッフから修了証を
授与していただきました。
アルバイト先
「ZK」
の上司と
厨房で

取得した資格

her Voice
ac

● サービス介助士
● サービス接遇実務検定ロールプレイング準1級
違う！
ココが

03

違う！
ココが

05

●

を CHECK!!

●

1年次には、
先輩の指導のもと
「カフェ・ラポール」
にホールスタッフ
として参加

「第一志望の

「オープンキャンパスで聞いた内容は
すべて本当でした」

息子

空港島をバスで巡り、普段見ることのない角
度から関西国際空港を見ることができました。

04

5月のSports Dayではクラスのみ
んなとより一層仲良くなれて、
いつ
もと違う一面も発見できました。

を
ンコース
エアライ たのは
っ
知
て
め
初
フレット
このパン

になって
早くCA
の友達を
高校時代
いです！
驚かせた

02

大学より実践的な経験を重ね
第一志望のホテルへ就職！

母

母

母

娘 浪人せずに大学進学を目指せるので、大学編入
コースに興味を持って資料請求したのがECC国際外語
との出会い。その中にエアラインコースのパンフレット
が入っていて、CAの夢への近道だと思ったのです。

就職実績の少ない大学より
確実に夢へ進む扉は開けると思います」

違う！
ココが

Excel 表計算処理技能認定試験3級
食品衛生責任者

まずは、
ホテル業の世界の広さ、奥深さに触れてもらいたいと
思っています。私たち業界経験の豊かな講師陣が、大学では
学べない実践的な指導を行い、
ホテル業界とのネットワークを
活かして、
全力でサポートいたします。
ホテルコース

【ECC国際外語なら】通常の授業に資格対策講座が
組み込まれているので、効率良く資格を習得できます。

就 職

専攻に直結した就職に有利
早くからキャリアを積める
【ECC国際外語なら】各分野の専門力と優れた英語力を
（2016年3月卒業生実績）
養い、97.1％の就職実績を誇ります。

万円免除

［国立］約

資格取得のために
授業以外で対策
セミナーを実施

ライセンス特別優遇制度

ひとり暮らし支援制度

本学指定の検定・スコア取得者
向けの学費免除制度。2018年
3月末※までに取得したものが認
定の対象となります。

本学主催の体験イベントやオー
プンキャンパスで配られる
「ひと
り暮らし支援制度申請書」
を提
出した方で、
入学後にひとり暮ら
しを予定されている方が対象。

※2018年4月入学生。基準となるランク表はホーム
ページをご覧ください

専攻分野に限らず
さまざまな業界に就職

さらに7万円もお得！
！

最大

60

万円免除

10

合計

万円給付

年間50回を超える面接対策を実施！
！

ECC International Plaza
（EIP）
では、昼休みと放課後、
ネイティブ講師と英語オン
リーで話し放題！ ビギナーズテーブルを用意しているので初めてでも安心です。授業
で習った表現をどんどん試してみよう。EIPで驚くほど英語力をアップさせた先輩たち
が続出中‼

１年間で50回を超える面接対策を設定。挨拶や表情、入
退室の練習から始まり、
グループ面接や個人面接の練習を
何度も繰り返し行います。練習の様子はビデオで撮影し、
学生自身が自分の欠点や改善点を確認。学生一人ひとり
に講師が細かいアドバイスを行います。
また、
日系航空会
社・外資系航空会社など、受験企業に合わせた対策も実
施。あらゆる場面を想定し、面接官の質問にスムーズに受
け答えができるように指導します。

個別指導

実践力のある英語をマスター！

一流のおもてなしを学ぶ（希望者のみ）

企業とのファーストコンタクトで
ある履歴書やエントリーシート。
学生一人ひとりの書類を丁寧
にチェックし、一枚の応募書類
が完成するまでに、10回以上の
添削を行うこともあるほど、徹底
的に指導しています。

接 客 英 語の基 礎を中 心に宿 泊 業
務、
レストランサービス業務、ルーム
サービス業務および電話対応の基本
など、
シーン別の英会話対応をロール
プレイ形式で学びます。

世界のホテル業界に関する知識、
ホ
スピタリティマインド、接客技術を養成
する2週間の短期プログラムに参加
できます。現地で受ける授業（英語）
は、受講後に日本語で解説を交えて
復習できるので安心です。
また、英語
のレッスンも実施予定。研修終了時
5つ星ホテルを見学！
には修了証が授与されます。

80人全員がエアライン就職の夢を叶えました

エアライン業界就職内定率

100%

2017年3月卒業生

多彩なトレーニングで

一流のホテリエになる！
サービスの最高峰の仕事 にふさわしいマナーや、ホテル現
場で役立つ技術や知識を、多彩な授業の中で身につけます。
● フロントオフィスサービス
● レストランサービス実習
● 着付けマナー研修
● ヴォイストレーニング
● チーズテイスティング
● 和会席マナーレッスン
● ウォーキング
● メイクレッスン

フロントオフィスサービス

詳しくは裏面へ

153名全員がホテル就職の夢を叶えました！

7年連続ホテル就職率

100%

2011〜2017年3月卒業生

○○○

○○
○○○

221

授

EC

EC

EC

観光立国スイスの ホテルスクール で

「オープンキャンパス」
「AO入学ミニ説明会」
「入学ミニ説明会」
「大学編入説明会」
「個別説明会」参加申込み係

2

現場に即した「ホテル英会話」で

大阪市北区中崎西2-1-6
ECC国際外語専門学校

選考料

AO入学なら、エントリーシートと
面談のみで受験ができ、

授業以外でも英語漬けになれるEIP

完成

差 出 有 効 期 間
平成31年8月17日
まで（切手不要）

資 格

就職に必要な資格取得を
学校全体でサポート

万円（授業料）給付・

English Learning Center
（ELC）
には、バイリンガル講師が常にスタンバイ。英語学習
のお悩みはもちろん、英語のことならなんでも質問OK！ TOEIC ・英検対策、英文履歴
書やスピーチ原稿の添削、
スピーチトレーニング、留学相談、英語に関する疑問はすべて
ELCで解消できます。

履歴書やエントリーシートの

1521

学費

約 238 万円

【ECC国際外語なら】経済面でも効率良く希望職種
を目指せます。※上記学費はエアラインコース2年間の学費。

250万円
［私立］約400〜
600万円

5

英語★駆け込みルームELC

本番さながらの模擬面接！

オープン
キャンパス
で解決しよう

530  8790

【ECC国際外語なら】業界を知り尽くした現場の
プロが、実践的なスキルをあますところなく指導。

学術的･理論的な
学問を学び、幅広い
教養を身につける

授業料に充当する5万円給付＋選考料2万円免除の計7万円が減免
に。授業料は初年度の学費
（後期授業料）
の一部から免除されます。

たくさんのネイティブ講師とフリートーク!!

05 ホテル就職対策編

大阪北局
承 認

将来の職業に必要とされる
専門力を効率良く身につける

4年間

AO入学奨学金制度

いつでも質問OK!「わからない…」を即効解消!!

04 エアライン就職対策編

違う！
ココが

学校の
学など、
ギモ
や留
ン
業

料金受取人払郵便

教 育

２年間

4年制大学

ECC国際外語の学費減免制度

03 英語力アップ編

違う！
ココが

外語な
ら
国際
C

POST CARD

専門学校

02 学費減免制度編

違う！
ココが

外語な
ら
国際
C

＜切り取り線＞

専門学校と大学を比べてみよう！

EC

EC

01 大学との比較編

違う！
ココが

外語な
ら
国際
C

は

違う！
ココが

外語な
ら
国際
C

渡邉 航 先生

＞

＜

切り取り線

外語な
ら
国際
C

藤本さんの就活グッズ。
就職活動のスケジュー
ル管理に使った手帳と
移動中に意識を高める
ために読んだ本。直前
に、必ず靴をピカピカに
磨いてから、面接に臨
みました。

切手
不要

時間の使い方も上手になりました」

「最初は大学しか考えていませんでした。
でも、浪人は絶対に嫌だったんです」

「エアライン業界に

01

このハガキで
お申込ください。

「姿勢も言葉遣いも良くなり、

インターンシップや

違う！
ココが

「オープンキャンパス一覧」
を
チェック！

卒業式に
クラスメイトと
袴姿で
記念撮影

息子 小1から高3までの12年間、
サッ
カーを続けていました。小3のときの夢
はサッカーの審判。地元でも強い方の
チームに入っていたのですが、
その中
で一番上手な子どもでもプロになるの
は難しいと言われていたからです。それ
でもサッカーには関わっていきたいと
思っていました。

と検索!

英語力と就職力をアップ！
目指すのは国際線のCA

「結婚式場でのアルバイトがきっかけで
料飲の仕事に興味を持ちました」

なぜ、大学よりも専門学校を選んだのか、その理由と
実際、入学してどうだったのか、2組の親子にうかがいました。

を CHECK!!

息子 専門学校の方が就職しやすいと考えていたので、
大学進学はあまり考えてい
ませんでした。大学だとたくさんの科目から自分で学ぶ内容を決めないといけ
ないので、これは自分には向いていないなと思いました。高3の夏頃には
ECC国際外語にAO入学することが決まっていましたね。

検 索

私の妹が成田空港でグランドスタッフを
しているので、彼女の影響もあったようです。
私も旅行会社に勤めているので、CAを目指
すことには賛成でした。職業としても、良い印
象がありましたし、英語が話せるようになれ
ば、海外でも通用する仕事というのは魅力的
です。

を CHECK!!

違う！
ココが

1年次のイベントも楽しい思い出です。5月のSports
Dayでは話したことのないクラスメイトとも話すことが
できて仲良くなれました。12月の地球祭
（学園祭）
では、
み
んなで何をするのかを話し合える関係になっていたので、
チー
ムとして団結できました。
そして、2年次の卒業制作「カフェ・
ラポール」では、実際のカフェをクラスメイトと一緒に運
営します。私は就職後の目標でもある料飲部長に立候補し
ようと思っているんです。

母 大学でもできる人は自分で考えてやるんでしょうけれど、
やらなければ放って
おかれるイメージがありました。早い段階で4年も勉強できないと息子には言われて
いましたし、就職のことを考えると、大学は学生数が多いので個別のサポートが受けられ
るとは思えませんでした。ホテル業界への就職率が高いというのもECC国際外語を選ん
だポイントでしたね。

ＥＣＣ国際

3年生の
8月までガッツリ
泳いでいた
水泳部の仲間と

保護者のホンネ!

娘

03

母

01

国際線のCAになるには、
もっと英語
力が必要。
この夏に参加するセブ島「短期
語学留学」ならTOEIC が平均150点
アップすると聞いているので、私は200点
アップを目指したいです。

専門学校を選んだ

チームワークの大切さを学びました」

息子

右のQRコードを
読み込んで
お申込ください。

中途半端な気持ちのまま大学に進学するよりも、夢につながる専門学校に
行った方が自分のためになるのだと思いました。実際の授業風景を撮影した映像
を見て、とても厳しく指導されていたのでここなら信頼できると思いました。
娘

娘 水泳は16年間続けています。
キャビン
アテンダント
（以下CA）
に憧れるようになっ
たのは中学生の頃でした。飛行機に乗ると
きに、いつも笑顔で接客されているCAの
方の姿を見てすごいと感じたのがきっかけ
でした。

違う！
ココが

オープンキャンパスで、案内してくだ

娘とたった1歳の差で話し方や姿勢、 さった先輩たち。本物のキャビンア
考え方もしっかりしていて、その短期間で テンダントのようでした。
の成長ぶりに感動しました。
母

業界への就職率の高さが
専門学校を選んだポイント

参加申込み
ハガキ

高校時代の友達と休み時間にツーショット

母

受 験 勉 強しかしてきて いない の
で、
「話すこと」
「聞くこと」については
心配していましたが、
ここならそういう授
業が多いから安心だと聞いています。
母

Te

小さい頃からまじめな性格で、自分の
考えを曲げないところがありました。ずっ
と頑張ってきた水泳部の練習でも、風邪ひく
からやめた方がいいと言っても聞かずに、4月
から10月まで泳ぎっぱなしでした。寒い日でも
絶対に休まないんです。

娘 社会人だと言われてもおかしくないく
らい素敵でした！
！

大学よりも

就 職 力？

「勉強だけでなく、イベントを通じて

受けられないと思いECC国際外語を選びました」

パソコン

「キャビンアテンダントは中学生時代からの憧れでした」

一番好きな英語の授業がListening&
Speakingです。授業中は英語オンリーな
ので、日本語でしゃべっていたら、先生に
「今、何て言ったの？」
って英語で言われま
す。CAになるにはリスニングとスピーキング
が必須なので、
とても鍛えられています。
娘

「大学では自分に合った就職サポートが

スマートフォン
サイト

母 専門学校に目を向けはじめたのは2月、
ま
だ大学の後期試験の最中でした。エアライン
コースはすでに最終入学者を募っている状況
でした。それなら一度見ておきたいと思って、
オープンキャンパスに参加。そこで娘とたった1
年しか変わらない先輩を見て、
「一年でこんなに
変われるんだ！」
と衝撃を受けたのです。

TOEIC を絶対
200点アップさせたいです」

定員制なので、ご予約は今すぐ！

大学？専門学校？最短で夢を
叶える道を発見！

英語力？

いつもカバンに入れている英語のテキストとノート

お申込み方法

たった一年でここまで成長できるなんて」

「国際線のCAになるために

Te

「先輩たちの姿を見て、感動しました！

