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英語を使って働きたい！ 海外で働いてみたい！ と思う方、
オープンキャンパスで体験授業に参加してみませんか！？

高校2年生（2020年4月入学生）限定！！

潜入！

日本語と英語で海外取引に挑戦！

海外ビジネスの現場体験

〒530-0015　大阪市北区中崎西2-1-6

大阪
梅田

オープンキャンパスの
お申込みはコチラから！
右のQRコードを読み込んでお申込みください。

定員制／参加無料
要予約!!

（通話料無料） 【受付時間】平日/10：00～19：00　土曜/10：00～18：00
0120-144-007フリーダイヤルでも

受付中

プレミアムオープンキャンパス限定！ 参加者にうれしい5つの特典
1

最新
パンフレットを
GET！

2
 授業料・選考料が
最大12万円
免除！

4

AOエントリー資格を
GET！

オープンキャンパスの印象は？Q

私は5校ほどオープンキャンパスに行きましたが、

その中でもECC国際外語の体験授業がとても印象的

で、貿易に関して初心者でも分かりやすい授業でした。

また、先輩方も優しく接してくださり、たくさん質問しても

一つ一つ丁寧に答えてくれたことが印象に残っていま

す。学校の良さを知るためにはまず、オープンキャンパス

へ行き、先生や先輩方とたくさんお話してみてください！

国際ビジネスコースに入ろうと思ったきっかけは？Q

私はずっと英語に関わる仕事に就きたいと思っていま

した。英語が使える仕事はたくさんありますが、私は特に貿

易業界に興味を持ちました。なぜなら、今グローバル社会

になってきている時代の中核となって活躍できると思った

からです。英語が当たり前になってきた時代だからこそ、英

語にプラスして社会人に必要なビジネススキルを身につ

け、世界で活躍したいと考えています。
国際ビジネスコース国際貿易専攻1年生

黒木 緩奈さん

A A

国際ビジネスコース国際物流・通関士専攻2年生

取得資格 ★国家資格“通関士”
★TOEIC®795点
★英検®準1級

大志田 さくらさん

なぜこの就職先を選んだの？

自分のしたい貿易の分野、特に通関士の仕事ができるところ

が決め手です。アフリカや南米を含めた世界のどの地域にも支店

を持っている、グローバルな企業であることもポイントでした。貿

易をする上で大きなメリットですし、自分自身の海外駐在のチャ

ンスが増えることに非常に魅力を感じました。阪急阪神エクスプ

レスは学歴ではなく、その人のやる気、スキル、経験を重視して採

用しているため、これからも私のチャレンジを認めてくれる企業

だと思い選択しました。

人から頼られる人材になりたいです。誰かの助

けになって利益を生むことが、仕事のやりがいにな

るだろうと思っています。そして誰かの力になるた

めには、常に探求心と挑戦心を持って常に勉強し

続けなければなりません。これから社会に出て失敗

することもあると思いますが、探求し挑戦し続ける

ことを忘れず、物流のプロフェッショナルになりたい

と思っています。

Q

A A

仕事ではどのような人材になりたい？Q

国際ビジネスコース以外の もあります!▶
・コース説明
・体験授業

Premium Open Campus 1/20（日）2/10（日）3/2（土）・17（日） 11:00～16:30

エアライン ホテル トラベル 韓国語保育士・幼稚園教諭・小学校教諭 総合英語・語学留学

国際ビジネスコースの学生に聞きました!

JR・阪急・阪神・地下鉄・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！
キャンパスは最高の立地、大阪梅田!!
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［2020年4月入学生］

2019年4月入学生対象オープンキャンパス 開催中！※各コース、定員に達し次第募集を終了します。

阪急阪神

エクスプレ
ス

に内定

5
英語特待生試験
サンプル問題
プレゼント

AOエントリーシートの
書き方・AO面談のコツを

伝授！

3

世
界
を
繋
ぐ
仕
事
が
あ
る
。

〒530-0015　大阪市北区中崎西2-1-6

ECC NAVI
ECC  Kokusai   Co l lege  o f   Fore ign  Languages

VOL.048
目指せるシゴト・広がる
未来が見つかるマガジン

海外の商品やサービスの売買取引を行う「貿易」や、輸出や輸入に

伴って発生する輸送・保管・流通加工・通関などの各種手続きを行う

「国際物流」など、国際ビジネスの現場で必須となる知識を専攻別に

習得。国内外で活躍できる国際ビジネスの実務をマスターできます。

INTERNATIONAL 
BUSINESS

国際ビジネスコース（2年制）

海外インターンシップコース／国際貿易専攻（3年制）

海外で英語を使って働く海外インターンシップ経験ができるコース。専門スキル・

英語力の基礎を身につけてから、ビジネススクールなどでの研修を経て、現地の優

良企業で英語を使って実際に勤務します。帰国後は、海外インターンシップ先の企

業からの推薦状をもらうことができ、就職活動でその海外経験をアピールできます。

OVERSEAS
 INTERNSHIP

職場におけるコミュニ
ケーションや自己PR、各イ
ンターンシップ先の専門
用語、カスタマーサービス
英語など、インターンシッ
プ参加に向けた事前学習
を行います。

海外で働くために必要な、
英語履歴書作成、英語での
メモの取り方、英語面接対
策、ビジネス戦略基礎、電
話応対・ビジネスマナー、プ
レゼンテーションなどを学
びます。

ビジネス英語＆
トレーニング

英語研修＆
インターンシップ準備

2年次1年次 3年次

6月   10月（5ヶ月）5月   10月（6ヶ月）or

就職活動に役立てる就労経験重視型のキャリアアップインター
ンシップです。就業経験を積むことにより、よりその業界を理解
することができます。『学生』の立場
から、一つの仕事を任せられた『社
会人』という立場に立つことによって
英語だけではなく、業界における知
識、また、人間性の向上も望めます。

基本英語科目

専門スキルと
英語力を
身につける

専門スキルと
英語力をさらに
ブラッシュアップ

※プログラムの内容は、2018年度例で変更される場合があります。　※費用・行き先・留学期間は社会情勢等の変化により変更になる可能性があります。

11月   12月（2ヶ月）

海外ビジネススキルと実践的な英語を学習 インターンシップ

INTERNATIONAL 
INTERNATIONAL 
BUSINESS
BUSINESS

海外インターンシップ
事前プログラム

就職活動

実際に海外で働くために必要なビジネス

スキルを英語で学びます。また、海外に

進出している企業やその業界についての

知識を深めることができます。

国際ビジネスコース  国際貿易専攻 国際ビジネスコース  国際物流・通関士専攻

（       　

１
月
〜
3
月 

）

就
職
指
導・就
職
活
動

ビジネススキルとビジネス英語を
同時に身に付ける！

様々な物流企業の特徴や独自の取り組み

への理解を深めます。また、通関士試験合

格に向けて、関税・消費税などの計算実

務、輸出入通関・申告について学習します。

物流業界への理解と
通関知識を強化する！

「国際的な仕事がしたい!」という
あなたの夢を叶える
２つのコースをご紹介！

2020年4月開講コース・専攻名で記載しています。



CANADACANADA
NEDERLANDNEDERLAND

JAPANJAPAN

国際ビジネスコースで得られる3つのグローバルスキル
専門力

グローバル化が進む現代において、物流のエキス

パートとして活躍できるグローバル人材は、快適

な生活を支えるために無くてはなりません。日本

と外国の接点である空港や港で海外へ送る荷物、

海外から到着した荷物の税関手続きを行う「通関

士」の資格をはじめ、様々なライセンスを取得す

るなどの専門性はこれからの時代に欠かせない

スキルです。

海外取引で必要なビジネス英語は、世界で活躍で

きる人材には欠かせないスキルです。さらに英語

を使いこなすだけでなく、ビジネスの様々なシー

ンを想定した実践的な英語力があれば、職業選

択の幅もグンと広がります。さらに海外進出をして

いる企業について理解を深めれば、国外へ自信を

持って飛び出せる力になります。

異なる言語、異なる文化的背景を持った人と働く

ためには、学ぶことで身に付くスキル以外にも人

間力が必要です。例えばボランティア活動で自分

と向き合い、地域の人や留学生と交流。多種多様

な価値観を持った人と出会い理解を深めるなど、

出会いを重ね、高いコミュニケーション能力を磨

くことも重要です。

国際力 人間力

ECC国際外語には3つのスキルを高めるたくさんの授業・活動があります！

ほんの
一部を
ご紹介！

「通関士試験対策」

毎回授業前に小テストを行い、担当講師が一人

ひとりの理解度を把握しながら授業を行います。

試験に向け夏休みに講座を実施。疑問をクリアに

して本番に臨みます。

「国際ビジネス論」

海外進出している日系企業に着目し、成功を遂げ

た手法をリサーチし理解を深めます。さらに商品

企画を立て、プレゼンテーションまで行うことで実

践力を磨きます。

「国際ビジネスと海外事情」

急激に変化する国際ビジネス展開において、それ

ぞれの地域の文化や習慣、地域特性など異文化

の理解を深め、国際ビジネスの現状と課題につい

て学びます。

海外と関わる仕事で必要な実務英語を学習し、日

商ビジネス英語検定の合格を目指します。ビジネ

スの様々なシーンで活用されている英語のスキ

ルを高めます。

巡り合えなかった自分に出会うことができる!普段

ボランティア活動にはあんまり積極的じゃない人

でも、参加すれば楽しむことができる国際ビジネ

スコースのボランティア活動 。自分と向き合い、地

域の人や留学生と交流することで、今まで知らな

かった地域のこと・母国のこと・海外のこと・自分

のことを知ることができるいい機会です。

「ビジネス英語」 年3回のボランティア活動

ECC国際外語から留学した
バンクーバーの店舗で
働くのが目標！

勤務しているのは日本国内の店舗

ですが、外資系のため外国人、バイ

リンガルが多く働いています。ス

タッフ同士の仲が良く、国を超えて

助け合いながら働けるところにやり

がいを感じます。ECC国際外語から

留学したバンクーバーの店舗で働

くのが現在の目標です。

Lululemon athletica

片岡 真さん 2018年卒業  【京都府】洛南高校

バンクーバー発
スポーツウエア
ブランド

インターンシップ先で
スカウトされて
憧れの海外商社に就職！

カナダでの海外インターンシップ

先で、輸出書類の準備、取引先への

電話、集荷の依頼などを担当しまし

た。夢中で仕事をしているうちに専

門用語や商談に関わる語彙と英会

話をマスター。その積極的な行動や

がんばりが認められ、そのまま就職す

ることができました。

Siu & Sons International 
Trading Corporation

内山 未寿稀さん 2018年卒業  【埼玉県】春日部女子高校出身

パーティーグッズ
関連の貿易会社

先輩が貿易・物流業界を

おすすめする3つの理由

世界で活躍する
卒業生5人を紹介！
Connect

●実際に輸入や輸出をしている海外の人に、
海外で働く魅力や仕事内容を詳しく学ぶこ
とができる。
●研修において説明が全て英語のため、英
語で内容を把握する必要がある!

●英語力を自然に身につけたうえで輸入や
輸出の専門力を鍛えることができる!

●現地の大学生との交流も充実！
　普段勉強してきた英語を実践するプログ
ラムがあります！

※フォワーダー：国際輸送アレンジメント

※社会情勢により行く場所が異なる場合があります。 国際ビジネスコース（２年制）希望者のみ

月１回の海外出張で、
貿易の知識と英語を
フル活用！

海外営業を担当しながら、月1回、通

訳として支店長の海外出張に同行。

商談では「ビジネス英会話」の授業

で学んだフレーズが役立っていま

す。これまでに訪れた国は、タイ、台

湾、マレーシア、シンガポール、ベトナ

ムなど。一人で出張し、海外で提案で

きるようになることが目標です。

世界とつながり、経済を
支える通関業務に
やりがいを感じています

現在は、航空輸出の通関部署に所属。

通関士が作成した資料の情報を

正確にシステムに入力するのが

仕事です。資料の読み書きはすべて

英語なので、ECC国際外語で学んだ

専門英語が実務に直結しています。

通関業務を通じて、日本の良いもの

を世界に届けていきたいです。

株式会社
阪急阪神エクスプレス
通関部署社員

森岡 知世さん 2015年卒業  【大阪府】大阪国際滝井高校出身

フォワーダー※

株式会社
フジサワ・マルゼン
海外営業

金邉 龍一さん 2014年卒業  【岡山県】岡山朝日高校出身

機械メーカー

◎大阪マラソン ◎四天王寺ワッソ
◎大阪光のルネッサンス ほか

2018年の活動ボランティア

これからの時代、どんな知識・スキルがあれば

世界で活躍できる人材になれるの!?
 ・　 ・

研修で学べること

オランダのアムステルダムに
駐在し、国際貨物の
運送業に従事

フォワーダー※ 統括部付アムステルダム
駐在員事務所

ネイティブ講師との会話など、ECC国

際外語で学んだ多くのことが、夢

だった海外勤務への扉を開いてくれ

ました。また、翻訳の授業のおかげ

で、英文メールの読み書きも自信を

持ってこなしています。現在は、オラ

ンダの拠点から世界中の国々への

輸送の手配を行っています。園 将輝さん 2012年卒業  【京都府】宮津高校出身

南海エクスプレス

貿易・物流業界では、海外に拠点を持つ企業がたくさんありま
す。巧みな語学力と高い専門スキルを活かすことができれば、
“世界”を舞台に活躍することができます。また、学生時代に身に
付けた国際ビジネスの知識や経験やスキルは、その他の幅広い
業界でも必要とされており、自分の活躍できるフィールドをどん
どん広げてくれます。

その1

将来性

世界中で取引される、様々な製品や商品の輸出入手続きや物
流業務を担っていきます。これらの仕事は、自分が世界の物流
に関われていることを実感できるため、大きなやりがいを感じる
ことができます。日々、国から国へ飛行機や船を動かしていくと 
いう業務スケールは、この業界で味わうことのできる面白さの
一つです。

その2

やりがい

今こうしている間にも、世界中では数え切れないほどのモノが取
引され、国を超えて誰かの元に届けられています。この流れはこ
れから更に世界規模で増え続けます。この流れに比例して、貿
易・物流業界は今にも増して大きく発達・進化していきます。非
常に将来性のある業界です。この業界を目指すという選択は、あ
なたの将来を大きく魅力的に変える賢い選択となるでしょう。

その3
英語+
世界

海外研修で貿易・物流について学んできました! in
シンガポール




