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会社案内 

O K C  S I N C E  1 9 8 5 

OKCは日本で最初のオーストラリア・ニュージーランド専門留学代理店 



OKCは世界に通用する人材育成プログラを提案します 
私共OKCが目指すものは留学においては、その目的や夢が達成されるようお手伝いをすることです。留学

を通じて国際的視野で考え行動し、その体験が人生の貴重な財産となることを願っています。  

学校の国際教育においては私共が提案する教育プログラムやお手伝いが、学校の独自性の確立や、国際

教育の一助となり、更なる学校の発展に繋がり、そして参加した学生が社会に巣立つ為の道標になることを

願っています。   

日本がますます国際社会において重要な役割を求められる中で、OKCの提案や活動が次代を担う若者の

育成に役立ち、新たな人生の発見に貢献出来ましたら、これほど喜ばしいことはありません。  

OKC代表  西村  紘史  

【長年の実績と信頼】 

オーストラリア・ニュージーランド専門の留学団体として、

1985年に日本で最初に設立された留学団体です。オセアニア

留学のパイオニアとして年間約1万人の留学をサポート。 

QLD教育省、NSW教育省、SA教育省及びオークランド大学

など15の国立大学と提携して個人留学から学校団体まで幅広

く留学を案内しています。 

【費用はすべて実費で明細表示】 

OKCは設立以来、費用はすべて実費で明細を表示しています。 

OKCの取り扱い費用も含めて内訳を明細で提示し、事前に詳

しくご説明いたします。 

海外ネットワーク 
オーストラリア・ニュージーランド16都市の日本人アドバイザーネットワークを展開。海外生活での不安も
心強い味方がいれば安心です。 
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無料説明会・カウンセリング（カウンター・電話・Skype・メール 等） 

豊富な学校情報と長年の留学サポートで培ったノウハウで、帰国後までを考えた留学プランをご提案し
ます。どんな小さなことでも私たちに安心してご相談ください。 

オーストラリア・ニュージーランドにある多くの大学・大学院の日本正規代理店として入学審査・手続
きを行っております。またその他、アメリカやカナダ、ヨーロッパ等、約600校の海外提携校をご紹介
しております。  

個人留学 
専任のカウンセラーがご本人のご希望をしっかりと伺い、国際性豊かな人材育成をサポートいたします。 

OKCでは専任のカウンセラーによる無料カウンセリングの他、セミナーや電話・メールカウンセリングなども行っ

ております。 

OKC提携大学 

オークランド大学 オークランド工科大学 オタゴ大学 マッセイ大学 

ビクトリア大学 グリフィス大学 オーストラリアンカソリック大学 

ニューサウスウェルズ大学 モナッシュ大学 サザンクロス大学 

ボンド大学 ニューイングランド大学 ウーロンゴン大学 

オーストラリア・ニュージーランドにある多くの大学・大学院
の日本正規代理店として入学審査・手続きを行っております。 

海外インターンシップ・ボランティア 

海外でのインターンシップやボランティア体験は真の
国際理解につながり、就職活動においても企業のみな
らずすべての分野で求められるグローバル人材を育成
します。 

一般企業・ホテル・幼児教育・環境保護・動物保護・
社会福祉など約700の受入先から決定。修了書・評価
表が授与。 

 

 

これからのグローバル時代、どんな職業についても 

どんな人生を歩んでも英語は必須の時代と言えるでしょう。 

大学留学 大学院・専門学校留学 

多彩な学部から高学位な専門資格を取得。卒業留学、
短期専門留学、休学留学など。 

1学期・1年間・卒業留学 バカロレア留学 不登校生留学 

中学・高校留学 

600校を超える現地校からご本人の希望とレベルに応
じた留学先を決定。シドニー・ブリスベン・オークラ
ンド・ウエリントン・クライストチャーチ5都市の直
営事務所と他11都市に日本人アドバイザーが留学をサ
ポートします。 

語学留学 

ご本人に合った学校選びをサポート。 

政府認可校・大学付属英語学校など、600校近くを 
案内しています。 



学校団体・企業 
私共OKCは学校・企業のご希望に沿った最適な研修プログラムを企画・提案・手配をいたします。  

社会人向けプログラム  

高校生・中学生・小学生向けプログラム  

短期海外研修 

成果が上がる英語研修、豊富

なテーマ学習、学校間の交流

を促進 

中・長期留学 

３ケ月～１年間。 

現地の中学・高校約600校で

正規留学（一校につき日本の

生徒1～3名） 

自治体青少年派遣事業 

両都市の交流を促進するプロ

グラム。現地校生徒との文化

交流。自然・文化・体験学習 

小中高向け体験型修学旅行 

フィールドワーク（環境・流

通・文化などテーマリサー

チ）、同世代生徒との交流、

現地での成果発表会 

大学生向けプログラム  

海外インターンシップ 

企業、ホテル、ボランティア団体、福祉、学校など700

の受入先 

期間は１週間から３ヶ月まで 

グローバル人材育成プログラム 

海外国公立大学で「単位認定対応」、企業訪問、リサー

チ学習 プレゼンテーションレッスン、TOEIC®テスト

200点アップ講座 等 

企業向け研修 

海外企業でのプロフェッショナルインターンシップ、 

企業産業視察、ビジネスイングリッシュ特訓、 

ディベートレッスン 等 

教職員向け研修 

TESOL(英語教授法)レッスン、現地学校視察と教職員 

との交流、日本語アシスタント実習体験 

その他、多種多様なプログラムをアレンジします 



TOEIC・英検 講師陣 (全員英検１級 TOEIC960点以上保有者) 

大島 泰雄 

TOEIC990点 英検1級 

柴口 清 

TOEIC990点 英検1級 

田中 ゆり 

TOEIC980点 英検1級 

高木 恒司 

TOEIC990点 英検1級 

中西 恵人 

TOEIC990点 英検1級 

小平 准也 

TOEIC990点 英検1級 

TOEIC®テストの受験テクニックを伝授 (戦略) 

音声トレーニングで英語耳・英語脳を構築 (正攻法) 

TOEIC®テスト960点以上の講師陣 

オンラインサポート 信頼と実績  

戦略 正攻法 
スコア 
アップ 

４つのポイントで平均150点アップ！ 

TOEIC®テスト講座 
OKCでは定期開催のオフィス講座に加え、大学や企業へ

の講師の派遣を行っております。ご希望により講座内容

をカスタマイズすることも可能です。 

 

導入実績 

トヨタ自動車   JFE商事株式会社   横河電機株式会社 

オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 

株式会社JTB SCSK株式会社 

中央大学        武蔵野大学   亜細亜大学    東京海洋大学 

千葉商科大学 淑徳大学      松蔭大学        名古屋学院大学 

IBU四天王寺大学 江戸川大学  桜美林高校 日出高校 

東京都立桜修館中等教育学校 麴町学園女子高校 など 

スコアアップだけでなく、実践的な英語

力が身に付く内容で、多くの企業での開

講実績があります。また、中学校・高

校・大学では留学プログラムの事前・事

後研修としてご利用いただいております。

グローバル化が加速する中で重要視され

る英語の習得をサポートする講座と体制

がOKCにはあります。 

ここがポイント！ 

音声トレーニングを集中的に行う事で、ス

コアアップは勿論、TOEIC®テスト学習を

通して得た知識を日常生活やビジネスの場

で活用できるようになります。 

3ヶ月間の短期集中講座！ 

英検講座 
OKCでは実用英語技能検定(英検)やIELTSといった各種

英語試験の講座も開講しています。英検合格や目標点突

破だけでなく、対策講座で実践的な英語が身に付きます。 

講師陣は全員英検１級保持者 

海外留学または海外駐在経験者 

OKCの授業方法は 

英検１級対策から英検４級講座まで 

４級以下の生徒には中学１年生の基礎から教えます 

留学中もスカイプでの個人指導も行っています 

クラス特徴 

少人数制（１クラス１０～１５人） 

スカイプによる個人補習レッスン 

英検合格保証プログラムもあります 

OKCスカイプ塾 
主に留学中の日本の主要科目の勉強不足を補う為の補習

講座で、完全１対1の個人指導です。 

OKCスカイプ塾の特徴 
希望の科目が受講できます 
希望の時間・場所で受講できます 
週１時間から受講できます 

講師は東大卒または国立大卒です 

岡本 元一 
東京大学農学部卒業、 

東京大学大学院修了 

梅野 攻良 
日比谷高校卒 

筑波大学理学生物学科 

筑波大学大学院修了 

東京都立大学法学部卒 

塾長：広瀬 篤嗣 
東京大学工学部卒 

東京大学大学院工学系修了 

  スタンフォード大学 
客員研究員 

OKCスカイプ塾講師陣（東大または国立大卒） 

※TOEIC、英検講師24名は全員英検1級及びTOEIC960点以上保持者です。 



会社沿革 

会社概要 
社名 OKC株式会社 

本社所在地 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル 39階 

設立日 1985年4月25日 

代表者 代表取締役  西村 紘史 

資本金 ４,000万円 

従業員数 約60名（海外含む） 

取引銀行 三菱UFJ銀行、三井住友銀行 

業務内容 

海外の教育機関の日本提携事務所として日本における各機関の広報・入学・募集活動 

個人留学サポート（語学留学・大学留学・中学・高校留学・インターンシップ・ワーキングホリデー・シニア遊学） 

グループ研修サポート（語学研修・中長期留学・インターンシップ・海外ボランティア・文化交流・事前研修） 

出版物発行（オーストラリア・ニュージーランド留学・ワーキングホリデー完全ガイドなど） 

TOEIC®テスト、TOEFL®テスト、実用英語技能検定、IELTS対策講座 

国内事務所 東京・大阪 

海外直営事務所 
オーストラリア（シドニー・ブリスベン） 

ニュージーランド（オークランド・ウェリントン・クライストチャーチ） 

国内加盟団体 

表彰 

一般社団法人JAOS海外留学事協議会正会員 

NPO法人 JAFSA国際教育交流協議会賛助会員 

NPO法人 日本インターンシップ推進協会会員 

オーストラリア政府よりビジネスアワード（教育促進分野）を受賞 

1985 4 オーストラリア・ニュージーランド専門の留学代理店 オセアニア交流センター株式会社として発足 

  6 「オーストラリア ワーキングホリデーガイドブック」を出版 

1991 11 「第1回留学フェア・セミナー」をオーストラリア・ニュージーランド両大使館の後援を得て開催 

1994 6 オーストラリアにシドニーとブリスベン事務所を開設 

1999 2 ニュージーランドにオークランド・ウェリントン・クライストチャーチ事務所を開設 

1999 12 12ヶ国28都市に32名の現地日本人アドバイザーネットワークを設置 

2004 4 海外提携校600校を超える 

2006 11 オーストラリア政府貿易促進庁より留学団体では国内唯一のオーストラリアビジネスアワード受賞 

2011 4 海外インターンシップ受入先が700を超える 

2015 4 創業30周年 

2018 4 オセアニア交流センター株式会社よりOKC株式会社に社名を変更 

〒163-0639              

東京都新宿区西新宿1-25-1 
新宿センタービル39階 

Tel  : 03-3340-5300 

Fax : 03-3340-5327 

okc@koryu.co.jp 

〒530-0001      

大阪市北区梅田1-1 
大阪駅前第3ビル30階 

Tel  : 06-6341-8248 

Fax : 06-6341-8143 

okcosa@koryu.co.jp 

国際教育セミナー「学校関係者向け」 

国際教育プロジェクトを成功させている学校関係者が講師として出席、プログラム 

導入の経緯や実施校の体験談など、国際教育の実情、成功例を具体的にデータを 

織り交ぜて説明します。 


