
就職準備のための留学

海外の大学で英語研修とインターンシップ
SDGsテーマ研究と論文作成（英語/日本語）

OKCは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

10社以上の内定獲得者の５大共通点
①留学経験 ②TOEIC®730/900点 ③海外インターンシップ体験 ④SDGs論文作成 ⑤第2外国語2級

≪ この留学は5つの能力を達成するためのOKC特別サポートプログラムです ≫



今、企業はグローバル人材を求めています！

≪５つの特徴 ≫
■ オーストラリア・ニュージーランドの大学で英語研修

■ 海外インターンシップ体験（一般企業・ホテル・旅行会社・教育機関・IT企業など）

■ SDGs テーマ研究（地球温暖化・ジェンダー問題など17テーマから選択し論文作成）

■ 企業訪問（世界で活躍するJICA/JETRO/日系企業訪問）

■ 出発前・留学中・帰国後のオンラインで1対1のTOEIC®講座
（500点・730・900点コースを選択）

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

オーストラリア政府より
留学団体では唯一の受賞

ビジネスアワード受賞

THE

AUSTRALIAN

AWARDS

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

私共OKCがめざすものは留学・インターンシップを通じて世界的視野で考え行動する。

そ の 体 験 が 人 生 の 貴 重 な 財 産 と な り 真 の 自 立 に 繋 が る こ と で す 。

学校の国際教育事業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 生 徒 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、 O K C の提案が

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
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このプログラムは海外の大学で英語を学び、インターンシップを経験し、
世界的なテーマを研究して、論文を作成することで
世界的な視野で考え行動するグローバル人材として

日本の企業・公務員・教育関係などあらゆる分野で活躍をめざすものです



≪出発前≫
① TOEIC®講座：500/600/730点コースをオンラインで1対1の個人指導を受ける
②海外インターンシップ派遣先の事前オリエンテーション
③テーマ論文選択のための各テーマに関する事前オリエンテーション
④第2外国語講座：初級コースをオンラインで1対1の個人指導を受ける

「≪留学中≫
①オーストラリア・ニュージーランドの大学付属語学学校で英語研修
②海外の企業・教育関係・NPO団体などでインターンシップ体験
③選択したSDGs関連テーマについて研究開始
④世界で活躍する日系企業訪問（活動状況と望まれる人材について聞く）
⑤JICA/ジャイカ訪問（開発途上国への国際協力の活動を聞く
⑥ジェトロ（日本貿易振興機構）を訪問し貿易振興の取り組みについて聞く
⑦TOEIC®講座：希望のコースをオンラインで1対1の個人授業

研修地：シドニー・ブリスベン・オークランド

≪帰国後≫
①選択したSDGsテーマについて論文の作成（日本語/英語）
②TOEIC講座：730点/900点コースをオンラインで1対1の個人指導を受ける
③第2外国語講座：3級/2級コースをオンラインで1対1の個人指導を受ける

≪インターンシップの単位認定について≫
インターンシップまたは海外インターンシップ体験を単位認定する大学が増えており、
インターンシップ２～８週間の研修期間に対して、２～4単位を認めています。
欧米では多くの大学でインターンシップが必修となっています。
※JASSO(日本学生支援機構）も海外インターンシップを奨励しており、給付型奨学金制度も設けています。
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OKCは卒業後の就職に求められる
①留学経験 ②TOEIC®730/900点 ③海外インターンシップ ④SDGs論文 ⑤第2外国語2級

5つの能力を達成する特別サポートを行っています



今、求められるグローバル人材とは？
世界の何処へでも出かける、英語力と海外インターンシップ体験

研修地：シドニー・ブリスベン・オークランド

ー 現地４週間 ー ー 現地6週間ー

TOEIC®500点取得コース
多くの企業で求められる基礎英語力を有する資格

履歴書に表記できる英語力

TOEIC®600/730取得コース
国際業務に対応できる英語力の資格

多くの企業で国際業務の必要条件になっている

■ 出発前：4週間 ■ 出発前：2週間

TOEIC®500点取得講座（1時間/週1回 計4回4時間） TOEIC®500/600/700点取得講座（1時間/週1回計4時間）

■ ２週間：英語研修（催行人員10名より） ■ 2または4週間：英語研修（催行人員1名より）

オーストラリア・ニュージーランドの大学の
付属語学学校で英語研修

オーストラリア・ニュージーランドの大学
の付属語学学校で英語研修
TOEIC®600/700点コースをオンライン個人授業（週1回）

■ テーマ研修

17のテーマ（P8）から選択し、研究及び論文作成
大学の図書館で調査研究、現地大学生と討論及び
関係機関へのインタビュー

■ ２週間：インターンシップ体験 ■ 2または4週間：インターンシップ体験

現地企業または日系企業などでインターンシップを体験
（月-金 ／ 1日約7-8時間勤務）

現地企業または教育機関などでインターンシップ体験
（月-金 ／ 1日約7-8時間勤務）

■ 企業訪問 ■企業訪問

JICA/JETROなどや世界で活躍する日系企業訪問 JICA/JETROなどや世界で活躍する日系企業訪問

■ 帰国後８週間 ■ 帰国後８週間

TOEIC®500点取得講座（1時間/週1回 計8回8時間） TOEIC®500/600/700/800/900点取得講座
（1時間/週1回計8時間）

■ 参加条件 ■ 参加条件

特になし TOEIC®600点コース以下は特になし、700・800点コース
は600点以上、900点コースは800点以上

■ プログラム内容 ■ プログラム内容

オーストラリア：英語研修2週間、インターンシップ2週間
日本国内：TOEIC®講座 出発前4週間、帰国後8週間

オーストラリア：英語研修2/4週間、インターンシップ2/4週間
日本国内：TOEIC®講座 出発前4週間、帰国後8週間

■ VISA条件 ■ VISA条件

subclass600 subclass600
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ー 現地12週間 ー ー 現地24週間ー

TOEIC®730点取得コース
国際業務に対応できる英語力の資格

多くの企業で海外勤務や管理職の必要条件になっている

TOEIC®730/900点取得コース
多くの企業で求められる高度な英語力を有する資格

国際法務や国際契約に対応できる英語力

■ 出発前：4週間 ■ 出発前：４週間

TOEIC®500・600・700・800・900点取得講座
（1時間/週1回 計4回4時間）

TOEIC®500・600・700・800・900点取得講座
（1時間/週1回 計4回4時間）

■ 4/8週間：英語研修（催行人員1名より） ■ 12週間：英語研修（催行人員1名より）

オーストラリア・ニュージーランドの大学付属
語学学校で英語研修

オーストラリア・ニュージーランドの大学付属
語学学校で英語研修

■ テーマ研究 ■テーマ研究

17のテーマ（P8）から選択し、研究及び論文作成
大学の図書館で調査研究、現地大学生と討論及
関係機関へのインタビュー

17のテーマ（P8）から選択し、研究及び論文作成
大学の図書館で調査研究、現地大学生と討論及び
関係機関へのインタビュー

■ 4/8週間：インターンシップ体験 ■ 12週間：インターンシップ体験

現地企業または日系企業などでインターンシップを体験
（月-金 ／ 1日約7-8時間勤務）

現地企業または教育機関などでインターンシップ体験
（月-金 ／ 1日約7-8時間勤務）

■ 企業訪問 ■企業訪問

JICA/JETROなどや世界で活躍する日系企業訪問 JICA/JETROなどや世界で活躍する日系企業訪問

■ 帰国後８週間 ■ 帰国後８週間

TOEIC®500・600・700・800・900点取得講座
（1時間/週1回 計8回8時間）

TOEIC®500・600・700・800・900点取得講座
（1時間/週1回 計8回8時間）

■ TOEIC®受講条件 ■ TOEIC®受講条件

TOEIC®600点コース以下は特になし、700・800点コース
は600点以上、900点コースは800点以上

TOEIC®600点コース以下は特になし、700・800点コース
は600点以上、900点コースは800点以上

■ プログラム内容 ■ プログラム内容

英語研修4/8週間、インターンシッ4/8週間
日本国内：TOEIC®講座 出発前4週間、帰国後8週間

英語研修12週間、インターンシップ12週間
日本国内：TOEIC®講座 出発前4週間、帰国後8週間

■ VISA条件 ■ VISA条件

subclass600 ワーキングホリデー
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今、求められるグローバル人材とは？
チャレンジ精神と問題解決能力です！
研修地：シドニー・ブリスベン・オークランド



インターンシップ体験談

幼児教育アシスタント
齋藤 茉莉 さん

最初は異国の、しかも小さい子供た
ちが相手ということでとても不安で
したが、私をとても慕ってくれ本当
に可愛かったです。そして子供たち

との遊びの中でさえ文化の違いを多々感じました。

ホテル
田中 あずさ さん

シドニー中心部ハイドパーク沿
い に あ る ５ ツ 星 ホ テ ル 、
Sydney Marriott Hotelでレセ
プション、客室清掃業務などを
体験しました。

旅行代理店
鈴木 ひとみ さん

旅行に関して何の知識もない私でし
たが、スタッフの方々のサポートの
おかげで、どんな仕事でもチャレン
ジしてみることの大切さを学びまし

た！この貴重な経験で学び得たことは、日々の生活でも活かされてい
ます。

学校事務
伊藤 紗絵 さん

語学学校とは一味違う、よりリアル
な英語を勉強することができました。
インターンシップを通して、自分の
英語力に自信が持て、積極的な行

動をとれるようになりました。帰国してからもこの経験は色々なとこ
ろで役に立っています！

服飾関係
太田 将貴 さん

ブリスベンの洋服店で２週間インターンシップを
しました。出発前から服飾系にとても興味があり、
どうしても服飾系に就きたかったので、派遣先が
決まった時はとても嬉しかったです。インターン
シップでは、接客から店内の清掃、マネキンに

服を着せたりポスターの張替えなどをしました。初めは英語がわかり
ませんでしたが、徐々に慣れ、たくさんのお客さんが僕の名前を覚え
てくれて会話が出来たのが嬉しかったです。

法律事務所
M.U さん

ビザや移民について取扱っているソリ
シタ―の法律事務所で、クライアント
の資料をPCに取込み、フォルダにまと
めたり、裁判所に行って、必要書類の

提出などを主に行いました。職場には日本人がいなかったので頻繁に
英語が使え、同僚からも積極的に仕事や日常会話を話しかけられ、本
当に仲良くして頂き、彼らの温かさと優しさに大変感動いたしました。
おかげで毎日楽しくまたやりがいをもって働くことが出来ました。

会計事務所
大江 悠理 さん

インターンシップが始まった頃は、
仕事経験がなかった為に分からない
ことばかりで、データ入力やコピー
を取ることなど、どれを指示されて

もうまくできませんでした。始めの2週間は忙しかった反面、とても
充実していました。座学だけでなく、実務経験も同様に重要であると
感じました。残りの2週間は仕事に慣れてきた為、与えられた仕事を
早く終わらせることができ、次の仕事が与えられるまでの間は、過去
のインターン生がやったことを参考にしたり、英語のニュース記事を
読んだりしていました。

イベント会社
本吉 亜由美 さん

今回のインターンシップを通じて勉強
になったことは、積極的にコミュニ
ケーションを取る大切さです。「黙っ
ていると仕事はもらえない」と事前オ

リエンテーションで教わっていたので、進んで仕事をもらいにいく事
ができました。忙しい中、ちょっとした会話をするきっかけが中々掴
めず、最初の一週間はひたすらデスクに向かっていました。しかし、
スーパーバイザーのアンドレアさんの言葉によって励まされ、徐々に
タイミングをみて人と話せるようになり、打ち解けられたと感じる瞬
間があったことが嬉しかったです。

Captain Cook Cruises（クルーズ観光）Mr. Tony Zrilic
当社は世界中からインターンシップ生を受け入れていますが、特に日本からの学生は素晴らしい活躍を見せてくれます。
積極的に仕事に取り組む姿勢と向上心には、私たちも大変感心しております。
このプログラムは参加した学生だけでなく、我々のお得意様やCaptain Cook Cruises社にとっても今後の大きな糧と
なるでしょう。今後もたくさんの日本人学生のインターンシップ受入ができることを、楽しみにしています。

The National Trust of Australia（建築物保護団体）Mr. Graham Quint
ここでの仕事は多岐に渡ります。PCを使用しての保護地区の地図作成、文化遺産の登録、分類のデジタル化、パンフ
レットの準備などです。また、画像イメージの処理やデータ入力などの業務もあります。ここでインターンシップをし
てくれた日本の学生たちは、National Trustの仕事に大いに貢献してくれました。また、彼らにとっては、オーストラ
リアの遺産をより深く知る良い機会にもなったことでしょう。

受入会社からのメッセージ
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日本語教師アシスタント
諏訪野 亜実 さん

女子高校が私の派遣先でした。仕事
内容も特に言われることもなく、は
じめは何をすればいいいのかわから
ない、女子高生は怖いなぁ、という
のが最初の印象でした。でも、日本
語を生徒たちに教えるのは本当に楽
しかったし、毎日が新しいことばか

りで、１週間が一瞬のようでした。生徒たちとも仲良くなって、本当
にいい経験ができました。日本語教員を目指している人にはぜひオス
スメしたいです。

留学代理店
西川 紗綾 さん

留学代理店での仕事はブログの作成
アンケートの打ち込みなど、どのよ
うな流れで進めるのか作成したり、
広告作りなども行いました。

スタッフの皆さんが、英語と日本語の使い分けがすごく上手で、仕事
もてきぱきとこなしていて、とても尊敬しています。私も英語を使え
るようになりたいと、以前よりもっと思うことができました。皆さん
にとても親切にしていただき、本当によい体験ができ、皆さんの仕事
を見てたくさん吸収できたと思います。皆さんには感謝の気持ちで
いっぱいです。

動物保護活動
當間 綾 さん

私は動物が好きという理由で、シド
ニーで１番大きい犬のデイケアセン
ターで働きました。スタッフがとて

もフレンドリーで、私が日本語を教えたり逆に英語を教えてもらった
り、本当に楽しく仕事をすることができました。インターンシップ最
後の日にスタッフからサプライズで手紙とプレゼントをもらった時は
涙をこらえるのに必死でした。そのおかげでTOEICのスコアは伸び続
けこれからも英語学習を続けていくモチベーションも保てています。

フォトショップスタッフ
飯塚 千晶 さん

インターンシップではフォトショッ
プに勤務し、観光客の団体写真を公
園で撮影する仕事をしました。その
公園には小さな売店があり、そこの

アイリーンというおばさんがいつも私に優しく接してくれました。最
終日、私が“Today is last day.”と言った時、私の頬にキスをして“I
miss you.”と言ってくれたのを私は一生忘れないと思います。私はこ
の研修でたくさんの人と出会い、たくさんのことを学びました。

カフェ･レストラン
佐々木 順其 さん

食品の提供・陳列、ドリンク作りの
補助、電話対応、食器洗い等の仕事
をカフェで行いました。お店の中の
仕事は日本と差はないように感じま

した。職場での従業員との会話は全て英語でしたのでとても楽しかっ
たです。また、人と接しないときにイヤホンをつけて仕事をしていた
姿には驚きました。大変と感じたことは日本と違い、オーストラリア
では色々な国から訪れ、また働いている人が多いので、お客さんが自
分がネイティブだと思い込んで早い英語を話してきたときの対応は苦
労しました。英語を使った接客の仕方や従業員とのやり取りは、これ
からの語学勉強に活かせると思います。

日本語教師アシスタント
松村 みゆき さん

初めの一週間は現地の日本とは違
う授業システム、子ども達の授業
への積極性、元気の良さに驚いて
ばかりいました。しかし授業の流

れを把握し、慣れた頃には子ども達の前で授業をしました。自分のし
ていること、伝えたいことがしっかり伝わっているのか自信の持てな
い時もありましたが、先生だけでなく子ども達も助けてくれて無事に
終える事ができました。
4週間は本当に楽しく、あっという間でした。先生方、子ども達が驚
くほど英語の力を伸ばして会いに行くのが今の目標です。

ガーデニング
小山田 陽奈 さん

ガーデンではたくさんの人に出会い
ました。職員さんたちとの出会いは
もちろんですが、ガーデンを訪れた
人たちが「ステキな仕事だね」と話
しかけてくれました。ローズに囲ま

れてお仕事が出来たことは、環境への関心に繋がり、今は環境団体で
8ヶ月間のインターンシップをしています。

ホテル
山崎 菜実 さん

ホテル業務の基本を全く知らずクレ
ジットカードの仕組みや旅行会社と
の関わりを１から学ぶことが多く、
頼まれたことだけではなく自分で仕

事を探したり、先々を考え分からないことは前もって聞き、確認して
から行動していました。仕事はレセプションだけではなく、1日ハウ
スキーピングや予約なども出来、いい経験になりました。皆さんとて
も優しく、仲良くなり、一緒に飲みに行ったりとても充実しました。

旅行代理店
徳田 末来 さん

私は幼いころからあこがれだった旅
行代理店での仕事を体験しました。
実際に仕事で英語を使うということ
は思った以上に大変でしたが、ス
タッフの方々に親切にしていただき
楽しんで仕事を体験することができ
ました。常に笑顔で多くの人々と交

流
を図ることによって、コミュニケー
ションの必要性を学ぶことができま
した。

建築文化遺産
堀 寛史 さん

2週間の現地インターンシップに参
加しました。研修先は「National
Trust of Australia」と言う文化財
や歴史的建築物を調査、保存などの

活動をしている環境保護団体でした。自分の英語が通じるのだろうか
とコミュニケーションをとることに不安を感じていましたが、私が
行った仕事は、シドニー周辺にある歴史的建築物のパンフレット作り
でした。建物を調査し、グラフィックソフトなどをつかって地図や写
真を加工したりしました。このような体験は、建築学を学んでいる私
にとって大変貴重な経験になりました。
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主な大学紹介（各大学の付属語学学校で英語研修を受けます）

【ニューサウスウェールズ大学】
1949年の設立以来、400以上もの多彩な学科と130カ国の国籍の
留学生を受け入れている大規模で国際的な大学です。グループオ
ブエイトの1つで、世界大学ランクでも50位以内にランクインし
ています。

【オーストラリアンカソリック大学】
オーストラリアの主要都市、シドニー・ブリスベン・メルボルン
にキャンパスを有しています。多くの学生が卒業後、現地の小・
中・高校の教師なっています。看護学は世界的に有名です。

【オークランド大学】
ニュージーランド最大の大学で、ニュージーランド最高峰の大学
でもあります。革新的な学際的手法でよく知られ、様々な分野の
学問研究の模範となる学術プログラムを提供しています。

【シドニー大学】
オーストラリア最大の学生数を誇り、世界100ヶ国以上から留学
生を受け入れています。多くの学部がある総合大学です。歴代の
首相の出身大学としても有名で、世界大学ランクでも常に100位
以内にランクインしています。

【グリフィス大学】
オーストラリア最大規模の大学のひとつであり、ブリスベンと
ゴールドコーストにキャンパスがあります。将来の社会ニーズを
先取りした最先端の教育プログラムを提供しています。

【ジェームスクック大学】
クイーンズランド州で２番目に古く伝統のある大学になります。
大学名はオーストラリア大陸を発見したイギリス人船長のジェー
ムスクックにちなんで名づけられました。

【ウエスタンシドニー大学】
新しい大学でありながらグローバルに高い評価を得ている教育プ
ログラムを提供しています。パラマッタシティの新キャンパスは
モダンで洗練された学習環境を学生に提供しています。

【オークランド工科大学】
オークランド工科大学はニュージーランドにある理工系を専門に
する工科大学で、ＡＩやＡＲの先進分野でも高名です。多彩な学
部には世界中から多くの留学生が学びに来ています。



SDGsとは
「SDGs（エスディージーズ）」とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標」の略称であり、
2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、 国際社会共通の目標です。
このサミットでは、2015年から2030年までの長期的な開発の指針として「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」が採択されました。この文書の中核を成す「持続可能な開発目標」をSDGsと呼んでいるのです。

国際連合 持続可能な開発に関するグローバル・レポート2019でのあいさつ

私たちの今日の世界と私たちが望む未来は危険にさらされている。 過去4年間の懸命な努力にもかかわらず、私たちは2030年までに
「持続可能な開発目標」を達成する軌道にはのっていない。人と地球のための決定的な十年に突入するにあたって、私たちは劇的に
実施のペースを上げていかなければならない。私たちは、個人、市民団体、企業、自治体、国連加盟国として、私たちがするすべて
のことについて、一つひとつ点と点を線で結ぶように関係性をつくるとともに、包摂性と持続可能性の原則を真に受け入れなければ
ならない。科学は、目標を達成するための努力において私たちの大きな味方である。独立した科学者のグループによって作成された
「持続可能な開発に関するグローバル・レポート 2019」は、私たちがどこで実施が足りないのか、何をする必要があるのかについ
ての客観的な評価を提示している。 このレポートは、相互関係性を活用し、17の「持続可能な開発目標」すべてにわたって進捗を
加速 するための中心的なエントリーポイントを強調している。本報告書は、未来は、私たちが今何をするかによって決定づけられる
ということ、そして機会の窓は急速に閉じていることを再認識させてくれる。すべての関係者に、この分析から得られた洞察を集団
的な行動に変えていくよう呼びかける。 私たちの野心を行動に移し、「持続可能な開発目標」の達成に向けて進捗を加速させるため
に、 困難だが必要な選択をともに行っていこう。

アントニオ・グテーレス 国連事務総長
（国際連合広報センターより抜粋/https://www.unic.or.jp/files/GSDR2019.pdf）

SDGs 17の目標
1．貧困をなくそう
2．飢餓をゼロに
3．すべての人に健康と福祉を
4．質の高い教育をみんなに
5．ジェンダー平等を実現しよう
6．安全な水とトイレを世界中に
7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8．働きがいも経済成長も
9．産業と技術革新の基盤をつくろう

10．人や国の不平等をなくそう
11．住み続けられるまちづくりを
12．つくる責任つかう責任
13．気候変動に具体的な対策を
14．海の豊かさを守ろう
15．陸の豊かさも守ろう
16．平和と公正をすべての人に
17．パートナーシップで目標を達成しよう

SDGsはまず大きな理想を掲げ、その理想に向かって全ての人々が行動を起こすための全く新しい考え方の下に作ったものです。「目標設定」によ
る新たなグローバルガバナンスへの挑戦の成否は、国や自治体のみならず、企業・市民・NGO・科学者・次世代の若者・全ての参加、取り組み、
行動にかかっています。

OKCは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

SDGsに取組むことは人類にとって必須条件なのです

SDGsに取り組むことは,すべての企業・行政・教育機関に求められています
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オンラインによる1対1のTOEIC🄬🄬・SDGs講座
（OKCはTOEIC🄬🄬の試験会場に認定されています）

担当講師紹介（48名全員がTOEIC🄬🄬960点以上保有者）※詳細は語学講座案内をご参照ください

青山学院大学卒
公立中学の英語教師として20年以上の
キャリアを持つ

原田 知哉

TOEIC®990点

英検1級
筑波大生物学類卒
筑波大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒

梅野 攻良

TOEIC®990点

英検1級
ニュージーランドIPC大卒
大学・企業（ソニーオリンパスなど）
TOEIC®主任講師として活躍

高木 恒司

TOEIC®990点

英検1級
上智大学外国語学部卒
カリフォルニア大学サンディエゴ校に
留学

浦谷 めぐみ

TOEIC®990点

英検1級

大島 泰雄

TOEIC®990点

英検1級
神戸市外国語大学卒
英語講師として20年以上の
キャリアを持つ

荒井 信一

TOEIC®990点

英検1級
中央大学法学
チェースマンハッタン銀行等に勤務後、
TOEIC®専任講師として活躍

汐見 正明

TOEIC®990点

英検1級
東京大学卒、同大学院修了
大手民間企業退職後、大学・英語学校
や企業などで英語講師として活躍

佐々木 綾菜

TOEIC®990点

英検1級
オークランド工科大学卒
OKCオークランド事務所現地大学入
学手続き担当後日本OKCへ転勤
現在海外大学留学カウンセラー

大塚 伸彦

TOEIC®990点

英検1級
東京大学文学部卒
キール大学大学院MBA取得
長年英語講師として活躍

飯島 祐未

TOEIC®990点

英検1級
上智大学文学部英文学科卒
数多くの国際会議や国際展示会での商
談通訳
現在英語講師として活躍

田芝 潔

TOEIC®990点

英検1級
東京電機大学卒
主にオンライン英語講師として活躍

小平 准也

TOEIC®990点

英検1級
米国の高校卒業後、獨協大学外国語学
部英語学科卒 翻訳や大学入試セン
ターにて英語講師、米国での新会社設
立メンバーを経て、現在TOEIC専任
講師として活躍中！

SDGsに関するテーマ論文のための担当講師

吉田 浩之

筑波大学社会学類卒
早稲田大学大学院修了
日立製作所、国際事業本部に入社
国際部門で活躍
TOEIC®940点

米国Wisconsin州の高校卒、早稲田大
学法学部卒、シドニー大学MBA取得
エネルギー企業で勤務
TOEIC®985,英検1級,フランス語1級
中国語2級、スペイン語2級

野々垣 雅人福井 秀憲

慶応義塾大学商学部卒
JA全農（全国農業協同組合連合会）お
よび同会の米国、ヨルダン国の現地法
人など国際部門で活躍

児玉 宏樹

慶應義塾大学商学部卒
三井物産海外事業関係会社社長などを
経て国際部門で活躍
英語・中国語ビジネスレベル

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
元パナソニック欧州研究所所長
英検１級

広瀬 篤嗣

筑波大生物学類卒
筑波大学生物科学研究科修了
スイスバーゼル大学
キングスカレッジオブロンドン研究員
英検１級

安達 在嗣

筑波大生物学類卒
筑波大学大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒
英検１級

梅野 攻良

京都大学工学部卒
オクラホマ州立大学大学院修了
元富士通米国
英検１級

小野 友一

中沢 萬佐雄

TOEIC®980点

英検1級

青山学院大学卒
日本・外資系大手航空会社に勤務経験
長年の経験を活かし英語講師として活
躍

宮田 典彦

TOEIC®980点

英検1級

早稲田大学卒
The Japan Times Academy
TOEIC®講師認定資格取得

海田 直容

TOEIC®980点

英検1級

横浜国立大学卒
中学・高校にて英語講師として勤務。
英語の他にタイ語・タイ手話を習得

東京経済大学卒
明治大学専門職大学院
オーストラリア・ニュージーランドで
約25年間飲食店を経営。現在英会話講
師として活躍

小松 英大

TOEIC®980点

英検1級
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担当講師紹介（講師は全員日本語で基礎会話を教えます） ※講師は指名出来ます

オンラインによる1対1の第2外国語講座
（36ヶ国語・講師168名）詳細は語学講座案内をご参照ください

上智大学法学部卒業 フランス企業勤務
の後、関西の各大学で講師を務める
趣味：日本舞踊、バレエ、食べること
私がヨーロッパで体験した文化･習慣･イ
ベントを通じて楽しく学びましょう！

フランス語担当
伊関 有里子

仏リヨン第三大学卒業 2001年来日
語学学校、高校などでフランス語講師
趣味：歴史、料理
英語以外の外国語を勉強することは将
来の強いオプションになります。

フランス語担当
ティスランド
エルベ

国立パリ第4ソルボンヌ大学大学院卒
業 フランス企業で商品開発学術担当
趣味：シュノーケリング、料理、旅行
授業を通して世界一美しいフランス語
を一緒に楽しみましょう！

フランス語担当
清 あや子

様々な仕事を経験をしながらフランス
語学校の教師 モデルや役者でも活躍
趣味：写真
フランス人は気が短いので、フランス
語は発音が大切！

フランス語担当
ピエラル
セバスチャン

ドイツ・ボン大学大学院文学部アジア
研究科卒業 日本語能力試験1級
趣味：小説を書くこと、ツーリング
詩人と思想家の言語であるドイツ語を
私と一緒に学びませんか。

ドイツ語担当
リンデマ
フィリップ

大阪大学文学研究科修士課程修了
関西の大学などで講師として勤務
趣味：読書、街歩き
ドイツ語マスターになるように、一緒
に頑張りましょう。

ドイツ語担当
浦 恵美子

オックスフォード大学ニッサン日本問題
研究所日本学専攻修了講師経験約10年
趣味：ヨガ、世界各国の料理、読書
受講生の方々にも「新たな自分」を知る
チャンスを活かしていただきたいです。

イタリア語担当
コマストリ キアラ

フェリス女学院卒業 ヨーロッパ各地でオ
ペラやコンサートに出演 声楽教室主宰
趣味：美食・写真・スポーツ観戦
歌手活動。楽器・通訳経験があります。
伝わる伊語を一緒に勉強しましょう。

イタリア語担当
山田 麻美

早稲田大学時代メキシコへ留学
卒業後様々な国の現地法人で活躍
趣味：中南米音楽、テニス
¡Hola! 伝えたい気持を楽しく積極的に
発信していきましょう。

スペイン語担当
窪 政明

都立高校、税関、JICA、大学など南米
スペイン語の20年以上の講師経験
趣味：登山、ヨガ、料理
その言語で好きなことをやってみま
しょう。言語に卒業はありません。

スペイン語担当
グロリア ディナ
ロブレスベラスケス

ノーザンブリア大学院卒業 ポルトガル
語/日本語/英語のトリリンガル
趣味：海外旅行、ダンス、音楽、夕日鑑賞
ポルトガル語を理解できると他のロマ
ンス諸語も理解できるようになります。

ポルトガル語担当
ジャファーソアレス
デリマハファエレ

ブラジルセアラ州立大学･政策研究大学
院大学卒業埼玉県教育委員会国際交流員
趣味：旅行、料理、写真
ポルトガル語を通して新しい世界と出
会い、ブラジルが近く感じるでしょう。

ポルトガル語担当
ノゲイラ
メロワヂソン

早稲田大学卒業 青島や台湾に滞在しな
がら日本語教師を経験
趣味：お笑い、旅行、食べること
楽しくたくさん話しながら楽しく学な
んでいきましょう！

中国語担当
西川 絢子

国際基督教大学教養学部卒業 中国広東
省広州市中山大学漢語進修科修了
趣味：読書、街の散策
分からない･出来ないところを丁寧に教え
ます。中国語の楽しさを共有しましょう。

中国語担当
水野 慎一郎

北京大学卒、2015年来日、日本語検定1
級、現在、日本語と中国語の講師
趣味：スピーチ
中国語を通して日本と中国の間の一助
になれるのではないかと思っています。

中国語担当
徐 蓓
（ジョ バイ）

埼玉大学教養学部卒業 日本語能力試験
1級、講師経験10年以上
趣味：旅行、映画鑑賞と音楽を聴く
中国語を教えて10数年、日常生活･趣味
など初心者から上級者まで指導します。

中国語担当
田島 詩織
（馬 篠艶）

ラムカムヘン大学院修了翻訳･通訳の仕事
に従事 タイ語･日本語講師として活躍
趣味：旅行、読書
言葉とともにタイの文化や習慣、歴史
も学んでほしいです。

タイ語担当
海道 パチャリー

大阪外国語大学タイ・ベトナム語学科
卒業 タイでのビジネス経験が豊富
趣味：スポーツ観戦ラグビー経験あり
一緒にタイ語を勉強して、タイを知っ
て貰えると幸いです。

タイ語担当
須崎 裕司

パジャジャラン大学/白百合女子大学
大学院卒業 10年以上日本在住
趣味：フィギュアスケート、筋トレ
言葉だけでなく、インドネシアについ
て色々なことを伝えたいです。

インドネシア語担当
アハマド
ヒスブラー

早稲田大学卒業 官公庁などで勤務 インド
ネシア語のニュース翻訳や講師などを経験
趣味：和服着付け
世界4位の人口、豊富な天然資源、可能
性に満ちた親日国の言葉を学びましょう。

インドネシア語担当
常盤 志麻

フォンドン大学卒業 日本企業勤務経験
多数 ベトナム語教師養成講座修了
趣味：ベトナム料理
ベトナム語は難しくなく、面白い言葉
です。ベトナム人は親切。

ベトナム語担当
グエン ティ
ビック ジェップ

LAC HONG大学日本語学科卒業
日本在住６年 日本語を教えた経験あり
趣味：読書・料理
ベトナムのホーチミン市出身の30歳。
人の話を聞くのが得意です。

ベトナム語担当
ゲエン フック
タム

梨花女子大学国際大学院博士課程修了
日本の大学で韓国語・文化の講師
趣味：映画鑑賞、登山、旅行
言語の勉強は新しい世界への扉の鍵！
楽しくて勉強しましょう。

韓国語担当
金 多仁
（キム ダイン）

東京大学大学院博士課程満期退学
NHKやコリアンサービスなどで活躍
趣味：旅行、映画鑑賞
ドラマや歌で馴染みのある韓国語を身
につけていきましょう。

韓国語担当
全 永彬
(ジョン ヨンビン)
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阪急百貨店
富国生命
ビル

阪神百貨店

梅田ビル

新阪急ビル第１生命ビル

マルビル 第４ビル

第１ビル 第２ビル

新阪神ビル

大阪駅前第3ビル 30階

地下センター）

大阪オフィス
〒530-0001
大阪市北区梅田1-1  大阪駅前第3ビル30階

06-6341-8248
Mail： info@koryu.co.jp
Fax： 06-6341-8143

営業時間

10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

東京オフィス
〒163-0639             
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル39階

03-3340-5300
Mail：info@koryu.co.jp
Fax：03-3340-5327

営業時間

10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

新宿
第一生命ビル

郵便局

工学院大学
京王
プラザ
ホテル

安田生命

新宿
三井ビル

新宿住友ビル
ハイアット
リージェンシー

東京医科大学病院 野村ビル

損保ジャパンビル

都庁
第一庁舎

都庁
第二庁舎

都議
会棟

NSビル
KDDI

小
田
急
百
貨
店

京
王
百
貨
店

大ガード

JR

新
宿
駅

西口

新宿センタービル 39階

2022年7月4日発行

OKC直営オフィスと日本人アドバイザーが、皆さんの留学生活をサポートいたします。

空港出迎え
日本人スタッフが空港出迎え
ホームステイ先へ同行、ホストファミリーと対面

現地オリエンテーション
バスの乗り方、郵便局の使い方など / 日常生活に役立つアドバイス
現地でのエチケット、ホームステイマナー / トラブル時の安全対策

日本への定期報告
成績表の和訳。学校生活のレポート和訳
ホームステイ、アドバイザー総評

カウンセリング
ホームステイ・金銭面・ホームシック / 友人関係・英語力・学校生活
高校での選択科目へのアドバイス

緊急時の24時間体制の連絡・サポート
病気やけが、事故・災害や犯罪に巻き込まれたとき

その他
日本一時帰国の際の航空券手配
保護者の方への現地訪問時のホテル等手配

オーストラリア

シドニー - SYDNEY ブリスベン - BRISBANE

ニュージーランド

オークランド - AUCKLAND ウェリントン - WELLINGTON クライストチャーチ- CHRISTCHURCH

現地サポート内容

シリコンバレー

シリコンバレー – Silicon Valley

現地派遣事務所現地直営オフィス

現地直営オフィス

日本人スタッフ紹介
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