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最高水準の教育を提供し、あなたの夢を実現します。
೩ֻ˘߹۞ିֈĂ၁னଋ۞ေຐĄ

최고수준의 교육을 제공하고 여러분의 꿈을 실현합니다 .

本校は、最高水準の日本語教育を提供し、あなたの夢を実現したいと考えています。日本での進学や就職など皆さんの夢の実現のためには高い
日本語能力が必要です。本学では密度の濃い授業や、毎日実施する理解度テスト、自宅学習課題など、学生の実力をつけるためのさまざまな取り
組みにより、限られた時間の中で最大限の日本語を習得することができます。
（2016年度の全学生の中位平均出席率は99.3％でした。）
ώ७ٺ೩ֻͪ͟ᄬିֈ۞ТॡĂᑒӄଋ၁னҋ̎۞ေຐĄд͟ώĂࢋ၁ன̿ጯăಶຽඈေຐĂᅮࢋ౯͟۞ޘᄬਕ˧Ąώ७ᖣϤ·၁۞
ኝ̰टăՏ͟நྋޘរќീរͽ̈́ኝޢҋ௫ඈ͞ёĂдѣࢨ۞ॡม྆Ăᑒଋ྿͟זᄬਕ˧಼̂۞ޘ೩چĄ)ǭǫǬǱѐБវጯϠѐ̚ޘҜπӮ
यதࠎǴǴ/ǮƦğ
본교는 최고수준의 일본어교육을 제공하고, 여러분의 꿈을 실현하고 싶다고 생각합니다. 일본에서의 진학이나 취직 등 여러분의 꿈 실현을 위
해서는 높은 일본어 능력이 필요합니다. 본교에서는 밀도 높은 수업과 매일 실시하는 이해도 테스트, 자택학습과제 등 학생의 실력을 높이기
위한 다양한 대처에 의해 한정된 시간안에서 최대한 일본어력을 습득할 수 있습니다. (2016년도의 모든 학생들의 출석률 중위치는 99.3%
였습니다.)

学校法人 山口学園について

ጯ७ڱˠ̋˾ጯᖎ̬

학교법인 야마구치학원에 관해서

本学の理念
実践的な専門知識の教育と技能の習得を通じて、社会が求むところの高度専門職業人の養成、且つ、豊かな社
会、平和と幸福を希求してやまないこころ豊かな社会人の育成をはかる。

ECC国際外語専門学校 ECCアーティスト美容
専門学校

学校法人 山口学園は1983年に設立認可されました。現在、留学生のための日本語教育や進学指導だけでなく、
ＥＣＣ国際外語専門学校、ＥＣＣコンピュータ専門学校、ＥＣＣアーティスト美容専門学校の３校にて専門技術
を身につける職業教育も行っている西日本でも大規模な専門学校グループです。
ώ७நه
࿅၁ᅫຽۢᙊᄃԫਕ۞ጯ௫ĂૈዳۤົٙᅮՐ̝ຽࠧͪຽˠ̀ĂΩγՀͽૈֈጾѣ˘ᔺϖᜈՐ
ᖳಱ۞ۤົăπ̈́ض̝͕҃Ӆ˧̙ጻ۞ۤົˠࠎିֈϫᇾĄ
ጯ७ڱˠ ̋˾ጯјϲٺǬǴǳǮѐĂੵ˞ࠎጯϠ೩ֻ͟ᄬିֈ̿ጯጱγĂΩѣFDD઼ᅫγᄬܝጯ
७ăFDD DPNQVUFSܝጯ७̈́FDD BSUJTU࡚टܝጯ७Ăˬٙጯ७೩ֻጯ௫ຽԫఙ۞ᖚຽିֈĂߏҘ͟ώ
̂ఢሀ۞ტЪّܝጯ७Ą

日本語
教育

본교의 이념
실천적인 전문지식의 교육과 기능의 습득을 통해, 사회가 바라는 고도의 전문직업인의 양성, 그와 더불어 풍부
한 사회, 평화와 행복을 원하는 마음을 가진 풍부한 사회인의 육성을 도모한다.
학교법인 야마구치학원은 1983년에 설립인가 됐습니다. 현제 유학생을 위한 일본어교육과 진학지도 뿐만 아
니라 ECC국제외어전문학교, ECC컴퓨터전문학교, ECC아티스트미용전문학교의 3학교에서 전문기술을 몸에 익
히는 직업 교육도 실행하는 서일본에서도 대규모인 전문학교 그룹입니다.
ECCコンピュータ専門学校

本学だからできる多彩な進路
ώ७ឰଋ۞ֽѣՀкᏴፄ

본교이기 때문에 가능한 여러종류의 진로

STEP❶

日本語力UP（向上）
͟ᄬਕ˧VQĞ೩̿ğ
ၩม࿌എ=8ጎື

ECC国際外語専門学校
日本語総合コース

大学院/大学/進学準備
ࡁտٙ 0 ̂ጯ 0 ̿ጯ౯āఝዼဴఝዼჰዼა๗

上級 Advanced Level

中級 Intermediate Level

初級 Beginner Level
1

N5

N1

N3

N4

N2

抜群の合格実績
ώ७ᐹள۞̂ጯᐂפத

進路のポイント
높은 합격실적

本校の卒業生たちは、多数有名大学に合格しています。
кᇴଂώ७லຽ۞ጯϠึӀ҂ۢפЩ۞̂ጯĄ
본교의 졸업생들은 여러 유명 대학에 합격하고 있습니다.
2008年〜2016年度（過去9年間）

大学院 277名 ࡁտٙ 대학원
国公立大学 134名ā઼̳ϲ̂ጯ 국공립대학
京都大８名、大阪大17名、名古屋大３名、
神戸大16名、大阪市立大16名、その他
難関私立大学 73名āᙱᙯռϲ̂ጯ 난관사립대학
慶應義塾大１名、早稲田大７名、同志社大10名、
関西学院大11名、関西大31名、立命館大12名、その他
その他私立大学 70名āռϲ̂ጯ 기타 사립대학

大学 1245名 ̂ጯā대학
国公立大学 212名 ઼̳ϲ̂ጯā국공립대학
大阪大16名、名古屋大５名、神戸大３名、
大阪市立大11名、大阪教育大22名、その他
難関私立大学 385名āᙱᙯռϲ̂ጯā난관사립대학
中央大５名、関西大100名、関西学院大121名、
同志社大74名、立命館大71名、早稲田大４名、
立教大５名、その他
その他私立大学 648名āռϲ̂ጯā기타 사립대학
上記は、ＥＣＣ国際外語専門学校 留学生対象コースの合計実績（のべ数）です。
˯ࠎFDD઼ᅫγᄬܝጯ७ጯϠኝ۞̿ጯதĄ
상기는 ECC국제외어전문학교 유학생대상코스의 합계실적(연인원)입니다.

STEP❷
STEP❷

学歴ＵＰ（向上）

̿ጯࢦᕇ

진로의 포인트

①関西学院大など多くの大学、専門
学校の指定校推薦があります。
үࠎᙯҘጯੰ̂ጯඈкٙ̂ጯĂ
ܝጯ७۞ؠ७ĂጾѣଯᖧЩᗝĄ
간세이학원대학 등 많은 대학,
전문학교의 지정교추천이 있습
니다.
指定校大学14校
ؠ७̂ጯǬǯٙā지정교 대학14학교
②関西大学、関西学院大学、同志社
大学、立命館大学など有名大学
の入試担当者を本校に招いて大
学入試説明会を行っています。
āᔛኛᙯҘ̂ጯăᙯҘጯੰ̂ጯăТ
Ԡۤ̂ጯăϲᐡ̂ጯඈۢЩ̂ጯ
٢Ϡ҂ྏయˠֽώ७Ρฟˢጯ҂
ྏᄲົځĄ
간사이대학, 간세이학원대학, 도시샤대학, 리츠메이칸대학 등 유
명대학의 입시담당자를 본교에 초대해서 대학입시 설명회를 실시
합니다.
③専門技術を身につけたい方は、
併設の専門学校に内部進学でき
ます。
（入学金全額 免除及び学
費減免制度あり）
āຐࢋጯ௫ຽԫఙ۞ጯϠĂΞͽ
࿅FDD̰ొ̿ጯĂซˢFDDܝጯ७
ጯ௫ĄĞˢጯܛБҺγᔘѣጯഴ
Һޘטğ
전문기술을 익히고 싶은 분에는 병설한 전문학교에서 내부진학
이 가능합니다.(입학금 전액면제 및 학비감면제도 있음)

STEP❸

学歴VQĞ೩̿ğ
ዼഎ=8ጎື

就職
就業
ᆟ࿕

日本・母国で就職
2

日本語総合コース（本科・専科）
͟ώᄬტЪኝĞώࡊđࡊğā일본어 종합 코스 ( 본과 · 전과 )

このコースは、従来の日本語教育である文字、語彙、文型の暗記型学習ではなく、様々な現実的なシチュエーションの中で会話
を中心に「できる」ことを積み上げ、文法、文字、語彙を定着させることを重視した実践力ある日本語を学びます。 初級クラス
から中級クラスまでは、共通カリキュラムで日本語基礎力を養成し、上級クラスから将来の目的に応じて本科と専科に分かれます。
࣎ኝăଂΟҋ̫Ă̙Ϊߏͽ͟ᄬ۞ಏф۞ݭ͛ጯ௫ࠎă˵ͽࠎ˞ਕૉ၆ᑕ၁ᅫ͟૱Ϡ߿ٙ̚ன۞Чଐିࠎྖົ۞ڶጯϫᇾӅ
˧ăࢦෛ͙၁۞͛ڱă͛фͽ̈́ಏф၁ኹ˧۞͟ᄬጯ௫Ąāଂܐ৺̚ז৺ăдВ఼ኝ྆ಧ͟ؠᄬ۞ૄᖂăଂ˯৺ฟؕͽϏֽϫ
ᇾ҃ထ̶јώࡊࡊඈࡊҾĄ
이 코스는 기존의 일본어 교육에 있는 글씨, 어휘, 문형의 암기형 학습이 아니라 다양한 현실적인 상황에 맞쳐 회화를 중심으로 문법,
문자, 어휘를 응용시키는 것을 중시한 회화적인 일본어를 배웁니다. 초급반에서 중급반까지는 공통 과정의 기초 일본어를 배우며 상
급반에서 장래의 목적에 따라 본과와 전과로 나뉩니다.
N5

N4

N3

初級（460h）ܐ৺ā초급

中級（460h）̚৺ā중급

内容

到達レベル

内容

到達レベル

̰ट
내용

ϫᇾͪπ
도달레벨

̰ट
내용

ϫᇾͪπ
도달레벨

日本語を基礎から学びます。６
カ月で日本語の基礎文法と、ひ
らがな・カタカナ、基本的な漢字
（約400字）を習得します。

簡単な日本語で日常会話ができ
ます。日本語能力試験Ｎ4に合
格するレベルです。

日本語の基礎を習得した人が、
さらに多様な表現を学ぶクラス
です。読む・書く・聞く・話す力を
伸ばします。

日常生活の問題にある程 度日本
語で対応できるようになります。
日本人に自分の気持ちや考えを伝
えることができます。日本語能力
試験Ｎ２に合格するレベルです。

ଂૄᖂฟؕጯ௫͟ᄬĄдǱ࣎͡ഇมĂ
ೠ೪͟ᄬ۞πЩăͯЩăૄώ႔ф
Ğࡗǯǫǫ࣎ğૄᖂ͛ڱĄ
일본어를 기초부터 배웁니다. 6개월로
일본어의 기초문법과 히라가나・카타카
나, 기본적인 한자(약 400글자)를 습득
합니다.

・ポイント

Ξͽϡᖎಏ۞͟ᄬซҖ͟૱Ϲ߹Ą྿ז
͟ᄬਕ˧҂ྏȘǯޘĄ

дೠ೪ܐ৺͟ᄬ۞ૄᖂ˯Ăጯ௫Հкᇹ
۞ܑனĄБࢬ೩͟چᄬăᄲăăᆷ
۞ਕ˧Ą

간단한 일본어로 일상회화가 가능합
니다. 일본어능력시험N4에 합격할 레
벨입니다.

일본어의 기초를 습득한 분이 더욱 다
양한 표현을 배우는 클래스입니다. 읽
기・쓰기・듣기・말하기 능력을 기릅니
다.

ਕд˘ؠ˯ޘϡ͟ᄬྋՙ͟૱Ϡ߿
̚۞યᗟĄਕૉֹϡ͟ᄬШ͟ώˠܑ྿
ҋ̎۞ຐ͕ڱଐĄ྿͟זᄬਕ˧҂ྏ
ȘǭޘĄ
일상생활의 문제에 어느정도 일본어로
대응할수 있게 됩니다. 일본인에게 자신
의 마음이나 생각을 전할 수 있습니다.
일본어능력시험N2에 합격할 레벨입니다.

ࢦᕇā포인트

❶現実的な場面での日本語力が身につく
ጯ௫ਕૉ၆ᑕன၁̚Чಞࢬ۞͟ᄬ
현실적인 상황을 통한 일본어 실력향상

❷実践を通しての４技能（読む、書く、話す、聞く）の定着教育
఼࿅၁ᅫቚ௫-၁5ԫਕĞ-ᄲ--ᆷğ
실천을 통한 4기능( 읽기, 쓰기, 말하기, 듣기)의 반복 교육

❸上級より進路に応じたカリキュラム
৺ॲፂጯϠ̝̿ޢጯƟಶᖚ͞ࢬ۞ࢋՐֽซҖኝ۞၁߉
상급부터 진로에 따른 커리큘럼 실시

ＥＣＣ日本語スピーチコンテスト
FDD͟ᄬႊᓾͧᔈ
ECC 일본어 스피치 콘테스트

・時間割（例） ॡม̶੨Ğּğ 시간표 ( 예 )
午前クラス
午後クラス

1
2
3
4

9:00〜 9:45
13:40〜14:25

月

火
文字・語彙

水
͛фăෟຉ

木

金

문자・어휘

9:45〜10:30
14:25〜15:10
10:45〜11:30
15:25〜16:10
11:30〜12:15
16:10〜16:55
12:25〜13:10

5
17:05〜17:50

総合（文法、読解、聴解、会話、作文を総合的に学習します。）
ტЪĞήݭăྋăྋăົྖăү͛ğ
종합(문형đ독해đ청해đ회화đ작문)

最新の視聴覚機器を利用した教育
ଳϡາෛన౯ିֈ
최신 시청각 장비를 이용한 교육

実践科目（会話、作文、聴解、読解を専門的に学習します。）
၁ኹࡊϫĞົྖăᆷүăྋăྋ̝ܝጯ௫Ąğ
실천과목(회화,작문,청해,독해를 전문적으로 학습합니다.)
上級クラスは、４、５限目の実践科目が週２回、選択科目になります。
৺Ăдௐαăௐ̣ૅ۞υ࣒ኝ྆Ă˘ѣѨΞԼࠎᏴ࣒ኝ
상급반은 4,5교시에 실천 과목의 시간이 주 2회, 선택 과목으로 나눠집니다.

時間割、カリキュラム、選択科目などは変更される場合があります。

3

N2

ॡมܑĂିጯࢍထĂᏴ࣒ࡊϫඈΞਕѣតજ۞ଐڶĄ 시간표, 커리큘럼, 선택 과목 등은 변경될 경우가 있습니다.

成績優秀者・出席優秀者表彰
јᒻ・यᐹս۰ܑ
성적 우수자 · 출석 우수자 표창

N1

上級（460h×2）৺ā상급
希望の進路に応じて、本科または、専科のカリキュラムに分かれます。
ֶፂጯϠ̝̿ޢጯ・ಶᖚ۞̙Тăထ̶ώࡊࡊኝĄ
희망진로에 따라 본과 또는 전과의 커리큘럼으로 나누어집니다

本
本

科（進学のためのアカデミックな日本語を身につける）
科（ࠎ˞̿ጯٙᅮ۞ຽጯఙ͟ᄬ۞ጯ௫）

본ㅤ 과（진학을 위한 학문적일본어를 익힙니다.）

内容：日本の大学、大学院への進学、または進学後に必要な日本語力を養成します。新聞の論説文や経済欄を基にした教材を用い、レ
ポート形式の文章作成および、ディスカッションやディベート力の向上を目指します。
̰टĈд͟ώ۞̂ጯăࡁտٙ̿ጯăٕߏ̿ጯޢυࢋ۞͟ᄬਕ˧۞ዳјĄϡಡ৽ۤኢٕགྷᑻࠎᗟՄăͽಡӘ۞
ԛёٕߏኢኢਕ˧۞ዳјࠎϫᇾĄ
내용 : 일본 대학, 대학원의 진학, 또는 진학 후 필요한 일본어 실력을 기릅니다. 신문의 논설문이나 경제지를
바탕으로 한 교재를 이용해 리포트 형식의 문장 작성 및 토론이나 발표력의 향상을 목표로 합니다.
目標：●進学に必要なアカデミックな日本語力の向上
●日本語能力試験Ｎ１合格

●日本の大学・大学院への進学

ϫᇾĈœ̿ጯޢٙᅮ۞ຽጯఙ͟ᄬ۞೩̿
œ͟ώ۞̂ጯăࡁտٙ̿ጯ
œ͟ώᄬਕ˧҂ྏȘǬЪॾ
목표 : œ진학에 필요한 학문적일본어 실력의 향상
œ일본 대학·대학원 진학
œ일본어 능력 시험 N1합격

専
專

科（コミュニケーション重視の実用的な日本語を身につける）
科（၁ϡͷࢦෛ఼۞͟ᄬጯ௫）

전ㅤ 과（커뮤니케이션 중시의 실용적인 일본어를 익힙니다.）

内容：毎日日本語で話す練習をし、様々なシーンにおける自然な日本語力を身につけるためのコミュニケーション能力の育成を重視した
学習内容となります。また、ニュースや新聞記事など、仕事や生活上必要な情報を理解する能力も養います。
̰टĈՏ͟͟ᄬົྖቚ௫ăͽࠎ˞ਕૉ၆ᑕЧёЧᇹ̙ТಞࢬĂ࿅ኝጯ௫ăਕૉޝҋ۞ྻϡ͟ᄬ఼ਕ˧۞ዳј
ࠎጯ௫ϫᇾĄѩγă˵ࢦෛາჷٕಡ৽ඈă̍үϠ߿υࢋ۞ଐಡநྋਕ˧۞ዳјĄ
내용 : 매일 일본어로 말하는 연습을 하고 여러 상황에서 자연스럽게 일본어 실력을 갖기 위한 커뮤니케이션 능력향상을
중시한 학습입니다. 또 뉴스나 신문 기사 등 비즈니스와 생활에 필요한 정보를 이해하는 능력도 기릅니다.
目標：●上級話者としての会話力、コミュニケーション力の向上

●日本企業への就職、日本の専門学校への進学

●日本語能力試験Ｎ１合格
ϫᇾĈœ֗ࠎ৺۰۞ົྖਕ˧఼ਕ˧۞೩̿
œд͟ώЋຽಶຽă̿ˢ͟ώܝጯ७ಶ
œ͟ώᄬਕ˧҂ྏȘǬЪॾ
목표 : œ상급 화자로서의 회화 실력, 커뮤니케이션 능력의 향상 œ일본 기업 취업, 일본의 전문 학교 진학 œ일본어 능력 시험 N1합격

・選択科目（一部有料の科目もあります） Ᏼፄࡊϫ ) ొ̶ѣќࡊϫ *

선택과목 ( 일부 유료인 과목도 있습니다 .)

■選択科目は、個人の進路の希望にあわせて選択できます。
 Ᏼፄࡊϫߏֶ࣎ˠֽ۞ᅮՐֽᏴፄĄ

선택과목은 개인의 진로 희망에 맞춰서 선택할 수 있습니다.

日本留学試験EJU対策

大学院進学準備

日本文化・日本事情

͟ώጯ҂ྏ FKV ၆ඉā일본 유학 시험 EJU 대비

ࡁտٙ̿ጯ౯ā대학원 진학 준비

͟ώ̼͛đ͟ώְଐā일본의 문화 · 일본의 현재

留学試験で高得点を取るための対策授業。読
解、聴解、聴読解の演習により、語彙の習得と
実践力を養う。
ѣࠎ˞ਕдጯ҂ྏ۞̶ז၆ඉኝĄྋă
˧ăྋ۞၁ᅫႊቚăૈዳಏф۞ጯ௫၁
ኹ˧Ą
유학 시험에서 고득점 받기 위한 대비 수업. 독해,
청해, 청독해의 훈련으로 어휘 습득과 실천력을
기른다.

研究テーマについてより深く考え、研究計画書
の書き方や、そのために必要な日本語を学ぶ。

ドキュメンタリー、映画などの映像作品や、小
説、エッセイなどを題材にして日本文化や生き
た日本語を学ぶ。

会話

数学

英語

ົྖā회화

ᇴጯā수학

ࡻᄬā영어

日常生活で役立つ表現や敬語など、いろいろな
会話の形を楽しく学びます。

留学試験で高得点を取り、大学入学試験に対応
できるような実力を養成します。

レベルに応じたクラスで、大学入試に対応でき
る実力を養成します。TOEFL 対策もあります。

੫၆ѣӄ͟ٺ૱Ϡ߿၆ྖܑன̈́ະᄬֹϡĂᅅڗ
ጯ௫ЧົྖĄ

ͽдጯ҂ྏ̚ࠎ̶פϫᇾĂૈዳ̂ጯˢጯ҂
ྏٙυᅮ۞ਕ˧Ą

ॲፂ̶ޘĂૈዳ̂ጯˢጯ҂ྏٙυᅮ۞ࡻᄬ
ਕ˧ĄТॡ˵ѣ੫၆ћ҂ྏٙଳ۞פЯᑕ၆ඉĄ

일상생활에서 도움이 되는 표현이나 존댓말까지
다양한 회화형식을 즐겁게 배웁니다 .

유학시험에서 고득점을 따서 대학입학시험에 대
응할 수 있게 실력을 양성합니다 .

레벨에 맞은 클래스에서 대학입시에 대응할 수 있
는 실력을 양성합니다 . TOEFL 대책도 있습니다 .

ጯ७೩ֻᙯࡁٺտᗟࡁտࢍ൪३۞३ᆷԛё
۞͟ᄬጯ௫Ą
연구 주제에 대해 깊이 생각하고 연구 계획서의
쓰는 방법이나, 그 때문에 필요한 일본어를 배운
다.

ͽࡔᐂͯăᇆඈߍညүݡăٕ̈ᄲăᐌඊඈүݡ
ࠎᗟՄăጯ௫͟ώ̼͛͟ώᄬĄ
다큐멘터리, 영화 등의 영상 작품이나, 소설, 에세
이 등을 통해 일본 문화나 살아있는 일본어를 배
운다
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本校の特長
ώ७পҒā본교의 특색
抜群の日本語教育実績
ώ७מ۞ିጯјᒻā높은 일본어교육실적

●日本留学試験 EJU（ʼ04〜ʼ16）
͟ώጯ҂ྏā일본유학시험
最高得点者126名輩出
פ̶۰ѣǬǭǱЩҋώ७ā
최고득점자 126명 배출
日本語読解67名
͟ώᄬྋā일본어독해
日本語聴解・聴読解46名
͟ώᄬྋđྋā일본어 청해·청독해

●日本語能力試験 JLPT（ʼ04〜ʼ16）
͟ώᄬਕ˧҂ྏā일본어능력시험

日本語能力試験１級（N1）
合格者871名
日本語能力試験２級（N2）
合格者655名
上記は、ECC国際外語専門学校 留学生対象コースの合計実績（のべ数）です。
˯ࠎȏȍȍ઼ᅫγᄬܝጯ७ጯϠኝ۞ЪॾˠᇴĄ
상기는 ECC국제외어전문학교 유학생대상코스의 합계실적(연인원)입니다.

クラス担任制度
ЇయЇޘטā클래스 담임제도
一人ひとりの学生の将来を真剣に考え親身に指導するクラス担任がいます。
ᄮৌޥ҂ՏҜጯϠ۞ֽĂᏐҋග̟ጱ۞ЇయЇޘטĄ
한명 한명 학생의 장래를 진지하게 생각해 육친처럼 지도하는 클래스
담임이 있습니다.

奨学金制度

āረጯޘטܛā장학금제도

●文部科学省外国人留学生 学習奨励費（毎月48,000円 若干名）
※留学ビザの学生が対象です。

͛ొࡊጯ࠷ጯ௫ረᐽܛĞՏ͡ǯǳ-ǫǫǫ͟ࡶ̒Щ*
ŏ၆෪ࠎጯᘪᙋ̝ጯϠĄ
문부 과학성 학습장려금(매달 48,000엔 약간명)
ŏ유학비자인 학생이 대상입니다 .

●ECC国際外語専門学校 奨学金（毎月10,000円 若干名）
FDD઼ᅫγᄬܝጯ७ረጯܛĞՏ͡Ǭǫ-ǫǫǫ͟ࡶ̒Щ*
ECC국제외어전문학교 장학금(매달 10,000엔 약간명)

日本人学生とのバディ制度
͟ώጯϠมޙϲጯҡޘט

일본학생과의 Buddy제도

本学園は、
（ＥＣＣ国際外語専門学校、
ＥＣＣコンピュータ専門学校、
ＥＣＣ
アーティスト美容専門学校）
は、
２０１7年４月現在、
日本人学生約２5００名と
世界およそ40カ国からの留学生など約88０名が学んでいます。留学生と日
本人とのBuddy（仲間）制度により、
日本人学生から自然な日本語を学んだり
母国語を日本人学生に教えたりすることや、様々なイベントを通して日本人の
友人もたくさん作ることができます。
ώ७)FDD઼ᅫγᄬܝጯ७-FDD Dpnqvufsܝጯ७-FDD Bsujtu࡚टܝ
ጯ७*д3127ѐ5͡༊˭-ࡗѣ3-511Щ͟ώጯϠֽ̈́ҋ͵ࠧЧг51ዶ઼ࡗ991
ЩጯϠдጯ̚ĄᖣϤጯϠᄃ༊гጯϠޙϲ۞ጯҡޘטĂጯ௫тңҋг
ϡ͟ᄬ఼ĂТॡᄃ̂छϹ߹كѩ۞ϓᄬĂ֭ͷ࿅Ч߿જඕϹՀк͟ώ
̓ڈĄ
본교(ECC국제외어전문학교, ECC컴퓨터전문학교, ECC아티스트미용전
문학교)는 2017년 4월 현재 일본인 학생 약 2500명과 40 개국에서
온 유학생 약 880명이 공부하고 있습니다.
유학생과 일본인 학생과의 Buddy(도움이)제도로 일본인 학생에게서
자연스러운 일본어를 배우고 모국어를 일본인에게 가르치는 등 여러 행
사를 통해서 일본인 친구를 많이 만들 수 있습니다.

専門学校生としての特典
੫၆ܝጯ७ጯϠ۞ᐹନ߉ 전문학교 학생으로서의 특전
●通学定期券＆学生割引利用可（長期課程の学生が対象です）
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●大阪府内文化施設無料見学制度（留学ビザの学生が対象です）

Ξᔉ෴ጯϠ͡ைͽ̈́ӀϡЧጯϠᐹ)၆෪ࠎܜഇϠ*
통학정기권＆학생할인 이용가능(장기과정 학생이 대상)

ΞҺણ៍̂֫ξ̰۞̼͛న߉Ğ၆෪ࠎጯᘪᙋ̝ጯϠğ
오사카부내 문화시설 견학제도(유학비자인 학생이 대상)

通学のための電車・バスの学割通学定期券の購入ができます。
（通常よりも
50〜60％安い料金）また、ＪＲなどの交通機関にて100キロ以上の旅行をす
る際にも乗車券が通常の20％引きで購入できる学割制度があります。
ጯϠΞͽᔉ෴ܔـጯ७ລࢷ̝֘ă̳֘ඈጯϠ͡ைĞͧπ૱ᆊॾᐹǰǫ&〜
Ǳǫ&ğĄѩγĂӀϡKSඈϹ఼̍ซҖǬǫǫ̳֧ͽ˯ܜॠҖॡĂΞͽᔉ෴ᐹ
ǭǫ&۞ጯϠைĄ
통학을 위한 전철・버스의 학생할인 통학정기권의 구입이 가능합니다.(통상시
보다 50〜60% 싼 요금) 또 JR 등 교통기관으로 100킬로 이상 여행을 할 때
도 승차권이 통상시의 20%할인으로 구입할 수 있습니다.

大阪府内にある文化施設が無料見学できる留学生特別入場証が供与されます。
೩ֻҺણ៍̂֫ξ̰̼͛న߉۞ጯϠˢಞדĄ
오사카부내에 있는 문화시설이 무료견학할 수 있는 유학생특별입장증이 제공
됩니다.

最高水準の学習環境
Ԇච۞ጯ௫ᒖဩā최고수준의 학습환경
2012年にリニューアル完成した校舎は、無料Wi-Fiを完備しています。
3123 ѐࢦາፋ࣒Ԇј۞७۽ĂѣԆච۞Һ Xj.GjΞͽֹϡĄ
2012 년에 리뉴얼 완성된 건물은 무료 Wi-fi 를 완비하고 있습니다 .

エントランスホール

英会話教室

学生ラウンジ

̂ះā엔트런스 홀

ࡻᄬົྖିވā영어회화교실

日本文化体験

͟ώ̼͛វរā일본문화체험

ጯϠЃยވā학생 라운지

ECC Japan Plaza
平日に日本人学生と日本語交流できます。
（無料）
π͟ᄃ͟ώጯϠซҖ͟ᄬϹ߹Ą)Һ*
일본인학생과 일본어로 교류할 수 있습니다. (무료)

平日に英会話ができます。
（無料）
π͟ѣࡻᄬົྖିވĄ)Һ*ā영어회화를 할 수 있습니다. (무료)

日本人学生と一緒にクラブ・サークル・フィットネス
ྫྷ͟ώጯϠ˘ણΐۤဥăઉ֗ٗ

일본인 학생과 함께하는 클럽활동・동호회・헬스클럽
本学と提携
TIPNESSで体力づくり
Ξдώ७Ъү۞ઉ֗ٗUJQOFTTᔪᔤ֗វ
본교와 제휴 TIPNESS에서 체력만들기

フィットネスで体力づくり
࿅ઉ֗ᔪᔤ֗វā헬스클럽에서 체력만들기

★テニス部

★軽音楽部

近 隣のコートを借りて、みんな仲良く練
習。初心者も経験者も大歓迎！

初心者も経験者も仲良く活動しています！ 週1
回のミーティング、平日は毎日練習しています。

★駅伝サークル

★野球部

「びわ湖男女駅伝」では留学生と心のタ
スキを繋ぎ、100ｋｍ完走！

学校から徒歩20分程の本庄公園のグラウ
ンドで、毎週木曜日に練習しています！

ᅅࢰሄొ 경음악부

შొā테니스부

ତ˧ܜ࣌ሄొā역전 마라톤 동호회

その他のクラブ

ഔొ 야구부

ۤဥā기타 클럽

バレーボール部、バスケットボール部、Virtual Game Company、スマートフォン開発部、学生会、３ＤＣＧ
映像研究室、キャラクタークリエーションサークル、ネットワーク研究会
ଵొăᚰొăWjsuvbm Hbnf DpnqbozăTnbsu Qipofฟ൴ొăጯϠົă4EDHᇆညࡁտވă֎Ғనࢍొă
Ofuxpslࡁտົ
배구부, 농구부, Virtual Came Company, 스마트폰 개발부, 학생회, 3DCG영상연구부, 캐릭터 크리에이션
동호회, 네트워크부
※2015年12月現在 3126ѐ23͡னд

※2015년 12월 현재

特別優待価格で
利用できます。
Ξֳѣᐹ۞ᆊॾ
특별 우대 가격으로 이용가능

関西地区TIPNESS
10店舗の利用可能
ᙯҘгડѣǬǫछ UJQOFTT ࠎଋڇચ
간사이지구 TIPNESS 10 가게에서의 이용 가능
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学生の声
学生之声 Voices of Graduated Students
李映蓉さん
同志社大学院 ビジネス研究科
ТԠۤ̂ጯࡁտٙથચࡁտր
도시샤대학원 비지니스연구과

マルグリット ソサットさん
Marguerite Saussotte
TAIWAN

ྫྷТጯ̷ሿൟ᎐-݊˞ڇ႔фᙱᙯ"
반친구에게 자극을 받아, 한자를 극복!

ൺഇม྿זϫᇾ"ā단기간으로 목표달성!
ECC国際外語は進学率の高い日本語学校ですので、学生が充分に予習復習できるように、
毎日宿題と試験がありました。その他にも、定期的に中間・期末テストもあり、クラスは徹底
的に能力に応じて分けられます。1年半という短時間で、私の日本語力がゼロからJLPT1級
(N1)を取れるまでになったのはECC国際外語のおかげです。
FDD઼ᅫγᄬߏม̿ጯத͟۞ޝώᄬጯ७Ąࠎ˞ឰጯϠ·̶྿ז௫ೇ௫ăՏ͇ౌѣ
۞ؠүຽᄃ̈҂ྏĄੵѩ̝γă˵ົᓝҖؠഇ۞ഇ̚đഇϐ҂ྏĄၔે۞غҖਕ˧̶Ąд˘
ѐΗ۞ൺॡม྆ăԧ۞͟ᄬਕ˧ଂזΞͽोזKMQUǬ৺ăFDD઼ᅫγᄬ۞ିጯߏ˘̂ΑҊĄ
ECC국제외어는 진학률이 높은 일본어학교이므로 학생에게 충분히 예습đ복습을 하도록
매일 숙제와 미니시험이 있었습니다. 그 외에도 정기적으로 중간đ기말시험도 있고 클래스
는 철저하게 능력에 따라 편성됩니다. 1년반이라는 단기간으로 제 일본어능력이 제로부터
JLPT1급(N1)을 딸 때까지 된 것은 ECC국제외어덕분입니다.

Rebecca Lundahlさん

ѣధкѣ۞߿જĊ֭ͷϹ˞̙͌͟ώ̓ڈ
이벤트가 충실! 일본인 친구도 생겼습니다.

미국출신인 저는 주변의 중국인, 대만인, 한국인 반친구들의 한문실력에 엄청난 충
격을 받았지만, 일본어공부에 심취하여 열심히 하였습니다. ECC국제외어에서 공부
한 일본어는, 저의 미래, 더 나아가 인생의 경쟁력이 되었습니다.

KOREA
̂֫ξϲ̂ጯ གྷᒉጯࡁտࡊ БགྷᑻԽ
오사카시립대학교 경영학연구과 글로벌비지니스전공

自分との戦いで勝つことが重要
ጼ౼ҋ̎۞ࢦࢋ본인과의 싸움에서 이기는 것이 중요하다

小さい頃から日本へ行くことが夢でした。留学仲介会社に勧められECC国際外語を
選びましたが私にとって完璧なチョイスでした。ECC国際外語では日本語をたくさん
学んだだけではなく、イベントにもたくさん参加して日本の文化についての理解も深
め、また、イベントを通じて日本人の友達もできました。
ଂ̈Ν͟ώಶߏԧ۞ေຐĄ఼࿅ጯᏱ۞̬ԧᏴፄ˞FDD઼ᅫγᄬಶů၆ԧֽ
ᄲৌߏ˘࣎Ԇ࡚۞ᏴፄĄдFDD઼ᅫγᄬԧ่̙ጯ௫͟ᄬĂᔘણΐ˞ܧ૱к۞߿જĂซ
҃၆͟ώ۞̼͛ѣ˞Հஎᆸ۞நྋĄТॡĂ࿅ֱ߿જԧᔘϹ̙͌͟˞זώ̓ڈĄ
어렸을때부터 일본에 가는게 꿈이였습니다. 유학중개사의 추천으로 ECC국제외어를
선택했지만, 저를 위한 완벽한 선택이였습니다. ECC국제외어에서 일본어를 많이 배
웠을뿐만아니라, 학교 내 이벤트에도 많이 참가하여 일본의 문화에 대해서보다 쉽게
이해할 수 있었으며 무엇보다 이벤트를 통해 일본인친구를 만날 수 있었습니다.

張琳さん

留学生活で最も重要なことは自分との戦いで勝つことだと思います。私達はいつもその
戦いで負けたりあきらめたりしますが、ECC国際外語は私の心強い支えとなり勝つ方法
を教えてくれました。そのおかげで現在も私は負けることなく勝ち続けています。私の夢
は現在進行形です。
ጯϠ߿̚ࢦࢋ۞ߏᄃҋ̎ᚮ֭ۋͷጼ౼ҋ̎ߏࢦࢋ۞ĄҭߏĂԧࣇᓁߏᅅٸٽୢ
֭Ꮾග˞ҋ̎ĄॡĂFDD઼ᅫγᄬĂдԧᄃҋ̎۞ጼ̚ග̟ѣ˧۞͚֭ିጱԧጼ౼
۞͞ڱĄкᓪ˞FDD઼ᅫγᄬĂឰԧனдਕૉ̙జҋ̎χୀᜈ۞߄ጼ֭ጼ౼ҋ̎Ąԧ
۞ေຐߏனдซҖёĊ
유학생활에서 제일 중요한 것은 본인과의 싸움에서 이기는 것이라고 생각합니다. 우리
는 항상 그 싸움에서 지거나 포기하게 되지만 ECC국제외어는 저의 든든한 버팀목이
되어주었고 이기는 법을 가르쳐주었으며 덕분에 아직도 저의 꿈은 현재진행형입니다.

牟書誼さん

京都大学 人間環境学研究科

会社員
CHINA

̳Φᖚࣶā회사원

TAIWAN

学生に合わせた的確なアドバイス！

進学指導が充実！

ॲፂՏ࣎ˠ۞ଐڶග̟̙Т۞ޙᛉ"
학생에 맞춘 적확한 조언!

̿ጯጱܧ૱ฉזĊā진학지도가 충실!
私は、進学に関して、目標を絞るまで大変悩んでいました。その頃、担任の先生から
の進学指導や面談など、何回も受けることができました。失敗したときも、諦めそう
になったときも、励ましてくださった先生のことをとてもありがたく思います。
ԧ၆̿ٺጯ͞ࢬĂᏵᏵڱቁؠҋ̎۞ϫᇾĄдԧᙕ̙݈۞ॡ࣏Ăܧ૱ྻضг
זЇ۞̿ጯጱࢬኘĄኢߏдԧεୀ۞ॡ࣏Ăᔘߏீ࠻ಶࢋٸୢҋ̎ေຐ۞
ॡ࣏Ăҁरౌਕ̙ᕝгခᐽԧĄ
저는 진학에 관해서는, 목표를 설정할때까지 정말 많은 고민을 하였습니다. 그 무렵,
담임선생님으로부터 진학지도와 면담 등을 몇번이나 받을 수 있었습니다. 실패했을
때도, 포기하려고 했을 때도, 격려해주셔서 무척 감사하게 생각하고 있습니다.

ノアッド ゲイルさん

ECC国際外語の一番よい所は、先生と学生の対話をとても重視している所です。で
すから、書く能力と読む能力はもちろん、聞く能力と話す能力も向上させることがで
きます。日本留学の目的はそれぞれ違うでしょう。進学したい人もいれば、就職したい
人もいます。先生は学生の状況によって、それぞれにアドバイスをしてくださいます。
FDD઼ᅫγᄬপ۞г͞дٺĂมጯ७࠹༊ࢦෛҁरᄃጯϠม۞̢જ-ᆷಶ̙ϡ
೩˞-ྫྷᄲ˵ࢬ͞ਕឰԧࣇѣޝព۞ซՎĄֽ͟ώጯ۞ϫ۞ౌ̙ТĄѣˠߏ
ࠎ˞̿ጯ-ѣˠߏࠎ˞ࢋಶᖚĄҁरົॲፂጯϠ۞ଐ̙ڶТ҃ග̟ԧࣇ̙Т۞ޙᛉĄ
ECC국제외어의 제일 좋은 점은 선생님과 학생의 충분한 대화와 소통입니다. 그래서
쓰기와 읽기 능력은 물론, 듣기와 말하기 능력도 동시에 향상시킬 수 있습니다. 일본
유학의 목적은 사람마다 다를 것입니다. 진학 희망자도 있을 것이며 취직 희망자도
있습니다. 선생님은 학생의 상황에 맞게 적절한 조언을 해주십니다.

李裕美さん

Noaad Gayle
CANADA

関西大学大学院 心理研究科

ৠ͗̂ጯ઼ᅫ̼͛ጯրā고베대학 국제문화학부

ᙯҘ̂ጯࡁտ͕ٙநࡁտր
간사이대학 대학원 심리학연구과

コミュニケーション能力を強化！

スピーチ経験が多方面に生きる！

˾ᄬ఼ਕ˧ᆧૻ˞Ċā커뮤니케이션 능력을 강화!
来日当初、周りの人々と全くコミュニケーションできなくて孤立感を覚えました。それ
で、日本語をマスターして日本社会を楽しもうと決心し、ECC国際外語に入学しまし
た。すぐ友達ができ、先生たちとも密接な関係を作りました。恋愛から社会問題に至
るまで色々な話題を巡って騒ぎながらディスカッションをしました。
ԧࣣ͟זώॡĂಛ۞ˠԆБڱϹ߹ĂЯѩຏזͧ۞རွĄߏٺĂ˭ؠՙ͕ࢋೠ
೪͛͟Ăֳ͟צώϠ߿Ą̝ޢซˢ˞FDD઼ᅫγᄬĂฟؕඕϹາ۞̓ڈĂ֭ͷҁर˵ޙ
ϲ˞̓р۞ᙯܼĄଂຑયᗟົۤזયᗟౌਕྫྷҁरኢĄ
일본에 와서 처음은 주위의 사람들과 전혀 커뮤니케이션이 통하지 않아 고립감을 느
꼈습니다. 그래서 일본어를 능통하게하여 일본생활를 즐기자고 결심하여 ECC국제외
어에 입학했습니다. 친구들도 사귀게 되었고 선생님과도 밀접한 관계를 맺게되었습니
다. 연애부터 사회문제에 이르기까지 여러가지의 화제를 가지고 토론수업도 했습니다.
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дԧ۞ಛѣޝк઼̚-ᄂ៉-ᔹ઼ТጯĄࣇ۞႔фۢᙊณឰ֗ࠎ઼࡚ˠ۞ԧ̂ຏЫ
ម-ҭߏ˵፬ᐽ˞ԧՀΐᄮৌгጯ௫͟ᄬĄдFDD઼ᅫγᄬጯ͟۞זᄬ่̙၆ԧ۞
ֽ̍үѣٙᑒӄĂ҃ͷ˵ߏԧˠϠ̙̚Ξٕ۞ᚗෳੑಱĄ

大阪市立大学 経営学研究科グローバルビジネス専攻
SWEDEN

イベントが充実！日本人の友達もできました。

神戸大学 国際文化学部

アメリカ人の私は周りの中国人、台湾人、韓国人のクラスメートの漢字力に大変ショッ
クを受けましたが、日本語の勉強に浸り、頑張りました。ECC国際外語で身に付けた日
本語は、私の未来又はキャリアだけでなく私の人生には欠かせないものになりました。

梁洪均さん

公務員

ִౌ̂ጯˠᙷᒖဩጯࡁտր
교토대학 인간환경연구과

USA

クラスメートに刺激され、漢字を克服！

短期間で目標達成！

̳ચࣶā공무원

大学講師ā̂ጯᓾरā대학강사

KOREA

к͞ࢬ߿ϡႊᓾགྷរ"ā스피치 경험이 다방면에서 도움된다!
スピーチ大会に参加した経験は欠かせません。先生に個別指導をいただき、より自然
な日本語を話せるようになり、その結果、自信を持って大勢の人々の前でスピーチをす
ることができました。その経験は面接や大学院での発表に最も役に立っている、と卒
業後一層実感しています。
ણΐႊᓾͧᔈߏޝр۞གྷរĄҁरගԧ࣎ˠጱ-ឰԧਕૉᓾՀҋ۞͛͟-Հѣҋܫ
гдޝкˠ۞ࢬ݈ႊᓾĄலຽޢຏזགྷរѣӄࡁٕྏࢬٺտٙ۞൴ܑĄ
스피치대회에 참가한 경험은 빠뜨린 수 없습니다. 선생님께 개별지도를 받고, 보다 자
연스러운 일본어를 구사할 수 있게되어, 그 결과 자신있게 많은 사람들 앞에서 스피치
를 할 수 있었습니다. 그 경험은 면접이나 대학원에서의 발표에 가장 큰 도움이 되었다
고 졸업한 후 더욱 실감하고 있습니다.

コース概要
ኝໄࢋā코스 개요
課程

ኝໄࢋ 과정

入学期

長期
日本語総合コース
（本科・専科）

ܜഇኝ
장기과정

͟ᄬტЪࡊϫĞώࡊđࡊğ

短期

일본어종합코스（본과đ전과）

長期課程

ൺഇኝ
단기과정

ጯഇ 입학기

期間

4月・10月

ጯഇ ޘܜ기간

1年・1.5年・2年（Year）

（Apr.・Oct.）

3カ月（授業日数46日）または
６カ月（授業日数92日）

1月・4月・6月・10月

Ǯ࣎͡Ğኝ͟ᇴǯǱ͇ğٕ۰Ǳ࣎͡Ğኝ͟ᇴǴǭ͇ğ
3개월(수업일수 46일) 또는 6개월(수업일수 92일)

（Jan.・Apr.・Jun.・Oct.）

ܜഇኝ 장기과정

●読む・書く・聞く・話すの４技能をバランスよく学習します。
၆ăᄲăăᆷαีԫਕซҖӮᏊ۞ጯ௫Ąā읽기・쓰기・듣기・말하기의 ４기능을 밸런스 좋게 학습합니다.

●進路の希望に応じた日本語専攻クラス（日本語本科、日本語専科）の設置
ॲፂጯϠ̝̿ޢጯƟಶᖚ͞ࢬ۞ࢋՐĂฟన͟ᄬԽኝĞ͟ᄬώࡊă͟ᄬࡊğā진로 희망에 따라 일본어 전공 클래스 (일본어 본과, 일본어 전과) 설치

●進路指導（進学・就職指導の実施）
೩ֻ̿ጯƟಶᖚ͞ࢬ۞ጱā진로지도（진학・취업지도의 실시）

短期課程

ൺഇኝ

단기과정

●３ヶ月（授業日数46日）や６ヶ月（授業日数92日）等、一年未満の一定の期間、長期課程（日本語総合コース）と同じ授業を受けることができます。
Ǯ࣎͡Ğኝ͇ᇴǯǱ͇ğٕǱ࣎͡Ğኝ͇ᇴǴǭ͇ğ
Ăд˘ؠഇม̰̙႕˘ѐ۞ൺഇϠΞᄃܜഇϠ)͟ώᄬტЪኝ*˘˯ኝĄ
3개월(수업일수 46일), 6개월(수업일수 92일) 등, 1년 미만의 일정한 기간 장기과정(일본어종합코스)과 같은 수업을 받을 수 있습니다.

●留学ビザを取るコースではありませんので手続きが簡単です。
ѩኝ̙ᅮפጯᘪᙋĂд͘ᜈ͞ࢬྵࠎᖎಏā유학비자를 취득하는 과정이 아니므로 절차가 간단합니다.

●引き続き学習を希望される方は、長期課程を申請し、継続して学習することができます。
тڍԓ୕ᚶᜈซҖጯ௫ĂΞͽϦኛܜഇኝᚶᜈጯ௫͟ᄬĄā계속해서 학습을 희망하는 분은, 장기과정을 신청해서, 계속해서 학습하는 것이 가능합니다.

スタッフ&講師
ିरōᖚࣶā강사 & 스탭
一人ひとりの学生を親身になってケアする進路経験豊富な講師陣
ώ७ҁरౌѣᖳಱ۞̿ጯጱགྷរĂົᏐҋᑒӄՏҜጯϠĄā학생 한 명 한 명을 자기 일처럼 조언하는 진로경험이 풍부한 강사진

スタッフ

講

ᖚࣶā스탭

木村 泰一 学科長

八幡 敦子 事務局長

澤田 竜人 教育推進課責任者

宮川 朋子

Taiichi Kimura

Atsuko Yahata

Ryuji Sawada

Tomoko Miyagawa

日本語の習得はもち
ろん、様々な異文化
交流を楽しんでくだ
さい。

何でも一生懸命！思
い出に残る留学生活
を送れるように、お
手伝いします。

あなたの夢が実現でき
るように、全力でお手
伝いします！元気に楽
しく頑張ろう！

榎 まきこ

夫婦岩 香苗

Makiko Enoki

Kanae Miyotoiwa

一緒に楽しい思い出
を作りましょう！皆
さんをお待ちしてお
ります。

日本での留学生活が
有意義なものとなる
ようサポートさせて
いただきます。

大迫 美樹

戎谷 裕美子

Miki Osako

Yumiko Ebisutani

日本語を学び、日本
を好きになってくだ
さるようお手伝いい
たします。

四海之內皆兄弟、い
ろんな人との交流を楽
しんでくださいね。

師

ିरā강사

西坂 亜希子

井戸 真理子

山根 大輔

Nao Kawaratani

Mariko Ido

Daisuke Yamane

Akiko Nishizaka

中国語の相談があれ
ば、気軽に声をかけ
てください。

一緒に楽しく勉強しま
しょう ! ！ここには、熱
心な先生方ややる気満々
の学生が大勢います！

ことばは「伝え合う
こと」。そのお手伝
いができればと思い
ます。

目標を持ってる人なら
是非本校へ来てくださ
い。夢が実現できるよ
うに一緒に頑張ろう！

日本語の勉強も、日
本の生活も一緒にが
んばりましょう。

小田 有貴子

藤枝 健一

藤田 朱実

山本 浩之

木戸 久見子

中林 由希子

Yukiko Oda

Kenichi Fujieda

Akemi Fujita

Hiroyuki Yamamoto

Kumiko Kido

貴重な留学体験が有意義
なものとなるように一緒
に頑張りましょう！気軽
に声をかけてくださいね。

日本留学が順調にいく
ように、お手伝いします。
楽しいことや困ったこと、
何でもお話くださいね。

授業では教科書に載って
いない大阪弁や若者言葉
も使います。幅広い日本語
表現を身につけましょう。

授業は真面目にそし
て楽しく。日本の生
活 1 日 1 日を大切
に！

日本語を通じて、世
界に友達を作ってく
ださい。日本を楽し
んで。

Yukiko Nakabayashi
日本語を使って、たくさ
んのことができるように
お手伝いします。
一緒に勉強しましょう！

グエン テュイ リン

白石 一幸

森 夏樹

白矢 久美子

稲田 陽子

川原 知子

Nguyen Thuy Linh

Kazuyuki Shiraishi

Natsuki Mori

Kumiko Shiraya

Yoko Inada

Tomoko Kawahara

相談があれば、気軽に
来て下さい。みなさんの
楽しい留学生活のため
に、一緒懸命応援します。

言葉や文化は違って
も心が通じ合う時の
感動を本校で体験を
してください。

日本語を通じて世界
で活躍できる人に
なってください！一
緒に頑張ろう！

授業で日本語で考え
る力を身につけ、伝
わる楽しさを体験し
にきてください。

皆さんの人生の一部
をお手伝いが出来
て、幸せです！

時には厳しく、時に
は優しく、みなさん
を全力でサポートし
ます。

瓦谷 奈生 教務課責任者
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学校生活
ጯ७Ϡ߿ā학교생활

入学式・オリエンテーション
ˢጯᖃ・ᄲົځā입학식・오리엔테이션

充実の年間スケジュール
·၁۞͟щଵā충실한 연간 스케줄

4

April

校外学習
健康診断
७γିጯ
ઉᑭߤ
교외학습
건강진단

5

May

6

スピーチコンテスト
浴衣祭り
日本語能力試験
ႊᓾͧᔈ
˛́͟ڇ
͟ᄬਕ˧҂ྏ

June

7

July

스피치 콘테스트
유카타 축제
일본어능력시험

期末試験
卓球大会
ഇϐ҂ྏ
ॸ̂ᔈ
기말시험
탁구 대회

校外学習
健康診断
日本留学試験
たこ焼きパーティ
७γିጯ
ઉᑭߤ
͟ώጯ҂ྏ
ౢ౦፵ qbsuz
교외학습
건강진단
일본유학시험
타꼬야키 파티

書初め会

8

August

9

September

10

October

11

November

12

December

३ົ̂ڱ
새해 붓글씨 행사

1

January

中間試験
日本留学試験
消防訓練
ഇ̚҂ྏă͟ώጯ҂ྏă
ღާϠቚ
중간시험
일본유학시험
소방훈련

夏休み
アニメデザイン教室
スイカ割り大会
ഁă
જႝనࢍିވ
࣠Ҙϝ̂ົ
여름방학
애니메이션 디자인 교실
수박깨기 대회

10月生入学式・
オリエンテーション
ハロウィン
Ǭǫ͡Ϡˢጯᖃ・ᄲົځ
༱ཐ༼
10월생 입학식・오리엔테
이션
할로윈

中間試験
日本語能力試験
駅伝大会
地球祭
ഇ̚҂ྏ・͟ᄬਕ˧
҂ྏă̂ฤତ˧ᔈ
гĞБ७߿જğ
중간시험
일본어능력시험
역전 마라톤 대회
지구축제 ( 학교축제 )

生け花・茶道
܅ăਮ

2

꽃꽂이・다도

February
期末試験
卒業パーティー
ഇϐ҂ྏ
லຽࠁ၆
기말시험
졸업파티

3

March

卒業式
லຽᖃ
졸업식

9

宿舎案内
̬۽

숙소안내

本校では、皆様の希望に応じて様々な宿舎をご用意しています。入国したその日から入居できます。
ώ७ົଋ۞ࢋՐ̬ЧёЧᇹ۞ጯϠ̳ಲĄ͟༊͇ӈΞˢҝĄ
본교에서는 여러분의 희망에 따라 다양한 숙소를 마련하고 있습니다 . 입국한 그 날부터 입주할수 있습니다 .

シャトー都島

ヴィラ木川

・初期費用 ܐഇϡ 초기비용：￥67,500 〜￥81,500
・月額家賃 Տٗ͡১ 월세：￥37,000 〜￥41,000（共益費・ネット代・水道
代含む ΒӣͪϞშྮ공익비đ수도요금đ인터넷 포함）

・初期費用 ܐഇϡ 초기비용：￥62,000
・月額家賃 Տٗ͡১ 월세：￥35,000
（共益費・水道代含む ӣВৈ̈́ͪ공익비đ수도요금 포함）

周辺環境抜群、住みやすさで人気があります。
ͽᐹ։۞ᙝᒖဩاҝනዋזצᝌܓĄ
주변환경좋음, 살기 편한 곳이라서 인기가 있습니다.

初期費用安く、インターネット１Ｍ無料。
ܐഇϡآܮĂშྮǬȗҺĄ
초기비용 싸고, 인터넷 1M무료.

昭和グランドハイツ大宮

シャトー第二新大阪

dibufbv ౌफ샤토 미야코지마

wjmmb ̌͢ 빌라키가와

ߌ Hsboeifjhiut ̂झ쇼와 그랜드하이츠 오미야

dibufbv ௐ˟າ̂֫샤토 제 2 신오오사카

・初期費用 ܐഇϡ 초기비용：￥60,000 〜￥64,000
・初期費用 ܐഇϡ 초기비용：￥69,500 〜￥81,500
・月額家賃 Տٗ͡১ 월세：￥25,000 〜￥27,000
・月額家賃 Տٗ͡১ 월세：￥39,000 〜￥41,000
（共益費・水道代含む ΒӣВৈăͪ공익비・수도요금 포함） （共益費・ネット代・水道代含む ΒӣͪϞშྮ공익비đ수도요금đ인터넷 포함）

「日本一の商店街」が近くにあり、買い物も便利。
ܕܢѣ#͟ώௐ˘થූظ#Ăᔉܮ͞ۏĄ
'일본 제1의 상가'가 근처에 있고 쇼핑하기도 편리함.

新大阪駅まで徒歩５分、インターネット即日利用可。
ᗓາ̂֫৭֕ྮ6̶ᛗĂ͟ӈΞ˯შĄ
신오사카역까지 도보 5분, 인터넷 입주 당일 사용가능.

アルバイトについて
ᙯٺχ̍ā아르바이트에 관해서
本校の規定に従ってアルバイトをすることができます。１週間に28時間（長期休暇中は
１日８時間）までアルバイトをすることができます。アルバイトは学習した日本語を実践
でき、日本の社会を知るのに役立ちますが、法律で禁止されている職種もありますの
で、ルールをしっかり理解して行いましょう。
ጯϠΞͽώ७̝ఢؠซҖχ̍Ą˘ฉχ̍ॡม̙࿅ǭǳ࣎̈ॡĞರഁඈܜՏ͇̙
࿅ǳ࣎̈ॡğĄχ̍Ξͽ၁ኹдጯ७̚ጯ௫͟۞זᄬĂ˵ΞͽᑒӄҰᒢྋ͟ώۤົĄҭߏ
͟ώޠڱ༰ͤጯϠଂְߙֱ̍үĂኛٺԆБநྋఢૄ̝ؠᖂ˯ซҖχ̍Ą
본교 규정에 따라서 아르바이트를 할 수 있습니다. 1주일에 28시간(방학때는 하루에 8 孙铭一さん（CHINA）
アルバイト風景（コンビニ）χ̍ଐഀ)ܮӀથظğ아르바이트 광경（편의점）
시간)까지 아르바이트를 할 수 있습니다. 아르바이트는 학습한 일본어를 실천할 수 있고
일본 사회를 아는데에 도움이 되지만 법률로 금지되 있는 직종이 있으므로 규칙을 꼭 이해해서 합시다.

本校学生アルバイト例

ώ७ጯϠχ̍၁ּ본교학생 아르바이트 예

コンビニ・スーパー（レジ打ち・商品補充・清掃）、レストラン・寿司屋・中華料理店・ラーメン店（ホール・調理）、パン屋（販売）、ファー
ストフード店（製造・販売）、語学講師、免税店（販売）、ホテル（清掃・受付）、食品工場（加工）
ܮӀથظăξĞќᅙέăซఱăχବğăᐠះăုΦظă̚රᐠᐡăٛᛧظĞڇચϠăูğăᛧΒظĞዚğăԣᐠظĞᄦүăዚğăᄬ֏ି
रăҺඁظĞዚğăฺظĞχବăତޞğăࢴ̍ݡᇄĞΐ̍ğ
편의점・슈퍼(출납원・상품보충・청소） 음식점・초밥점・중국집・라면점(홀・조리） 빵집(판매) 패스트푸드점(제조・판매) 어학
' 식품공장(가공)
'
'
'
교사 면세점(판매) 호텔(청소・프런트)
'
'
'
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抜群の立地
ᐹ۞гநҜཉāೇ࿌ၮხ
大阪は東京に次ぐ日本第二の都市で、
で、西日本の中心地です。
西
関西国際空港への
への
アクセスも便利ですし、ショッピング施設、
設、レジャー施設、教育機関などあらゆる
る
ものが
のが揃っています。大都市にもかかわらず、
ず、東京に比べ物価が安く生活しやす
いのが
のが魅力で
魅
す。また隣の都市である京都や奈
や奈良などには世界文化遺産も多数
存在し
在しま
ます。平日の学習はもちろん、休日は様々な
々な日本文化にもぜひ触れてみてく
ださい。
ださい
。

JR大阪駅
JR OSAKA ST.

HEP

道頓堀
DOTONBORI

̂֫ߏ่Ѩ͟۞ִڌٺώௐ˟̂ݱξĂҜٺҘ͟ώ۞͕̚гડĄܔـᙯҘ઼ᅫ፟
ಞ۞Ϲ఼ܮӀăᔉۏన߉ăЃยన߉̈́ିֈ፟ၹඈనཉԆචĄᔵᛳ̂ݱξĂҭۏᆊ
ྵִڌҲຆĂϠ߿˵ՀܮӀĄֱౌߏ̂֫۞ጃ˧ٙдĄѩγĂִౌă؉։ඈዐܕ
ݱξ̪ܲధк͵̼ࠧ͛யĄੵ˞πॡ۞ጯ௫ͽγĂ͟˵ѣޝк፟ົତᛈ͟ώ
۞็̼͛Ą
ຫᆽ௴ ᇾ ఋၗਜ਼௴ ၩม ႞ၡ གྷၦધ ၩมၡ თཉხၮఁఋ
ຫၦ႞લጃၒചਜ਼௴ોቛኻ൘ዻધ༐ዺགྷ໕അ႔གྷ໕ો၊ૺશ౾
ක౷ઇၦ੨ᆓ࿌Ⴆၰཀఁఋఝགྷุૐዻધᇾ๗ጄමਜ਼ਜ਼ཎધ
ແጺዻૺ ༬ဪ ઇၦ ൯എၮఁఋ ವ ၦူ གྷၨ ોቔ ೡ ౾௴
ໞઢබጷ၉ຮၦ ఋ༘ Ⴐႁጁఁఋ ዀၩၡ ዼཀၔ මജ ፨ၩၔ ਜ਼ხ
ၩมබጷଶႚጄพໞဠ

京都 金閣寺
KYOTO KINKAKUJI TEMPLE

奈良 法隆
隆寺
NARA HOR
RYUJI TEM
MPLE

東京

京都
KYOTO

●

TOKYO

●
●

大阪
OSAKA

ＪＲ大阪駅より徒歩１０分！
歩いて「大阪駅」まで行ける数少ない
日本語学校の１つです。

Mainichi
M
Main
ainichi
Broadcasting
road
System
S
yste
C
Chayamachi
Approse

Umed
Umeda
Loft
ft

um
m
Bldg.
g.
Family
Mart
rt

Hankyu
u
U
Umeda
St.

Umedaa
Center
er
Bldg.

Hankyu
H
ankyu
Ings
In
ngs

O ka
Osak
a
Sh
S
hin
in-hank
in-h
nky
kyu
Hotel
Hotel
Yodobashi-Umeda
doba
bashi-Um
hi-Um a
hi-Umeda

Nakazakicho ST.
Ogimac
achi
chi
Park

HEP
P FIV
FIVE
Northg
Northgate
Bldg.
Bl

HE
HEP
EP NA
NAVIO
Hankyu
Department
TSUTAYA
TS
SUTAYA

JR Osaka St.

So
outhgate
e Bldg.
Bl
Bld
ld

Umeda ST.

Hanshin Umeda
Han
Ume
eda St.
Hanshin
in
Depart
D
partment
ment

Osaka Centra
tral
Post Office

ECC Kokusai College
of Foreign Languages
Japanese Course

Sonezaki
S
Police Station
at

Umeda
Piccadilly
P
T
Theater

Higashi Umeda ST.
Hilton
H
ltton Osa
Osaka
aka

Access

ℳ抩

̻݃ڊɅ

Osa
aka
ka
Maru
ubiru
bir

●関西空
関
港リムジンバス
......
........ 徒歩1
新阪急ホテル
テル乗り場
乗り場よ
より .........
歩 0
0分
分
（関西
（関
西空港から約
から約50分
50分）
）
..........
. ...............
......
......... 徒歩1
●JR大阪駅
●JR
大阪駅よ
大阪駅
より ...
徒歩10分
0分

.........
.. ................
. ...
. .... 徒歩７分
●阪急梅田駅よ
●阪急梅田駅
より ...
●地下鉄御堂
●地下
鉄御堂筋線
筋線「梅田駅
「梅田駅」
」
より........ 徒歩10分
0分
●地下鉄谷町
●地下
鉄谷町線
線「中崎町駅
「中崎町駅」
」
より........ 徒歩 1 分

●ሸ關།機場ոӷ৭ନ࣊ϟ൝ᇇ
æྔ፟ࠫ飯גᅦ ............................. ҋྡྷٺ鐘
Ɠ從關།機場Ԣ發約ٺ鐘Ɣ
●ሸ2:ս፟ᅦ ................................. ҋྡྷٺ鐘

●ሸ፟ࠫૃ้ᅦ ............................... ҋྡྷٺ鐘
●ሸ׀鐵ქฝࣆ線ૃ้ᅦ .............. ҋྡྷٺ鐘
●ሸ׀鐵ܨ᩿線ᇖఏ᩿ᅦ ................ ҋྡྷٺ鐘

●ຫၦલጃ൘ඳჰ༺ཅዽሕጭቊ
Ņႜၿ .................................. พึ
ຫၦલጃ྾ึ
●2:ຫᆽ ......................... พึ

●ዽሕဨඈఋ........................................ พึ
●ხዻᅪු༺ხ໓ဨඈఋ .......... พึ
●ხዻᅪఋఁൠᆳ໓ᆽၴૺᅾ...... พึ

ECC Kokusai College of Foreign Languages

TEL : 06 - 6372- 1444

FAX : 06 - 6372- 1544

E-mail : nihongo@ecc.ac.jp URL : http://japan.ecc.ac.jp/

〒530-0015 大阪市北区中崎西1丁目5番11号
1-5-11 NAKAZAKI NISHI KITA-KU OSAKA 530-0015 JAPAN

ECC国際外語専門学校の上空より撮影した大阪梅田

