
2018年度 高校生等海外進学支援事業（おおさかグローバル塾）受講生募集要項 

１ プログラムの目的及び内容等 

（１）目的 

大阪府では、海外大学での学位取得を目指す大阪の高校生を対象に、海外進学に対応できる高い英語力を

身につけさせるとともに、受講生個々に合わせたきめ細かな進路指導や奨学金の獲得方法の指南なども含める総

合的な支援プログラム（以下、「おおさかグローバル塾」という。）を実施します。 

英語で大阪をはじめとする日本や世界の歴史・文化を学び、世界の人々としっかりとコミュニケーションできる力や、

海外での短期留学を通じて現地大学の講義や学習法を学ぶなど自信を持って海外生活を送る力を育て、大阪が

国際競争に勝ち抜くために必要なトップレベルの「グローバル人材」を育成することを目指します。 

（２）内容 

おおさかグローバル塾は、次の①～③の３つのステージに分かれており、全てのステージの受講が必須です。 

①海外進学準備講座（５～７月）※原則毎週日曜日に、合計 30時間以上 

・大阪府による府政に関する講座を受講し、本プログラムの趣旨や取り組む姿勢等について説明を受けます。 

・英語で大阪をはじめ日本やアジア、世界の歴史・文化・時事問題を学ぶとともに、それらをテーマとしたプレゼ

ンテーションを作成し、ディスカッション、プレゼンテーション能力などを磨きます。 

・世界の人々としっかりとコミュニケーションできる力を育てるとともに、大学での学習法、現地ルールやトラブルへ

の対処法を学ぶなど、自信を持って海外生活を送る力を育てます。 

・IELTS（※１）のスコアアップトレーニングを行い、海外進学に必要となるスコアの取得を目指します。 

・出願校の選び方について学びます。 

・本講座での成果を、前期成果発表会において英語でプレゼンテーションします。 

②短期留学（８月４日から８月 13日までを予定） 

・大阪府とリーズ大学との連携協定に基づき、特別プログラムを提供します。 

・短期留学先は英国のリーズ大学とし、同大学の学生寮に滞在します。 

・実際の講義又は実際の講義に近い特別講義を中心としたプログラムを受講します。 

・現地到着当初に、大学関係者に対し、海外進学準備講座で学んだことも参考に、自己紹介を兼ね、万博

誘致の取組みをはじめ大阪の魅力発信を行います。 

・短期留学の最終日、一連の成果をプレゼンテーションにまとめ、大学関係者を相手に発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リーズ大学について＞ 

英国ウェスト・ヨークシャー州リーズ市にある国立大学。19世紀に創設されたYorkshire College of 

Science and Technology と Leeds School of Medicine の２校が合併し 1904年に誕生。校

舎に「赤いレンガ」が使用されたことから、マンチェスター大学やシェフィールド大学等と共に Red Bricksの

愛称で知られる。総学生数は約34,000名（うち外国人留学生数は約7,000名）。質の高い教育

を行っていることで、国際的に評価が高く、留学生に対しての配慮が行き届いている。その研究力・教育

水準は国際的に高く評価されており、「芸術・文化人類学」、「生物科学」、「ビジネス」、「教育学・社

会科学・法学」、「工学」、「環境学」、「数学・物理科学」、「医学・ヘルスケア」の 8 つに分かれた各学

部で、世界トップレベルの教育が提供されている。2018年の QS世界大学ランキングでは学術的評価

でトップ 100位にランクし、ノーベル賞受賞者も２名輩出している。 

2018年３月 26日、大阪府はリーズ大学とグローバル人材の育成に係る連携協定を締結。 



③海外大学受験講座（９月～翌年２月）※原則隔週日曜日に、合計 30時間以上 

・大阪府が開催する短期留学報告会において、短期留学で得たこと、成長したと感じる点等を振り返り、一

人ずつプレゼンテーションにまとめ、日本語で報告します。 

・海外進学に備え、ディスカッションやディベート、コミュニケーション力を高めます。 

・入学願書、推薦状、身上書・志望動機説明書（出願エッセイ）作成、奨学金獲得、ビザ取得、入学手

続き、渡航準備等について学びます。 

・大阪府による府政に関する講座を受講し、おおさかグローバル塾修了生として、将来どのように大阪に貢献

できるかについて考えます。 

・大阪府が開催する修了証書授与式において、本プログラムを通して学んだことを自分の将来にどのように活

かすかについて、英語でプレゼンテーションします。 

（３）受講場所 

大阪府内の会場（別途指示） 

（４）クラス編成 

原則 1 クラス 10名程度、全 4 クラス 

（５）時間割 

   受講生は、以下の午前・午後いずれかのクラスを受講していただきます。 

午前９:15～12:30（途中休憩 15分）２クラス 

午後１:30～４:45 （途中休憩 15分）２クラス 

（６）実施スケジュール（予定） 

・2018年４月 22日（日曜日）海外留学セミナー 

・  同年５月 13日（日曜日）入塾式 

・  同年５月 Aptis（※２）団体受験 

・  同年５月から７月まで海外進学準備講座 

・  同年 7月 29日（日曜日）前期成果発表会 

・  同年８月４日（土曜日）から８月 13日（月曜日）まで大阪発着日を含め 10日間の短期留学 

・  同年 8月 19日（日曜日）短期留学報告会 

・  同年８月下旬～翌年２月中旬に海外大学受験講座 

・  同年 12月後半～翌年１月に IELTS団体受験 

・  翌年２月 24日（日曜日）成果発表会及び修了証書授与式 

 

（※１）IELTS・・・公益財団法人日本英語検定協会が運営する（スピーキング、ライティング、リーディング及びリスニング）を測る英語能力証明試

験。 

（※２）Aptis・・・ ブリティッシュ・カウンシルが提供する文法、語彙及び４つのスキル（スピーキング、ライティング、リーディング及びリスニング）を測る

英語検定試験。 

２ 受講生募集方針（アドミッション・ポリシー） 

（１）求める人物像 

おおさかグローバル塾では、次のような目的意識と資質や能力をもった受講生を求めています。  

①目的意識・関心 

・高校卒業後の進路として、海外大学での学位取得を目指している者 



・世界に目を向け、様々な分野において活躍しようとする高い志を有する者 

②資質 

・何事にも積極的に取り組めるチャレンジ精神の旺盛な者 

・最後までやり遂げようと努力することができる者 

・周りとコミュニケーションをとりながら協力して行動できる者 

・将来グローバル人材として大阪に貢献しようとする意志を有する者 

③英語力 

・「出願資格」に記載の英語力を有する者 

（２）受講生選考の基本方針 

受講生の選考は、上記１（１）①～③に掲げる項目を重視し、書類選考及びグループ討論・面接選考等に

より行います。 

３ 出願資格（次のすべてを満たす者） 

・大阪府内に住所を有する者で、2018年４月16日（月曜日）現在、高等学校、特別支援学校高等部、専修

学校高等課程、中等教育学校又は高等専門学校（本科）（以下「高校等」という。）に在学中の生徒で以下

の学年に属する生徒。ただし、大阪府国際化戦略実行委員会が実施した「おおさかグローバル塾（各留学コース、

Plus）」の受講生は対象から除く。 

①高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程・・・２年又は３年 

②中等教育学校・・・５年又は６年 

③高等専門学校・・・４年又は５年 

・在学する高校等の学校長が推薦する者 

・学位取得のための海外進学を目指している者 

・ TOEFL iBT45 、 TOEFL ITP （ PBT ） 450 、 TOEFL Junior Standard 725 、 TOEFL Junior 

Comprehensive 315、IELTS 4.0、英検２級、国連英検 B級又は TOEIC（IP を含む）520、GTEC for 

STUDENTS 550のいずれか以上のスコアを有する者 

４ 募集定員 

40名 

５ 個人負担金 

180,000円 

※ただし、短期留学時における海外旅行保険料、パスポート等取得費用、自由行動やフィールドワーク時の昼食代

等の出費は別途受講生の個人負担とします。 

※おおさかグローバル塾への入塾後、一括で納付していただきます。（詳細は別途お知らせします。） 

※納付された個人負担金は、いかなる事情があっても返還できません。 

６ 出願手続及び出願書類 

（１）出願登録 

出願者は、まず以下の国際課ホームページの出願登録画面から出願登録を行ってください。 

①出願登録期限：2018年４月 24日（火曜日）17時  ※期限を延長しました 



②国際課ホームページ：http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/ogs-application/index.html 

（２）出願書類 

出願者は、「５（１）出願登録」後、次の出願書類を郵送又は持参により提出してください。なお、書類は出

願者が各自で送付してください。在学する学校や複数の出願者でまとめて提出することは不可とします。提出され

た出願書類は理由の如何を問わず返却しません。また、出願書類はすべて A４サイズの片面印刷とし、ホッチキス

で留めないでください。 

①出願書類 

・【様式１】おおさかグローバル塾 入塾願書（顔写真を貼付。原本 1部及びコピー２部） 

・【様式２】おおさかグローバル塾 推薦書（原本 1部） 

・【様式３】おおさかグローバル塾 出願課題（海外進学計画を含めた志望動機及び自己アピールについて、日

本語 1200字以内でエッセイを作成してください。必ず手書きで作成してください。原本 1部及びコピー2部） 

・英語資格証明書のコピー（コピー１部） 

TOEFL iBT、TOEFL ITP（PBT）、TOEFL Junior、IELTS、英検、国連英検又は TOEIC（IP を含

む）、GTEC for STUDENTSのうち、保有するすべてのスコアについて提出。ただし、各資格で最もスコアの高

いものを提出してください。例えば、英検１級と２級を持っている場合は１級のみを提出。） 

・【様式４】おおさかグローバル塾受講に関する誓約書（原本１部） 

②受付期限 

・2018年４月 25日（水曜日）17時必着（郵送または持参のこと） ※期限を延長しました 

※郵送の場合は、特定記録郵便等の記録が残る郵便方法で送付してください。 

   ③出願書類提出先 

     大阪市住之江区南港北１－14－16 大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）37階 

大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 国際課 国際化推進グループ 

おおさかグローバル塾出願書類受付担当 宛て 

７ 受講生募集説明会 （出願希望者はなるべく参加してください） ※終了しました 

日   時：2018年３月 31日（土曜日）13 時から 14時 30分まで（予定） 

場   所：大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）44階 大会議室 

       （所在地：大阪市住之江区南港北１－14－16） 

申込方法：以下の国際課ホームページの申込み画面からお申し込みください。（定員 100 名） 

        http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/ogs-application/index.html 

８ 海外留学セミナー in 大阪 （出願希望者はなるべく参加してください） 

日   時：2018年４月 22日（日曜日）13 時から 15時 30分まで（予定） 

場   所：大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）44階 大会議室 

       （所在地：大阪市住之江区南港北１－14－16） 

申込方法：以下の国際課ホームページの申込み画面からお申し込みください。（定員 100 名） 

          http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/seminar/index.html 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/seminar/index.html


９ 選考方法（予定） 

選考区分 内容 日時 

一次選考 書類選考 結果通知：2018年４月 20日（金曜日）以降 

及び 4月 26日（木曜日）以降 

二次選考 グループ討論・面接選考等※１ 選考日：2018年４月 29日（日曜日） 

結果通知：2018年５月１日（火曜日） 

※１ 二次選考の詳細は、2018年4月16日（月曜日）までに出願された方には、４月20日（金曜日）以

降、一次選考合格者に対し連絡します。また、2018年4月17日（火曜日）以降4月25日（水曜日）

までに出願された方には、4月 26日（木曜日）以降、一次選考合格者に対し連絡します。 

なお、二次選考では、上記内容に加え、筆記（英文）等を併せて実施することがあります。 

10 問合せ先 

大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 国際課 国際化推進グループ 

おおさかグローバル塾出願書類受付担当 

電話番号: 06-6941-0351（内線 2323） 

電子メール: osakaglobal@gbox.pref.osaka.lg.jp 

mailto:osakaglobal@gbox.pref.osaka.lg.jp

