国際ビジネス科
■国際ビジネスコース

( 日本人向け )[２年制 ]

グローバルに活躍したい！﹂

専門学校盛岡カレッジオブビジネス

モリカレ国際ビジネス科 (２年コース )３つの特徴
英語力を高める！
圧倒的な英語力を身に付ける

語学プログラム！

1

社会人基礎を身に付ける！

２

就職後に役立つスキル
をＧＥＴ！

選べる留学制度！
短期〜中期の

留学が可能です！

﹁英語力を磨いて

岩手県盛岡市

キミの夢を全力でサポートします！

ＭＣＬ専門学校グループ

３

「読む・書く・聞く・話す」の能力を基礎から発

社会人として必要となる、ＰＣスキル、ビジネス

語学力のみならず、人間的な成長も遂げられる

展まで、様々な形の授業を通して実力を磨きま

マナーなどを基礎から学びます。また、ホスピ

留学を通じて、国内外で活躍できるグローバル

す！就職時に有利となる検定のスコアを目指し、

タリティ、トラベル分野のサービススキルを習

人材を目指します。留学経験のあるスタッフが

インプットとアウトプットを毎日繰り返し学習

得。さらには国内外の企業で活躍するために、

皆さんをバックアップし、その効果を最大限に

します。

国際的なビジネス習慣にも触れます。

高めます。

From basic to advanced ability of "Reading, Writing,

You will learn PC skills, business etiquette etc

Through studying abroad where not only

Listening and Talking", you can improve your skills

from the basics that are necessary for working in

language skills but also human growth can be

through various forms of lesson!

Japan.Also, you can acquire service skills in the

achieved, you can become a global person who

You will learn lots of knowledge through inputs

hospitality ﬁeld.

can be successful in domestic and overseas.

and outputs on a daily basis aiming at getting

Furthermore, you can come in touch with

Staﬀ with experience of studying abroad will

qualiﬁcations that will be advantageous at the time

international business customs so as to be

back you up and maximize its eﬀect.

of a recruitment exam.

successful in companies in Japan and overseas.

専門学校盛岡カレッジオブビジネス

国際ビジネス科
●

POINT 1 英語力とビジネススキルをバランスよく身に付けるカリキュラム
英語を基礎から学ぶ語学習得のための授業や、将来グローバルに活躍するための知識とスキルをマスターします。
You can learn English from the elementary to advanced level through the everyday lessons and also master knowledge and skills for success in global business ﬁeld in the
future.
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１・２限目

英語基礎

Presentation Skill

TOEIC 対策

経営戦略

TOEIC 対策

３・４限目

ビジネスマナー

一般教養

中国語

海外研究
ビジネススキル

サービス接遇

５・６限目

PC スキル

就職研究

●

POINT ２ ＴＯＥＩＣで高得点を取得し、就職を有利に進める！
英語検定「TOEIC」は、企業への就職や入社後の昇進に使用される英語力を測るテストで、外資系企業はもとより、楽天やユニクロなどの２０００社
を超える日本企業がこのテストを採用しています。国際ビジネス科では、就職時に有利となる「TOEIC ５５０〜６００」( 大卒平均５０２点 ) を目標に、
通常の授業及び留学前後の集中プログラムで学び、高得点を目指します。
The English test "TOEIC" is a test to measure English ability on a recruitment examination at a company and after joining the company and English proﬁciency of
foreign-aﬃliated companies. More than 2,000 companies including Rakuten and UNIQLO etc are adopting this test.
The international business department aims for a high score by learning with regular lessons and an intensive program before and after the study abroad program, aiming at
"TOEIC 550 - 600 " which becomes advantage at the time of a recruitment exam.

STEP１ レギュラー授業
・英語基礎
・TOEIC 対策

➡

まずは基礎的な英語力を身につ
け、高得点を狙うための単語力、
リスニング力、文章読解能力の
下地を作ります。

STEP２ 留学前、留学中

STEP３ 留学後

・Oral Communication
・Presentation Skill Basic

・TOEIC 対策特講
・Presentation Skill Intermediate

➡

留学に向け、現地で学習効果を
最大限に高めるために、質問す
る力など会話力を磨き、現地で

学費

講し、TOEIC 試験での高得点を

語脳を作ります。

狙います。

■卒業後の進路
１年次

２年次

100,000 円

一

授業料

490,000 円

490,000 円

施設設備費

180,000 円

180,000 円

維持費

150,000 円

150,000 円

920,000 円

820,000 円

合計

め、帰国後すぐに特別講座を受

は、英語漬けの日々を送り、英

■学費について
入学金

留学中に身につけた英語力を
TOEIC 試験に最大限に活かすた

【就

職】

・外資系企業 ( ホテル・貿易など )
・国内企業海外支店

など

【進

学】

・海外及び国内大学への編入

【学費に関する特記事項】

※大学編入には一定の成績を満たす必要があります

※上記の他に補助活動費 ( 検定費、テキスト代など ) が 158,000 円程度必要となります。
※留学費用については、別途の案内となります。尚、該当費用については、有給インターンシップ制度の給与を充てることが可能です。
詳しくは、本校までお問い合わせください。
出願期間など詳しくは、モリカレホームページをご覧ください。→

モリカレ

文部科学省 職業実践専門課程 認定校

岩手県認可

MCL 専門学校盛岡カレッジオブビジネス
〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原 3-1-18

０１２０-６５１-５０１
《ＪＲ盛岡駅徒歩１０分》

TEL.019-651-5001

FAX.019-651-5015

校内イベントの様子を随時更新中！

盛岡カレッジオブビジネス
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