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［ビジネス英語・特別講座］_概要

サンプル サンプル

研修効果研修効果研修効果研修効果

研修研修研修研修のののの目的目的目的目的

今や事業会社の売上の半分以上が
海外源泉である場合は意外と多いのです。
今や日本企業で外国と何らかの関係を持
たずにオペレーションできる企業はないと
いっても過言ではありません。

とはいっても、すぐに必要となる「ビジネス英
語」は、一筋縄ではいきません。

でも、心配無用。ネイティブに英会話を習わ
なくてはという古い強迫概念はもう忘れま
しょう。これからあなたは「外国籍」に変わる
わけではないのです。ここが大切です。異文異文異文異文
化化化化コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのののの技術技術技術技術をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、英語英語英語英語
をををを学学学学ぶことこそがぶことこそがぶことこそがぶことこそが、、、、重要なのです。もうひと
つ、重要なことは、「「「「知知知知っているっているっているっている」」」」英語英語英語英語をををを広広広広
げようとせずにげようとせずにげようとせずにげようとせずに、、、、ごごごご自分自分自分自分がががが「「「「使使使使えるえるえるえる」」」」英語英語英語英語をををを
広広広広げることげることげることげることです。

外国外国外国外国人人人人とととと取引取引取引取引しししし、、、、海外海外海外海外でででで成果成果成果成果をををを上上上上げげげげればいればいればいればい
いのですいのですいのですいのです。。。。そのためにこそそのためにこそそのためにこそそのためにこそ、このビジネス英
語特別講座は役立ちます。

●●●● ビジネスビジネスビジネスビジネス英語英語英語英語をををを学学学学びながらびながらびながらびながら、同時に、異異異異
文化文化文化文化コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのののの「「「「理論理論理論理論」」」」とととと「「「「ノウハウノウハウノウハウノウハウ」」」」
をををを、「、「、「、「フレームワークフレームワークフレームワークフレームワーク」」」」としてとしてとしてとして、、、、身身身身につけることにつけることにつけることにつけること
ができますができますができますができます。。。。

そのため、なんといっても、「納得感」があり、
ビジネス英語の実務への幅広い「応用」が利
きます。

その結果、海外生活や海外取引・交渉の中
で生まれる「ストレス」を上手くマネジメントで
きる「戦略」を身につけることができます。

● また、新しく語彙や表現方法を覚えこむこ
とではなく、知っている語彙と表現で実際に
使える範囲を広げるように再構成することで
す。

● 海外赴任前の研修効果は、絶大です。
海外での取引拡大を目指す海外営業部門の
マネージャー・社員も必見対象です。
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ビジネス英語・特別講座 のメリット

• 異文化適応に関する基本的知識を身につけ、英語で、最も旬なトピック
を学ぶことができます。

• 在日外国在日外国在日外国在日外国((((英英英英・・・・独独独独））））企業企業企業企業でででで、、、、外国人上司外国人上司外国人上司外国人上司・・・・同僚同僚同僚同僚・・・・部下部下部下部下をををを持持持持ったことがありったことがありったことがありったことがあり、、、、
長長長長いいいい期間期間期間期間にわたりにわたりにわたりにわたり異文化環境下異文化環境下異文化環境下異文化環境下でのでのでのでの役員役員役員役員・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント経験経験経験経験があるがあるがあるがある、、、、実
務経験豊富な日本人講師がががが、、、、惜惜惜惜しげもなくしげもなくしげもなくしげもなく、、、、そのそのそのその経験経験経験経験とととと知識知識知識知識ををををワークワークワークワーク
ショップショップショップショップ形式形式形式形式（（（（双方向対話方式双方向対話方式双方向対話方式双方向対話方式））））でででで、、、、ファシリテートファシリテートファシリテートファシリテートしますしますしますします。。。。

• 「「「「異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション理論理論理論理論」」」」のののの最先端最先端最先端最先端をををを披露披露披露披露しますしますしますします。。。。そのそのそのそのフフフフ
レームワークレームワークレームワークレームワークをををを身身身身につけることができますにつけることができますにつけることができますにつけることができます。。。。理論的理論的理論的理論的バックボーンバックボーンバックボーンバックボーンはははは、、、、ジョセジョセジョセジョセ
フフフフ・・・・ショールズショールズショールズショールズ博士博士博士博士（（（（立教大学大学院異文化立教大学大学院異文化立教大学大学院異文化立教大学大学院異文化コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション学科学科学科学科））））にににに
依拠依拠依拠依拠していますしていますしていますしています。。。。

• 異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応のののの理論理論理論理論ををををビジネス英語の世界で、つなぎこみをします。。。。ビジビジビジビジ
ネスネスネスネス英語英語英語英語のののの世界世界世界世界でででで異文化適応理論異文化適応理論異文化適応理論異文化適応理論もももも学学学学べるべるべるべるユニークユニークユニークユニークなななな講座講座講座講座はははは、、、、ここでここでここでここで
しかしかしかしか学学学学べませんべませんべませんべません。。。。
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ビジネス英語・特別講座 のメリット

• レッスンレッスンレッスンレッスン時間時間時間時間はははは、、、、ウィークデイウィークデイウィークデイウィークデイ1111日日日日2222時間時間時間時間（（（（一週間一週間一週間一週間にににに1111回回回回））））でででで3333週間週間週間週間でででで、、、、1111フェーフェーフェーフェー
ズズズズがががが終了終了終了終了しますしますしますします。。。。それをそれをそれをそれを3333フェーズフェーズフェーズフェーズ行行行行いますいますいますいます（（（（合計合計合計合計9999週間週間週間週間）））） 従従従従ってってってって、、、、合計合計合計合計2222ヶヶヶヶ月月月月
半半半半というというというという「「「「ちょうどいいちょうどいいちょうどいいちょうどいい」」」」期間期間期間期間ででででマスターマスターマスターマスターできますできますできますできます。。。。それそれそれそれがががが短時間短時間短時間短時間にににに強力強力強力強力なななな効果効果効果効果
がががが出出出出るるるるハイインパクトセッションハイインパクトセッションハイインパクトセッションハイインパクトセッションののののシリーズシリーズシリーズシリーズなのなのなのなのですですですです。。。。

• 内容内容内容内容ををををカスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズすることですることですることですることで、、、、貴社要望貴社要望貴社要望貴社要望・・・・仕様仕様仕様仕様にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、よりよりよりより短時間短時間短時間短時間でまとでまとでまとでまと
めたりめたりめたりめたり、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな要素要素要素要素をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでよりんでよりんでよりんでより長期長期長期長期にすることもにすることもにすることもにすることも可能可能可能可能ですですですです。。。。

• 査定査定査定査定とととと報告書報告書報告書報告書はははは、、、、各人各人各人各人につきにつきにつきにつき出席状態出席状態出席状態出席状態、、、、向上向上向上向上のののの程度程度程度程度をををを記録記録記録記録しししし、、、、以後以後以後以後のののの参考参考参考参考
ややややアフターケアアフターケアアフターケアアフターケアのためにのためにのためにのために作成作成作成作成いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

• 異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応にににに関関関関するするするする個人適性個人適性個人適性個人適性についてはについてはについてはについては、、、、ジョセフジョセフジョセフジョセフ・・・・ショールズショールズショールズショールズ博士博士博士博士によるによるによるによる
フィードバックフィードバックフィードバックフィードバックがががが受受受受けられますけられますけられますけられます。。。。質問票質問票質問票質問票・・・・個性分析結果個性分析結果個性分析結果個性分析結果・・・・グラフグラフグラフグラフ化化化化・・・・教授本人教授本人教授本人教授本人にににに
よるよるよるよるフィードバックフィードバックフィードバックフィードバック・・・・コメントコメントコメントコメント（（（（英語英語英語英語））））ががががオプションオプションオプションオプションとしてとしてとしてとしてセットセットセットセットされていますされていますされていますされています。。。。

• 研修費用研修費用研修費用研修費用はははは、、、、非常非常非常非常にににに合理的合理的合理的合理的なななな料金料金料金料金ですですですです。。。。料金体系表料金体系表料金体系表料金体系表をごをごをごをご請求請求請求請求くださいくださいくださいください。。。。
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［ビジネス英語・特別講座］ _カリキュラムの1例

■ 所要時間（期間） 合計18時間 (1日2時間9日間）
■ 原則 Basically Bilingual Basically Bilingual Basically Bilingual Basically Bilingual でででで実施実施実施実施しますしますしますします。。。。
■ クラス分けテストなどは実施する必要がありません。
■ 講師は、笈川代表講師が担当します。

異文化適応行動異文化適応行動異文化適応行動異文化適応行動とととと
対人交渉対人交渉対人交渉対人交渉スキルスキルスキルスキルとととと
をををを結合結合結合結合させるさせるさせるさせる。。。。

ケーススタディケーススタディケーススタディケーススタディでででで事事事事
例別例別例別例別・・・・場面別場面別場面別場面別にににに学学学学
ぶぶぶぶ。。。。

Bilingualでででで、、、、効果効果効果効果
をををを体得体得体得体得しながらしながらしながらしながら、、、、応応応応
用用用用するするするする。。。。

欧米欧米欧米欧米ではではではでは学校学校学校学校ややややトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングでででで学学学学ぶぶぶぶ
「「「「対人交渉対人交渉対人交渉対人交渉スキルスキルスキルスキル」」」」をををを英語英語英語英語でででで身身身身につけにつけにつけにつけ
るるるる。。。。(Interpersonal Skill)

職場職場職場職場（（（（海外営業海外営業海外営業海外営業））））でのでのでのでの
対人交渉対人交渉対人交渉対人交渉スキルスキルスキルスキル

2時間時間時間時間（（（（1日日日日））））
××××3日間日間日間日間

P3

異文化異文化異文化異文化のののの中中中中ででででコミュコミュコミュコミュ
ニケーションニケーションニケーションニケーションするするするする方方方方
法論法論法論法論をををを体得体得体得体得するするするする。。。。

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれのコミュニコミュニコミュニコミュニ
ケーションスタイルケーションスタイルケーションスタイルケーションスタイル
にににに応応応応じたじたじたじた場面場面場面場面をををを設設設設
定定定定してしてしてして、、、、Bilingual
ででででワークショップワークショップワークショップワークショップすすすす
るるるる。。。。

日本人日本人日本人日本人がががが英語英語英語英語ででででコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを
とるとるとるとる場合場合場合場合にこそにこそにこそにこそ意識意識意識意識すべきすべきすべきすべき欧米流欧米流欧米流欧米流「「「「4
つのつのつのつのコミュニケーションスタイルコミュニケーションスタイルコミュニケーションスタイルコミュニケーションスタイル」」」」のののの使使使使
いいいい分分分分けをけをけをけを学習学習学習学習しますしますしますします。。。。

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション・・・・スタスタスタスタ
イルイルイルイル

2時間時間時間時間（（（（1日日日日））））
××××3日間日間日間日間

P2

実際実際実際実際ののののアクションプランアクションプランアクションプランアクションプランのののの作成作成作成作成

異文化異文化異文化異文化とはとはとはとは、、、、何何何何かかかか。。。。

見方見方見方見方のののの違違違違いのもたらすものいのもたらすものいのもたらすものいのもたらすもの。。。。

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな事例事例事例事例

講師自己紹介講師自己紹介講師自己紹介講師自己紹介

研修研修研修研修のののの目的目的目的目的・・・・進進進進めめめめ方方方方のののの確認確認確認確認

アイスブレークアイスブレークアイスブレークアイスブレーク

内容内容内容内容

まとめまとめまとめまとめ0.5時間時間時間時間

P4

異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応のののの現実現実現実現実
をををを知知知知りりりり、、、、基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識をををを
身身身身にににに着着着着けるけるけるける。。。。

対話式対話式対話式対話式ののののワークワークワークワーク
ショップショップショップショップ方式方式方式方式によるによるによるによる。。。。
(Bilingualでででで実施実施実施実施））））

異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応にににに関関関関するするするする
最新最新最新最新ののののフレームワークフレームワークフレームワークフレームワーク
をををを学学学学ぶぶぶぶ

2時間時間時間時間（（（（1日日日日））））
××××3日間日間日間日間P1

研修研修研修研修のののの目的目的目的目的をををを明確明確明確明確
にしにしにしにし、、、、研修効果研修効果研修効果研修効果のののの
出出出出やすいやすいやすいやすい場作場作場作場作りをりをりをりを
行行行行ないますないますないますないます。。。。

ゲームゲームゲームゲーム

オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション10

００００

ねらいねらいねらいねらい進進進進めめめめ方方方方学習項目学習項目学習項目学習項目時間配分時間配分時間配分時間配分№№№№

[ビジネス英語・特別講座]は、

東京またはその他の場所も可能。
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FAQ

• 質問質問質問質問
• ビジネスビジネスビジネスビジネス英語英語英語英語セミナーセミナーセミナーセミナーにににに参加参加参加参加するするするする場合場合場合場合ののののクラスクラスクラスクラス分分分分けけけけ試験試験試験試験はあるのですかはあるのですかはあるのですかはあるのですか？？？？
• 参加資格参加資格参加資格参加資格としてとしてとしてとして要求要求要求要求されるされるされるされるＴＯＥＩＣＴＯＥＩＣＴＯＥＩＣＴＯＥＩＣのののの点数点数点数点数はははは何点何点何点何点ぐらいでしょうかぐらいでしょうかぐらいでしょうかぐらいでしょうか？？？？

• 答答答答ええええ
• 参加参加参加参加のためののためののためののためのクラスクラスクラスクラス分分分分けなどのけなどのけなどのけなどの試験試験試験試験はありませんはありませんはありませんはありません。。。。またまたまたまた参加最低必要参加最低必要参加最低必要参加最低必要TOEICのののの点数点数点数点数もありませんもありませんもありませんもありません（（（（日本人日本人日本人日本人のののの平均平均平均平均はははは５００５００５００５００弱弱弱弱のようですがのようですがのようですがのようですが、、、、それそれそれそれ以以以以

下下下下でもでもでもでも大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですですですです。。。。逆逆逆逆にににに700以上以上以上以上のののの人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても眼眼眼眼からからからから鱗鱗鱗鱗ののののセミナーセミナーセミナーセミナーですですですです。）。）。）。）

• 質問質問質問質問
• ではではではでは、、、、どうしてどうしてどうしてどうして英語能力英語能力英語能力英語能力ののののテストテストテストテストがなくてがなくてがなくてがなくて大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか？？？？それでもそれでもそれでもそれでも支障支障支障支障なくなくなくなく上達上達上達上達できるのでしょうかできるのでしょうかできるのでしょうかできるのでしょうか？？？？

• 答答答答ええええ
• 大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、、、、上達上達上達上達できますできますできますできます！！！！それはそれはそれはそれは、「、「、「、「コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション」」」」がががが英語学習英語学習英語学習英語学習のののの目的目的目的目的だからですだからですだからですだからです。。。。言言言言いたいこといたいこといたいこといたいこと聞聞聞聞きたいこときたいこときたいこときたいこと、、、、交渉交渉交渉交渉のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成すればすればすればすればコミュコミュコミュコミュ

ニケーションニケーションニケーションニケーション成立成立成立成立ですですですです。。。。ビジネスビジネスビジネスビジネス英語英語英語英語ももももビジネスビジネスビジネスビジネスのののの成功成功成功成功やややや交渉交渉交渉交渉のののの成立成立成立成立がががが目的目的目的目的ですですですです。。。。それそれそれそれ以上以上以上以上でもそれでもそれでもそれでもそれ以下以下以下以下でもありませんでもありませんでもありませんでもありません。。。。ビジネスビジネスビジネスビジネス英語英語英語英語のののの目的目的目的目的達達達達
成成成成のためにはのためにはのためにはのためには、、、、ネイティブネイティブネイティブネイティブ並並並並みのみのみのみの英語英語英語英語それそれそれそれ自体自体自体自体にはにはにはには価値価値価値価値はないはないはないはない、、、、とさえとさえとさえとさえ言言言言えますえますえますえます。。。。それぐらいのそれぐらいのそれぐらいのそれぐらいの良良良良いいいい発音発音発音発音とととと豊富豊富豊富豊富なななな語彙力語彙力語彙力語彙力があってもがあってもがあってもがあっても、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネス交交交交
渉渉渉渉のののの成功成功成功成功にはにはにはには結結結結びつきませんびつきませんびつきませんびつきません。。。。そこにそこにそこにそこに必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは「「「「高高高高いいいいコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力」」」」をををを身身身身につけることとにつけることとにつけることとにつけることと「「「「インターパーソナルインターパーソナルインターパーソナルインターパーソナル・・・・スキルスキルスキルスキル」」」」とととと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる対人対人対人対人
関係構築関係構築関係構築関係構築ののののスキルスキルスキルスキルをををを上手上手上手上手くくくく身身身身につけてしまうことですにつけてしまうことですにつけてしまうことですにつけてしまうことです。。。。これはこれはこれはこれは日本語日本語日本語日本語でもでもでもでも英語英語英語英語でもでもでもでも実実実実はははは同同同同じことでじことでじことでじことで、、、、日本人日本人日本人日本人にとってはむしろにとってはむしろにとってはむしろにとってはむしろ英語英語英語英語をををを使使使使ったったったった方方方方がががが無理無理無理無理
なくなくなくなく習得習得習得習得できるのですできるのですできるのですできるのです。。。。

• おおおお分分分分かりいただいたようにかりいただいたようにかりいただいたようにかりいただいたように、、、、このこのこのこのビジネスビジネスビジネスビジネス英語特別講座英語特別講座英語特別講座英語特別講座ではではではでは、、、、このこのこのこのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションののののベストプラクティスベストプラクティスベストプラクティスベストプラクティスをををを習得目標習得目標習得目標習得目標としているのでとしているのでとしているのでとしているので、、、、語彙語彙語彙語彙力力力力ののののテテテテ
ストストストストなどはなどはなどはなどは不要不要不要不要なのですなのですなのですなのです。。。。もしもしもしもし貴方貴方貴方貴方ががががネイティブネイティブネイティブネイティブのののの講師講師講師講師のののの英会話英会話英会話英会話につきあってみたいにつきあってみたいにつきあってみたいにつきあってみたい場合場合場合場合はそのようなはそのようなはそのようなはそのような英会話学校英会話学校英会話学校英会話学校にににに行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。もしもしもしもし貴方貴方貴方貴方がががが英英英英
文法文法文法文法をををを勉強勉強勉強勉強したければしたければしたければしたければ英語学校英語学校英語学校英語学校へどうぞへどうぞへどうぞへどうぞ。。。。このこのこのこの講座講座講座講座ではではではでは、、、、留学経験留学経験留学経験留学経験せずともせずともせずともせずとも、「、「、「、「日本日本日本日本にいながらにいながらにいながらにいながら、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスをををを成功成功成功成功にににに導導導導くくくく英語英語英語英語をををを身身身身につけられるにつけられるにつけられるにつけられる！」！」！」！」
それがそれがそれがそれがビジネスビジネスビジネスビジネス英語特別講座英語特別講座英語特別講座英語特別講座ですですですです。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも、、、、学学学学ぶみなさんとぶみなさんとぶみなさんとぶみなさんと講師講師講師講師とのとのとのとのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションもももも大切大切大切大切ですからですからですからですから、、、、レッスンレッスンレッスンレッスンでででで使使使使われるわれるわれるわれる言言言言語語語語はははは
英語英語英語英語・・・・日本語日本語日本語日本語ののののバイリンガルバイリンガルバイリンガルバイリンガルですですですです。。。。

• 質問質問質問質問
• どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの期間期間期間期間、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネス英語英語英語英語にににに参加参加参加参加すればいいですかすればいいですかすればいいですかすればいいですか？？？？

• 答答答答ええええ
• レッスンレッスンレッスンレッスン時間時間時間時間はははは、、、、ウィークデイウィークデイウィークデイウィークデイ1日日日日2時間時間時間時間（（（（週週週週1回回回回））））ののののインターバルインターバルインターバルインターバルでででで、、、、3週間週間週間週間でででで1フェーズフェーズフェーズフェーズがががが終了終了終了終了しますしますしますします。。。。それをそれをそれをそれを３３３３フェーズフェーズフェーズフェーズ行行行行いますいますいますいます。（。（。（。（合計合計合計合計9週間週間週間週間））））これこれこれこれ

がががが標準標準標準標準タームタームタームタームですですですです。。。。2ヶヶヶヶ月半月半月半月半でででで、、、、貴方貴方貴方貴方がががが今遭遇今遭遇今遭遇今遭遇しているまたはこれからしているまたはこれからしているまたはこれからしているまたはこれからチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジするするするする「「「「英語英語英語英語ででででビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」のののの現実現実現実現実にににに結果結果結果結果でででで答答答答えをえをえをえを出出出出せるようになりませるようになりませるようになりませるようになりま
すすすす。。。。
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• 質問質問質問質問
• 本当本当本当本当にににに、、、、現実現実現実現実にににに使使使使えるえるえるえるビジネスビジネスビジネスビジネス英語英語英語英語がががが身身身身にににに着着着着くのですかくのですかくのですかくのですか？？？？

• 答答答答ええええ
• まずまずまずまず、、、、レッスンレッスンレッスンレッスンにににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。それともうひとつそれともうひとつそれともうひとつそれともうひとつ。。。。初初初初めにめにめにめに貴方貴方貴方貴方ののののゴールゴールゴールゴールをををを設定設定設定設定しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。問題問題問題問題はははは、、、、ゴールゴールゴールゴールのののの立立立立

てててて方方方方なのですなのですなのですなのです。。。。私達私達私達私達ビジネスパーソンビジネスパーソンビジネスパーソンビジネスパーソンがががが大大大大きくきくきくきく成長成長成長成長するためにはするためにはするためにはするためには自分自分自分自分のののの将来将来将来将来なりたいなりたいなりたいなりたい姿姿姿姿をををを明確化明確化明確化明確化しししし、、、、壮大壮大壮大壮大ななななビジョンビジョンビジョンビジョンをををを描描描描くくくく
ことはことはことはことは重要重要重要重要なことですなことですなことですなことです。。。。ただただただただ、、、、大大大大きなきなきなきなビジョンビジョンビジョンビジョンをををを描描描描けばけばけばけば描描描描くほどくほどくほどくほど現実現実現実現実とのとのとのとのギャップギャップギャップギャップがががが立立立立ちはだかりますちはだかりますちはだかりますちはだかります。。。。そんなそんなそんなそんな時時時時、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは
そのそのそのそのギャップギャップギャップギャップをををを埋埋埋埋めるためにとてつもなくめるためにとてつもなくめるためにとてつもなくめるためにとてつもなく難難難難しいしいしいしい目標目標目標目標をををを立立立立てててててててて挑戦挑戦挑戦挑戦したことはないでしょうかしたことはないでしょうかしたことはないでしょうかしたことはないでしょうか？？？？思思思思いいいい立立立立ったったったった数日間数日間数日間数日間はははは高高高高いいいい目目目目
標達成標達成標達成標達成にににに向向向向けてけてけてけて挑戦挑戦挑戦挑戦するもののするもののするもののするものの、、、、成果成果成果成果がががが表表表表れないのにれないのにれないのにれないのに疲疲疲疲れてすぐにれてすぐにれてすぐにれてすぐに目標目標目標目標をををを諦諦諦諦めてしまったということをめてしまったということをめてしまったということをめてしまったということを多多多多くのくのくのくの人人人人がががが経験経験経験経験しししし
ていることからもていることからもていることからもていることからも明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。ではではではでは、、、、どうすればいいのでしょうかどうすればいいのでしょうかどうすればいいのでしょうかどうすればいいのでしょうか？？？？

• それはそれはそれはそれは“できることからできることからできることからできることから小小小小さくさくさくさく始始始始めるめるめるめる”ということですということですということですということです。。。。高高高高いいいいコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力としっかりしたとしっかりしたとしっかりしたとしっかりした対人交渉能力対人交渉能力対人交渉能力対人交渉能力をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける
ことことことこと、、、、そしてそしてそしてそして英語英語英語英語をををを使使使使ってってってって実行実行実行実行ししししコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを成功成功成功成功させるさせるさせるさせる訓練訓練訓練訓練をすることがをすることがをすることがをすることがポイントポイントポイントポイントですですですです。。。。実際実際実際実際ののののビジネスビジネスビジネスビジネスののののプロセスプロセスプロセスプロセス
にににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、英語英語英語英語でのでのでのでの成功体験成功体験成功体験成功体験とととと失敗体験失敗体験失敗体験失敗体験ををををワークショップワークショップワークショップワークショップ形式形式形式形式でででで訓練訓練訓練訓練しますしますしますします。。。。ワークショップワークショップワークショップワークショップでもでもでもでも最初最初最初最初はははは仮想題材仮想題材仮想題材仮想題材ですですですです
がががが、、、、すぐすぐすぐすぐ実際実際実際実際ののののビジネスビジネスビジネスビジネス空間空間空間空間にににに題材題材題材題材がががが移移移移っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。そのようなそのようなそのようなそのような努力努力努力努力をできることからをできることからをできることからをできることから始始始始めめめめ、、、、コツコツコツコツコツコツコツコツとととと階段階段階段階段をををを上上上上るようにるようにるようにるように
ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの実現実現実現実現へとへとへとへと近近近近づいていけばいいのですづいていけばいいのですづいていけばいいのですづいていけばいいのです。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、自分自分自分自分のののの能力能力能力能力をををを極端極端極端極端にににに上回上回上回上回るるるるチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジもないのでもないのでもないのでもないので、、、、無理無理無理無理なくなくなくなく
一歩一歩一歩一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出すことができますしすことができますしすことができますしすことができますし、、、、継続継続継続継続するにもするにもするにもするにも困難困難困難困難がががが伴伴伴伴わないのでわないのでわないのでわないので、、、、気付気付気付気付いたいたいたいた時時時時にはにはにはには途方途方途方途方もないともないともないともないと感感感感じていたじていたじていたじていた高高高高いいいい目目目目
標標標標・・・・自分自分自分自分がががが現実現実現実現実にににに使使使使えるえるえるえる英語英語英語英語にににに近近近近づいているのですづいているのですづいているのですづいているのです。。。。

• 質問質問質問質問
• 電話電話電話電話ややややテレフォンカンフェレンステレフォンカンフェレンステレフォンカンフェレンステレフォンカンフェレンスでででで、、、、自信自信自信自信をををを持持持持ってってってって会話会話会話会話をををを進進進進められるようになりますかめられるようになりますかめられるようになりますかめられるようになりますか？？？？

• 答答答答ええええ
• 電話電話電話電話もももも、、、、限定的手段限定的手段限定的手段限定的手段しかしかしかしか使使使使えないけれどやはりえないけれどやはりえないけれどやはりえないけれどやはりコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションなのですなのですなのですなのです。。。。誤解誤解誤解誤解せずせずせずせず、、、、またまたまたまた、、、、誤解誤解誤解誤解させずにさせずにさせずにさせずに、、、、理解理解理解理解するするするする、、、、

理解理解理解理解させるさせるさせるさせる技術技術技術技術をををを、、、、状況状況状況状況にににに応応応応じてじてじてじて、、、、構成構成構成構成していきますしていきますしていきますしていきます。。。。これもこれもこれもこれも、、、、単単単単にににに文例文例文例文例だけだけだけだけ覚覚覚覚えていてもえていてもえていてもえていても、、、、発音発音発音発音ががががネイティブネイティブネイティブネイティブでもそれらはでもそれらはでもそれらはでもそれらは、、、、
全全全全くくくく役役役役にににに立立立立ちませんちませんちませんちません。。。。電話会話電話会話電話会話電話会話こそこそこそこそビジネスビジネスビジネスビジネス英会話英会話英会話英会話つまりつまりつまりつまり仕事仕事仕事仕事ののののコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのののの基本基本基本基本なのですなのですなのですなのです。。。。英語英語英語英語でのでのでのでの電話電話電話電話ををををゴーゴーゴーゴー
ルルルルにすることもできますねにすることもできますねにすることもできますねにすることもできますね。。。。レッスンレッスンレッスンレッスンではではではでは、、、、このこのこのこの分野分野分野分野もももも重要重要重要重要なななな時間時間時間時間としてとしてとしてとして割割割割りりりり当当当当てられていますてられていますてられていますてられています。。。。他方他方他方他方、、、、テレフォンカンフェレテレフォンカンフェレテレフォンカンフェレテレフォンカンフェレ
ンスンスンスンスははははネイティブネイティブネイティブネイティブにとってもにとってもにとってもにとってもコンテクストコンテクストコンテクストコンテクストがわからないとがわからないとがわからないとがわからないと非常非常非常非常にににに聴聴聴聴きききき取取取取りりりり難難難難いのですいのですいのですいのです。。。。コンテクストコンテクストコンテクストコンテクストををををシッカリシッカリシッカリシッカリ理解理解理解理解しつつしつつしつつしつつ、、、、聴聴聴聴
きききき取取取取れないれないれないれない部分部分部分部分をををを明確明確明確明確にににに聞聞聞聞きききき返返返返したりしたりしたりしたりパラフレーズパラフレーズパラフレーズパラフレーズすることがすることがすることがすることが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。これはこれはこれはこれは英語英語英語英語のののの技術技術技術技術よりもよりもよりもよりもattitudeのののの課題課題課題課題でででで
しょうしょうしょうしょう。。。。
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［ビジネス英語・特別講座］ _参考資料

[会社会社会社会社をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくくグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化のののの現実現実現実現実]

今や事業会社の売上の半分以上が海外源泉である場合は意外と多いのです。そこでは、
取引先や顧客が海外であることが特徴です。他方、再生しようとする会社だけでなく実は
業績の良い会社であればあるほど株主構成も外人株主が相当のシェアを占め始めている
ことも多いのです。
このような環境の変化は自社の強みを生かし、弱みを補強してゆく中で、確固たる戦略を
確立し実行することこそが生き残りの道です。ところが、こうした内外を取り巻くグローバル
化の中にあって、そのような確固たる戦略を確立することは日本企業にとって至難のことで
す。日本的な強みを失わずに、グローバル化にも巧妙に対応する必要があります。

[異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応のののの時代時代時代時代へへへへ]
しかし、キーパーソンだけを海外に2年間あるいは1年間ＭＢＡ留学させる時代は終わりまし

た。また、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる英語屋英語屋英語屋英語屋さんではさんではさんではさんでは、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネス実務実務実務実務はははは仕切仕切仕切仕切ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。。。。今や、実務
に長けた中堅マネージャーが社内で、しっかりと仕事をこなしながら、グローバル化に相応し
た内容で、「異文化適応ノウハウ」を身につけなければならない時代が到来しました。
もちろん、海外赴任を控えるビジネスパーソンだけでなく、海外市場を相手にしている海外
営業部や海外子会社を束ねるホールディングカンパニーにとっても、これは必須事項です。

[日本人日本人日本人日本人のためののためののためののためのビジネスビジネスビジネスビジネス英語英語英語英語のののの時代時代時代時代へへへへ]

そのためのそのためのそのためのそのためのツールツールツールツールとしてとしてとしてとしてビジネスビジネスビジネスビジネス英語英語英語英語は、ビジネス上のコミュニケーション・交渉の道具です。
そのためには実務経験のない英語講師やネイティブスピーカーではなく、留学経験がなくて
も、これだけの英語力を身につけることができ、それを現実に使えることを伝授できる、日
本のビジネスパーソンの気持ちのわかる、そのような日本人講師こそ求められているのです。
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• 「英語でプレゼンテーション」 クラス 10時間
• （5時間/1日 合計2日）

このこのこのこの科目科目科目科目をををを追加追加追加追加するとするとするとすると、、、、英語英語英語英語ででででプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションするするするする機会機会機会機会をををを前前前前にしたにしたにしたにした日本日本日本日本
人人人人ビジネスパーソンビジネスパーソンビジネスパーソンビジネスパーソンにににに絶対絶対絶対絶対のののの自信自信自信自信をつけさせますをつけさせますをつけさせますをつけさせます。。。。人前人前人前人前でででで英語英語英語英語をををを話話話話すすすす訓練訓練訓練訓練をしをしをしをし
たいたいたいたい方方方方、、、、英語英語英語英語でのでのでのでのリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ能力能力能力能力をつけたいをつけたいをつけたいをつけたい方方方方にもにもにもにも最適最適最適最適ですですですです。。。。

実際実際実際実際にににに、、、、英語プレゼンを得意とする日本人講師と実務経験のある外国人講
師がペアとなってとなってとなってとなって、、、、ワークショップワークショップワークショップワークショップ形式形式形式形式でででで学学学学ぶことができますぶことができますぶことができますぶことができます。。。。参加者参加者参加者参加者はははは、、、、段階段階段階段階をををを
追追追追ってってってって重要事項重要事項重要事項重要事項をををを学学学学びつつびつつびつつびつつ、、、、実際実際実際実際ににににパフォームパフォームパフォームパフォームしますのでしますのでしますのでしますので、、、、「気づき」を発見し、
「場数をふむ」ことができるのですのですのですのです。。。。最後最後最後最後にににに実際実際実際実際にににに一人一人英語一人一人英語一人一人英語一人一人英語ででででプレゼンプレゼンプレゼンプレゼンをををを実実実実
行行行行してみますしてみますしてみますしてみます。。。。そのそのそのその様子様子様子様子はははは、、、、ビデオビデオビデオビデオ撮撮撮撮りされりされりされりされ（（（（外国人技師外国人技師外国人技師外国人技師がががが行行行行いますのでいますのでいますのでいますので、、、、聴衆聴衆聴衆聴衆
がががが外国人外国人外国人外国人というというというという臨場感臨場感臨場感臨場感がありますがありますがありますがあります。）。）。）。）それをそれをそれをそれをＣＤＣＤＣＤＣＤにににに焼焼焼焼きききき、、、、講師講師講師講師のののの講評講評講評講評とととと有益有益有益有益ななななアアアア
ドバイスドバイスドバイスドバイスがががが一人一人一人一人一人一人一人一人なされますなされますなされますなされます。。。。外国人外国人外国人外国人もももも参加可能参加可能参加可能参加可能。。。。

経験豊富経験豊富経験豊富経験豊富なななな講師講師講師講師ののののファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーションででででレッスンレッスンレッスンレッスンをををを進進進進めますめますめますめます。（。（。（。（土曜土曜土曜土曜、、、、日曜日曜日曜日曜のののの
みみみみ開講開講開講開講））））

研修費用詳細研修費用詳細研修費用詳細研修費用詳細はははは、、、、別途別途別途別途おおおお見積見積見積見積りによりますりによりますりによりますりによります。。。。

ビジネス英語・特別講座 アドバンストアドバンストアドバンストアドバンスト・コース (オプション）
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•「英語で報告書、英語でメール 2ヶ月間コース」
•2時間/週1日 合計8回

日本日本日本日本でででで、、、、経験豊富な日本人講師と実務経験のある外国人講師ペアでででで、、、、きききき
ちんとちんとちんとちんと、、、、まとまったまとまったまとまったまとまった「報告書・レポート作成」とととと「「「「Ｅｍａｉｌ」作成極意」」」」のののの専門的専門的専門的専門的
講義講義講義講義をををを受受受受けておくことはけておくことはけておくことはけておくことは、、、、現代現代現代現代ののののビジネスパーソンビジネスパーソンビジネスパーソンビジネスパーソンにとってにとってにとってにとって、、、、必須事項必須事項必須事項必須事項ですですですです。。。。
現地現地現地現地にいってからのにいってからのにいってからのにいってからのトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングではではではでは遅遅遅遅すぎますすぎますすぎますすぎます。。。。

それだけでなくそれだけでなくそれだけでなくそれだけでなく、、、、日本日本日本日本でででで海外営業海外営業海外営業海外営業・・・・海外取引海外取引海外取引海外取引・・・・海外海外海外海外Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａなどするときになどするときになどするときになどするときに
もももも絶対絶対絶対絶対にににに必要必要必要必要となるとなるとなるとなるスキルスキルスキルスキルですですですです。。。。ロジックロジックロジックロジックをををを追追追追いながらいながらいながらいながら、、、、現場のビジネス英
語でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと学学学学びますびますびますびます。。。。

しかもしかもしかもしかも、、、、無駄無駄無駄無駄をををを省省省省いていていていて、、、、役役役役にににに立立立立つことしかやりませんつことしかやりませんつことしかやりませんつことしかやりません。。。。異文化問題異文化問題異文化問題異文化問題とととと慣習慣習慣習慣習・・・・
法令法令法令法令のののの違違違違いのいのいのいの問題問題問題問題などもなどもなどもなども考慮考慮考慮考慮にいれますにいれますにいれますにいれます。。。。単単単単にににに英語表現英語表現英語表現英語表現ののののテクニックテクニックテクニックテクニックだだだだ
けをけをけをけを伝授伝授伝授伝授するものではありませんするものではありませんするものではありませんするものではありません。。。。

担当講師担当講師担当講師担当講師はははは、、、、ユニバーサルブレインズユニバーサルブレインズユニバーサルブレインズユニバーサルブレインズ グローバルマネジメントグローバルマネジメントグローバルマネジメントグローバルマネジメント・・・・渉外渉外渉外渉外スペスペスペスペ
シャリストシャリストシャリストシャリストですですですです。。。。
研修費用詳細研修費用詳細研修費用詳細研修費用詳細はははは、、、、別途別途別途別途おおおお見積見積見積見積りによりますりによりますりによりますりによります。。。。

ビジネス英語・特別講座 アドバンストアドバンストアドバンストアドバンスト・コース (オプション）
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会社概要

社名： ユニバーサル・ブレインズ株式会社

所在地： 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 アスパ日本橋 電話： (03)-6214-2238

アクセス：地下鉄半蔵門線三越前駅 B1出口 徒歩０分
地下鉄銀座線三越前駅 A5出口 徒歩４分
地下鉄東西線日本橋駅 A1出口 徒歩４分
JR 東京駅 日本橋口 徒歩５分

設立： 2006年4月

代表者： 代表取締役社長 笈川 義基

アソシエイトメンバー：１１名

資本金： 10,000,000円（2008年2月1日現在）

事業内容： 経営戦略系コンサルティング、組織・人事コンサルティング、スキル・トレーニングサービス、社内研修受託サービス、リスクマネジメント・コン
サルティング、
金融関連コンサルティング(商品開発、保険計理分析、資本政策、ガバナンス確立支援、規制対応支援）、出版
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会社概要

笈川義基 （おいかわよしもと） 代表取締役社長
1952年生まれ。東京大学法学部卒業。
英国系総合商社、英国系損害保険会社、ドイツ系損害保険会社において、営業、業務、ＩＴ，再保険、商品開発、コンプライアンス・オフィサー、経営企
画、Ｍ＆Ａ，人事担当役員などの基幹業務を現場長として経験した。4年間の取締役としての活動後、人事コンサルタント業務（戦略ＨＲＭ）および研修
事業を行うユニバーサル・ブレインズ株式会社を立ち上げる。

戦略人事戦略人事戦略人事戦略人事（経営戦略と人事との一貫性）を旗印に、企業の成長原動力であるヒトと組織をいかに結合するかの解を求め、グローバル化する大企業だけ
でなく成長ステージにある中小企業をも実務能力と現場感覚で支援する。何が課題なのか、困ったことが何かがわからずに悩む経営者への、Solution Solution Solution Solution 
ProviderProviderProviderProvider（（（（課題解決請負人課題解決請負人課題解決請負人課題解決請負人）となる。

日本震災パートナーズ株式会社 元監査役 （金融庁登録日本最初のミニ保険会社）

社会活動社会活動社会活動社会活動
六本木アカデミーヒルズライブラリーメンバー。六本木Bizビジネススクール講師。
国際公正取引ＮＰＯ理事。
組織人事監査協会公認パーソネルアナリスト。

学会活動学会活動学会活動学会活動
人材育成学会（会員）
産業組織心理学会（会員）
経営行動科学学会（会員）

公的活動公的活動公的活動公的活動
内閣府 地域経営研究会 委員歴任（2008～2009）
内閣府 経済社会総合研究所 「地域経営の観点からの地方再生に関する調査研究」報告書
報告内容


