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［異文化ビジネス・コミュニケーション］_概要

サンプル サンプル研修効果研修の目的

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。

しかし、外国で事業を興し、取引を拡大し、
海外で成果を上げるには大きなハードルが
あります。それを乗り越えるためには、第一
線マネージャーに要求されるスキルを具体
的にかつ幅広く身につける必要があります。

「国際ビジネスプロ」養成コースでは講師に
よる問題提起と討議を中心にワークショッ

プ方式で行います。
（単なる講義形式ではありません。）

講師は、在日外国(英・独）企業で、外国人

上司・同僚・部下を持ち、役員・マネジメント
経験のある、実務経験豊富な講師が担当

します。

異文化コミュニケーションの「理論」と「ノウ
ハウ」を、「フレームワーク」として、身につ

けることができます。

そのため、なんといっても、「納得感」があ
り、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。

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。

グローバル人事部門（ＨＲＭ）にとっても受
講はたいへんに有益です。
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［異文化ビジネス・コミュニケーション］ _カリキュラムの1例

■ 所要時間（期間） 合計12時間 (2日間）

実戦的実戦的実戦的実戦的なななな答答答答えのえのえのえの発発発発
見見見見

実際実際実際実際のののの企業企業企業企業におけにおけにおけにおけ
るるるる異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応のののの実実実実
態態態態とととと豊富豊富豊富豊富ななななケースケースケースケース
スタディスタディスタディスタディをををを行行行行うううう。。。。

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ビジネスビジネスビジネスビジネスののののコツコツコツコツ。。。。

各企業各企業各企業各企業におけるにおけるにおけるにおける異文化問題異文化問題異文化問題異文化問題のののの背景背景背景背景とととと
分析分析分析分析、、、、対応対応対応対応、、、、成功例成功例成功例成功例とととと失敗例失敗例失敗例失敗例。。。。

ビジネスビジネスビジネスビジネス上上上上のののの反映反映反映反映

異文化異文化異文化異文化ととととマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング
戦略戦略戦略戦略

異文化異文化異文化異文化とととと商品商品商品商品・・・・市場戦略市場戦略市場戦略市場戦略

4.5時間時間時間時間

5

脳生理学脳生理学脳生理学脳生理学のののの知見知見知見知見とととと
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をををを
結合結合結合結合させるさせるさせるさせる。。。。

事例事例事例事例をををを多多多多くくくく学学学学ぶぶぶぶ。。。。

最新最新最新最新のののの仮説仮説仮説仮説とそのとそのとそのとその
適用例適用例適用例適用例をををを知知知知るるるる。。。。

最新最新最新最新のののの異文化理論異文化理論異文化理論異文化理論をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。

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
をををを学習学習学習学習するするするする。。。。

最新最新最新最新のののの脳生理学脳生理学脳生理学脳生理学からのからのからのからの
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

2時間時間時間時間

3

問題点問題点問題点問題点をををを知知知知るるるる。。。。過去過去過去過去のののの考考考考ええええ方方方方のののの限限限限
界界界界をををを知知知知るるるる。。。。

伝統的伝統的伝統的伝統的なななな異文化論異文化論異文化論異文化論のののの典型典型典型典型についてについてについてについて、、、、
具体的具体的具体的具体的にににに学学学学ぶぶぶぶ。。。。

ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・ダーウィニズダーウィニズダーウィニズダーウィニズ
ムムムムによるによるによるによる解釈解釈解釈解釈

1時間時間時間時間

2

学学学学んだんだんだんだ異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応
「「「「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
応用応用応用応用できるようにすできるようにすできるようにすできるようにす
るるるる。。。。

異文化環境異文化環境異文化環境異文化環境へのへのへのへの戦戦戦戦
略的対応略的対応略的対応略的対応をををを具体的具体的具体的具体的
にににに対話式対話式対話式対話式でででで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するするするする。。。。

異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応はははは、「、「、「、「慣慣慣慣れれれれ」」」」のののの問題問題問題問題ではなではなではなではな
くくくく、「、「、「、「方法論方法論方法論方法論」」」」あるいはもののあるいはもののあるいはもののあるいはものの見方見方見方見方にににに関関関関
するするするする個人個人個人個人のののの「「「「戦略戦略戦略戦略」」」」であることをであることをであることをであることを学学学学ぶぶぶぶ。。。。
「「「「気気気気づきづきづきづき」」」」についてについてについてについて、、、、学学学学ぶぶぶぶ。。。。

Deep Culture理論理論理論理論をををを身身身身
につけるにつけるにつけるにつける

3時間時間時間時間

4

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

6

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。。。。

異文化異文化異文化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
課題課題課題課題についてについてについてについて

1.5時間時間時間時間

1

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№№№№

[異文化適応とビジネス]
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［異文化ビジネス・コミュニケーション］ _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、いわゆる英語屋さんでは、ビジネス実務は仕切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。
なにより、社内外の異文化は、「「「「ダイバーシティダイバーシティダイバーシティダイバーシティ」」」」としての意味をもち、企業の変革的成

長つまりイノベーションをもたらす源でもあるのです。
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異文化ビジネス・コミュニケーション のメリット

• 異文化適応に関する基本的知識を身につけ、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役役役
員経験員経験員経験員経験・・・・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
（（（（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。。。。

• 「「「「異文化適応理論異文化適応理論異文化適応理論異文化適応理論」」」」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。（。（。（。（大学院ＭＢＡと内
容提携））））

• 豊富豊富豊富豊富なななな事例研究事例研究事例研究事例研究をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、異文化適応方法と実際のビジネス（市場戦略等）とのつなぎこみをしますをしますをしますをします。。。。

• ウィークデイウィークデイウィークデイウィークデイ2222日日日日（（（（またはまたはまたはまたは土日土日土日土日））））にににに、、、、短期間短期間短期間短期間集中集中集中集中でででで要点要点要点要点をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと身身身身につけるにつけるにつけるにつけることができますことができますことができますことができます。。。。これこれこれこれでででで、、、、基本知識基本知識基本知識基本知識をををを
実際実際実際実際ののののワークプレースワークプレースワークプレースワークプレースでででで実践実践実践実践するするするする講師講師講師講師だけがだけがだけがだけが可能可能可能可能とするとするとするとする「「「「実戦実戦実戦実戦ノウハウノウハウノウハウノウハウ」」」」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。。。。それはそれはそれはそれは短時短時短時短時
間間間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ハイインパクトハイインパクトハイインパクト・・・・セッションセッションセッションセッションですですですです。。。。

• 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、、、、標準標準標準標準12121212時間時間時間時間（（（（2222日間日間日間日間））））ですがですがですがですが、、、、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、、、、貴社仕様貴社仕様貴社仕様貴社仕様にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、短時間短時間短時間短時間にするにするにするにする
こともこともこともことも可能可能可能可能ですですですです。。。。

• 異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応ととととビジネスビジネスビジネスビジネスだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、実践的実践的実践的実践的なななな「職場の対人学・コミュニケーション」論（次ページ）についてもについてもについてもについても、、、、追加追加追加追加トトトト
ピックピックピックピックとすることがとすることがとすることがとすることが可能可能可能可能ですですですです。（。（。（。（このこのこのこの講座講座講座講座はははは、、、、単単単単なるなるなるなるアカデミックアカデミックアカデミックアカデミックなななな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教授教授教授教授ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。職職職職
場場場場でのでのでのでの対立解消対立解消対立解消対立解消、、、、難問解決方法難問解決方法難問解決方法難問解決方法のののの発見発見発見発見などなどなどなど、、、、欧米欧米欧米欧米のののの職場職場職場職場でででで実際実際実際実際ににににトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングされているされているされているされている、、、、具体的具体的具体的具体的でででで「「「「強強強強いいいい」「」「」「」「使使使使
えるえるえるえる」」」」職場の対人学のののの方法論をををを学学学学びますびますびますびます。）。）。）。）
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• 異文化適応と「職場の対人学・コミュニケーション」論 4時間
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、「、「、「、「4つのコミュニケーション・スタイル」」」」ををををワークショップ形式でででで学学学学ぶことができぶことができぶことができぶことができ

ますますますます。。。。日本人日本人日本人日本人のののの不得意不得意不得意不得意なななな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罠罠罠罠・・・・誤解誤解誤解誤解をををを防防防防ぐことができるぐことができるぐことができるぐことができるツールツールツールツール・・・・方法論方法論方法論方法論をををを身身身身につけにつけにつけにつけ
ることができますることができますることができますることができます。。。。すでにすでにすでにすでに外国人外国人外国人外国人がががが意識的意識的意識的意識的にににに学学学学んでいるんでいるんでいるんでいる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手法手法手法手法をををを、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが知知知知らないらないらないらない
というのではというのではというのではというのでは非常非常非常非常にににに不利不利不利不利ですですですです。。。。それを知り、応用し、実際の商談・交渉に自在に「使う」ことまでを目
標とする講座講座講座講座ですですですです。（。（。（。（カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム添付添付添付添付）））） 基本科目基本科目基本科目基本科目 「「「「異文化異文化異文化異文化ビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーション」」」」とのとのとのとの同時履同時履同時履同時履
修修修修をををを推奨推奨推奨推奨しますしますしますします。。。。
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。。。。

• 異文化適応と「セクシャル ハラスメント」 2.5時間

海外赴任前海外赴任前海外赴任前海外赴任前にににに、、、、日本国内日本国内日本国内日本国内でででで日本人講師日本人講師日本人講師日本人講師からからからから、、、、きちんときちんときちんときちんと、、、、まとまったまとまったまとまったまとまった専門的講義専門的講義専門的講義専門的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、、、、
コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス上上上上もももも極極極極めてめてめてめて大切大切大切大切ですですですです。。。。必修必修必修必修のののの現地現地現地現地ののの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だけではだけではだけではだけでは不十分不十分不十分不十分ですですですです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、外外外外
国国国国でででで外国人講師外国人講師外国人講師外国人講師によるによるによるによる研修研修研修研修ではではではでは、、、、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がなおざりにされるからでがなおざりにされるからでがなおざりにされるからでがなおざりにされるからで
すすすす。。。。基本科目基本科目基本科目基本科目 「「「「異文化異文化異文化異文化ビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーション」」」」とのとのとのとの同時履修同時履修同時履修同時履修をををを推奨推奨推奨推奨しますしますしますします。。。。

• 異文化適応の「課題解決演習」 6時間

異文化適応異文化適応異文化適応異文化適応のののの基本基本基本基本をををを身身身身につけられたにつけられたにつけられたにつけられた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、、、、さらにさらにさらにさらに自社自社自社自社のののの現実現実現実現実のののの応用課題応用課題応用課題応用課題にににに立立立立ちちちち向向向向かかかか
うときにうときにうときにうときに、、、、高度高度高度高度でででで複雑複雑複雑複雑なななな問題問題問題問題へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを学学学学びますびますびますびます。。。。経験豊富経験豊富経験豊富経験豊富なななな日本人講師と外国人講師(日本日本日本日本
のののの某大企業内某大企業内某大企業内某大企業内でででで働働働働くくくく現役現役現役現役マネージャーマネージャーマネージャーマネージャーまたはまたはまたはまたはＭＢＡＭＢＡＭＢＡＭＢＡ教授教授教授教授））））ががががタッグタッグタッグタッグをををを組組組組んでんでんでんで、、、、具体的事例具体的事例具体的事例具体的事例をもとにをもとにをもとにをもとに演演演演
習形式習形式習形式習形式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しますしますしますします。。。。(実際実際実際実際のののの事例事例事例事例をををを対象対象対象対象にするにするにするにする場合場合場合場合はははは、、、、要要要要ＮＤＡ。）ＮＤＡ。）ＮＤＡ。）ＮＤＡ。）

基本科目基本科目基本科目基本科目 「「「「異文化異文化異文化異文化ビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーション」」」」とととと「「「「職場職場職場職場のののの対人学対人学対人学対人学・・・・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」」」」とのとのとのとの同時履修同時履修同時履修同時履修をををを
推奨推奨推奨推奨しますしますしますします。。。。

異文化ビジネス・コミュニケーション・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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［職場の対人学・コミュニケーション論］ _カリキュラムの1例

■ 所要時間（期間） 合計4時間 （日本語で行います。）
■ 「異文化ビジネスコミュニケーション」の基本科目履修推奨。

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
スタイルスタイルスタイルスタイルのののの使使使使いいいい分分分分
けとけとけとけと職場職場職場職場でのでのでのでの応用応用応用応用
がががが自在自在自在自在にできるようにできるようにできるようにできるよう
にするにするにするにする。。。。

事例事例事例事例をををを多多多多くくくく学学学学ぶぶぶぶ。。。。

自分自分自分自分がががが状況状況状況状況にににに合合合合わわわわ
せてせてせてせて柔軟柔軟柔軟柔軟にににに使使使使いいいい分分分分
けることができるよけることができるよけることができるよけることができるよ
うにするうにするうにするうにする。。。。

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方式方式方式方式。。。。

学学学学んだんだんだんだ４４４４つのつのつのつのコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイ
ルルルル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自在自在自在自在にににに使使使使いたいたいたいた
おすおすおすおす実戦的応用実戦的応用実戦的応用実戦的応用。。。。困難困難困難困難なななな状況状況状況状況、、、、状況状況状況状況
不明不明不明不明なななな状況状況状況状況、、、、積極的積極的積極的積極的にににに評価評価評価評価することをすることをすることをすることを
伝伝伝伝えたいえたいえたいえたい状況状況状況状況などなどなどなど職場職場職場職場のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる事事事事
態態態態をををを想定想定想定想定してしてしてしてコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイ
ルルルルをををを使使使使いいいい分分分分けることけることけることけること。。。。

自分自分自分自分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
スタイルスタイルスタイルスタイルののののレパートリレパートリレパートリレパートリをををを広広広広
げげげげ、、、、うまくうまくうまくうまく使使使使いいいい分分分分けるけるけるける。。。。

1.5時間時間時間時間

3

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
スタイルスタイルスタイルスタイルとはとはとはとは何何何何かをかをかをかを
実体験実体験実体験実体験してしてしてして、、、、身身身身にににに
つけるつけるつけるつける。。。。

実際実際実際実際ののののケーススタケーススタケーススタケーススタ
ディディディディでででで、、、、具体的具体的具体的具体的にににに学学学学
ぶぶぶぶ。。。。

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
のののの特徴特徴特徴特徴とととと得失得失得失得失をよくをよくをよくをよく
理解理解理解理解するするするする。。。。

典型的典型的典型的典型的なななな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手法手法手法手法４４４４つをつをつをつを
明確明確明確明確にににに理解理解理解理解しししし、、、、正確正確正確正確にににに使使使使いいいい分分分分けるけるけるける。。。。厳厳厳厳
しいしいしいしい状況状況状況状況をををを好転好転好転好転させるときにはさせるときにはさせるときにはさせるときには？？？？シーシーシーシー
ムメンバームメンバームメンバームメンバーにににに大大大大きなきなきなきな満足満足満足満足をををを与与与与えるにえるにえるにえるに
はははは？？？？何何何何がががが問題問題問題問題なのかなのかなのかなのか自体自体自体自体がががが判明判明判明判明しなしなしなしな
いときにそれをいときにそれをいときにそれをいときにそれを発見発見発見発見するためのするためのするためのするためのコミュコミュコミュコミュ
ニケーションスタイルニケーションスタイルニケーションスタイルニケーションスタイルはははは？？？？危機危機危機危機のののの発生発生発生発生
をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぐぐぐぐコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイコミュニケーションスタイ
ルルルルとはとはとはとは？？？？などなどなどなど、「、「、「、「強強強強いいいい」」」」人間関係人間関係人間関係人間関係をををを作作作作るるるる
ことのできることのできることのできることのできる手法手法手法手法をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。

「「「「４４４４つのつのつのつ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
スタイルスタイルスタイルスタイル」」」」をををを学学学学ぶぶぶぶ

1.5時間時間時間時間

2

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

このこのこのこ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のののの効用効用効用効用としてとしてとしてとして、、、、ああああ
なたがなたがなたがなたが、、、、職場職場職場職場でいついかなるでいついかなるでいついかなるでいついかなる場合場合場合場合でもでもでもでも
効果的効果的効果的効果的なななな働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行いいいい、、、、人人人人々々々々ををををササササ
ポートポートポートポートしししし、、、、ルーティンワークルーティンワークルーティンワークルーティンワークややややプロジェプロジェプロジェプロジェ
クトクトクトクトをををを円滑円滑円滑円滑にににに前進前進前進前進させることができるさせることができるさせることができるさせることができる
ようにようにようにようにデザインデザインデザインデザインされていることをされていることをされていることをされていることを学学学学ぶぶぶぶ。。。。

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
6

ワークコミュニケーワークコミュニケーワークコミュニケーワークコミュニケー
ションションションションののののワークフワークフワークフワークフ
レームレームレームレームのもつのもつのもつのもつ意味意味意味意味
をををを理解理解理解理解するするするする。。。。

日本日本日本日本のののの職場職場職場職場でででで一番一番一番一番
遅遅遅遅れているれているれているれている、「、「、「、「職場職場職場職場
のののの対人学対人学対人学対人学」」」」のののの体系体系体系体系
的意味的意味的意味的意味をををを考考考考えるえるえるえる。。。。

ワークコミュニケーションワークコミュニケーションワークコミュニケーションワークコミュニケーション
（（（（職場職場職場職場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・・・・
対人学対人学対人学対人学とととと「「「「気気気気づきづきづきづき」」」」についについについについ
てててて

0.5時間時間時間時間

1

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№№№№

[職場の対人学・コミュニケーション論]
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異文化ビジネス・コミュニケーション 「地域別対応地域別対応地域別対応地域別対応」」」」

• 異文化異文化異文化異文化といってもといってもといってもといっても、、、、中国中国中国中国とととと西欧西欧西欧西欧ではではではでは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、日本日本日本日本ではではではでは身内身内身内身内とよそとよそとよそとよそ者者者者とにとにとにとに分分分分けるだけですがけるだけですがけるだけですがけるだけですが、、、、中国中国中国中国でででで
はははは、、、、自己人自己人自己人自己人、、、、熟人熟人熟人熟人、、、、外人外人外人外人にににに分分分分けるのでけるのでけるのでけるので、、、、日本人日本人日本人日本人はははは身内身内身内身内とととと錯覚錯覚錯覚錯覚してそうでないことにしてそうでないことにしてそうでないことにしてそうでないことにショックショックショックショックをををを受受受受けることがありまけることがありまけることがありまけることがありま
すすすす。。。。他方他方他方他方キリストキリストキリストキリスト教国教国教国教国ではではではでは神神神神のののの前前前前にににに平等平等平等平等としてとしてとしてとして、、、、おおおお互互互互いにいにいにいにファーストネームファーストネームファーストネームファーストネームでででで呼呼呼呼びびびび合合合合いますがいますがいますがいますが、、、、日本日本日本日本やややや中国中国中国中国ではではではでは儒儒儒儒
教伝統教伝統教伝統教伝統（（（（Confucianism)Confucianism)Confucianism)Confucianism)があるためにそれにはがあるためにそれにはがあるためにそれにはがあるためにそれには違和感違和感違和感違和感をををを感感感感じるじるじるじる、、、、というようなというようなというようなというような具合具合具合具合ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、同同同同じじじじ西欧西欧西欧西欧でもでもでもでもカカカカ
ソリックソリックソリックソリックのののの国国国国々々々々ではまたではまたではまたではまた大大大大きくきくきくきく異異異異なりますなりますなりますなります。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、地域地域地域地域ごとにごとにごとにごとに微妙微妙微妙微妙にににに変変変変わるわるわるわる「「「「適応適応適応適応にににに関関関関するするするする基本的知識基本的知識基本的知識基本的知識」」」」をををを
身身身身につけにつけにつけにつけ、、、、「「「「最最最最もももも旬旬旬旬ななななトピックトピックトピックトピック」」」」をををを学学学学ぶぶぶぶことができますことができますことができますことができます。。。。

• 在日外国在日外国在日外国在日外国((((英・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役役役
員経験員経験員経験員経験・・・・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
（（（（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。。。。特に、日本語の堪能な現地出身者で、今、東京で活躍している外
国人マネージャー（または日本企業経験者）が、当社社長とペアを組んで、対応する特別コースです。

• 対応可能な地域： 米国、中国、ロシア、ポーランド・チェコ・ハンガリー等中欧諸国、チリ等南米諸国（スペイン語
圏、ポルトガル語圏）等 「地域」を選択して、各別個に行います。

• 豊富豊富豊富豊富なななな事例研究事例研究事例研究事例研究をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、異文化適応方法異文化適応方法異文化適応方法異文化適応方法とととと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（（（（市場戦略等市場戦略等市場戦略等市場戦略等））））とのつなぎこみとのつなぎこみとのつなぎこみとのつなぎこみをしますをしますをしますをします。。。。

• 基本科目基本科目基本科目基本科目としてのとしてのとしてのとしての「「「「異文化異文化異文化異文化ビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーション」」」」論論論論をををを受講受講受講受講したしたしたした上上上上にににに、、、、アドバンスト・コースとしてとしてとしてとして、、、、ウィークデウィークデウィークデウィークデ
イイイイ2222日日日日（（（（またはまたはまたはまたは土日土日土日土日））））にににに、、、、短期間短期間短期間短期間集中集中集中集中でででで地域別対応地域別対応地域別対応地域別対応のののの要点要点要点要点をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと身身身身につけるにつけるにつけるにつけることができますことができますことができますことができます（（（（このこのこのこの研修研修研修研修はははは、、、、基基基基
本科目本科目本科目本科目とはとはとはとは別別別別にににに単独単独単独単独ではではではでは実施実施実施実施いたしませんのでいたしませんのでいたしませんのでいたしませんので、、、、ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください）。）。）。）。 それはそれはそれはそれは短時間短時間短時間短時間にににに地域特性地域特性地域特性地域特性にににに応応応応じたじたじたじたピンポイピンポイピンポイピンポイ
ントントントントのののの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ハイインパクトハイインパクトハイインパクト・・・・セッションセッションセッションセッションですですですです。。。。オープンセミナーオープンセミナーオープンセミナーオープンセミナーではなくではなくではなくではなく、、、、クライアントクライアントクライアントクライアント企業企業企業企業のののの実需実需実需実需にににに合合合合わせてわせてわせてわせて
社内社内社内社内にににに出向出向出向出向いてのいてのいてのいての研修研修研修研修ですですですです。。。。

• 地域別特別地域別特別地域別特別地域別特別コースコースコースコースのののの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、、、、標準標準標準標準6666時間時間時間時間（（（（1111日間日間日間日間））））ですがですがですがですが、、、、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、、、、貴社仕様貴社仕様貴社仕様貴社仕様にににに合合合合
わせわせわせわせ、、、、レッスンレッスンレッスンレッスン時間時間時間時間のののの長長長長さをさをさをさを調整調整調整調整することもすることもすることもすることも可能可能可能可能ですですですです。。。。なおなおなおなお、、、、事例研究事例研究事例研究事例研究のののの枠枠枠枠からさらにからさらにからさらにからさらに進進進進んでんでんでんで、、、、貴社貴社貴社貴社のののの具体的具体的具体的具体的ビビビビ
ジネスジネスジネスジネス支援支援支援支援のののの要請要請要請要請におにおにおにお答答答答えすることもえすることもえすることもえすることも可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその場合場合場合場合はははは、、、、本本本本レッスンレッスンレッスンレッスンではなくではなくではなくではなく、、、、コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティングをごをごをごをご選択選択選択選択くくくく
ださいださいださいださい。）。）。）。）
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Quality Assurance

I氏氏氏氏

C社社社社 異異異異文化文化文化文化ビビビビ

ジネスジネスジネスジネス論受講論受講論受講論受講

K氏氏氏氏

B社社社社 異文化異文化異文化異文化ココココ
ミュニケーションミュニケーションミュニケーションミュニケーション
受講受講受講受講

F氏氏氏氏

A社海外事業部社海外事業部社海外事業部社海外事業部

異文化異文化異文化異文化コミュニコミュニコミュニコミュニ
ケーションケーションケーションケーション論受論受論受論受
講講講講

実体験実体験実体験実体験にににに基基基基づいたづいたづいたづいた
話話話話のののの内容内容内容内容はははは、、、、海外海外海外海外
赴任未体験赴任未体験赴任未体験赴任未体験のののの私私私私にににに
とってとってとってとって非常非常非常非常にににに貴重貴重貴重貴重
なななな情報情報情報情報となったとなったとなったとなった

3時間時間時間時間ではなくではなくではなくではなく、、、、このこのこのこの内内内内
容容容容であればであればであればであれば丸丸丸丸まるまるまるまる1日日日日

をををを使使使使えるとえるとえるとえると更更更更にににに充実充実充実充実しししし
そうそうそうそう。。。。

時間時間時間時間ががががタイタイタイタイ
トトトトであったであったであったであった。。。。

日常日常日常日常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ややややヒトヒトヒトヒトのののの管理管理管理管理、、、、グループグループグループグループやややや
チームチームチームチームののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントについてについてについてについて、、、、日本日本日本日本とととと欧米欧米欧米欧米でどでどでどでど
こにこにこにこに違違違違いがあるのかがいがあるのかがいがあるのかがいがあるのかが把握把握把握把握できたできたできたできた。。。。他方他方他方他方、、、、自分自分自分自分のののの
特性特性特性特性をををを理解理解理解理解することによりすることによりすることによりすることにより、、、、海外海外海外海外でででで仕事仕事仕事仕事をををを行行行行うううう際際際際
にににに何何何何（（（（どこどこどこどこ））））にににに気気気気をつければいいのかをつければいいのかをつければいいのかをつければいいのか知知知知ることがることがることがることが
できたできたできたできた。。。。

とてもとてもとてもとても有意義有意義有意義有意義でででで
したしたしたした。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとう
ございましたございましたございましたございました。。。。

十分十分十分十分でしたでしたでしたでした。。。。なしなしなしなし。。。。

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にににに不安不安不安不安をををを感感感感じていたがじていたがじていたがじていたが、、、、海外海外海外海外でででで
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手法手法手法手法をををを学学学学ぶことができたのぶことができたのぶことができたのぶことができたの
でででで、、、、少少少少しししし自信自信自信自信がついたがついたがついたがついた。。。。４４４４つのつのつのつ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
スタイルスタイルスタイルスタイルをををを使使使使いいいい分分分分けけけけ、、、、早早早早めにめにめにめに人間関係人間関係人間関係人間関係をををを構築構築構築構築したしたしたした
いいいい。。。。

個人的個人的個人的個人的にはにはにはには非常非常非常非常にににに
有意義有意義有意義有意義でででで現地現地現地現地にににに
行行行行ったらぜひったらぜひったらぜひったらぜひ気付気付気付気付
いたいたいたいた点点点点をををを行動行動行動行動にににに移移移移
していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思うううう。。。。

時間時間時間時間にににに対対対対しししし、、、、資料資料資料資料とととと内内内内
容容容容がががが少少少少々々々々多多多多かったともかったともかったともかったとも
うううう。。。。最重要点最重要点最重要点最重要点にににに絞絞絞絞ってってってって
集中的集中的集中的集中的にやるにやるにやるにやる方法方法方法方法でもでもでもでも
よかったとよかったとよかったとよかったと思思思思うううう。。。。

特特特特になしになしになしになし。。。。自分自分自分自分のののの中中中中でででで異文化異文化異文化異文化だとだとだとだと感感感感じたことにじたことにじたことにじたことに対対対対しししし、、、、仮説仮説仮説仮説をををを
たてたてたてたて検証検証検証検証してゆくしてゆくしてゆくしてゆく作業作業作業作業ががががストレスストレスストレスストレスをををを溜溜溜溜めないめないめないめない方法方法方法方法
でもありでもありでもありでもあり、、、、異文化異文化異文化異文化をををを前向前向前向前向きにきにきにきに受受受受けけけけ入入入入れられるれられるれられるれられる最善最善最善最善
のののの方法方法方法方法であるということであるということであるということであるということ。。。。今今今今までのまでのまでのまでの自分自分自分自分のののの受受受受けけけけ入入入入
れれれれ方方方方はははは、、、、後後後後ろろろろ向向向向きだったためきだったためきだったためきだったため、、、、ぜひぜひぜひぜひ実践実践実践実践したいしたいしたいしたい。。。。

このこのこのこの研修研修研修研修プログプログプログプログ
ラムラムラムラム全体全体全体全体につにつにつについいいい
てのごてのごてのごてのご意見意見意見意見

時間配分時間配分時間配分時間配分、、、、講師講師講師講師、、、、資料資料資料資料
のののの質質質質とととと量量量量についてについてについてについて

物足物足物足物足りなりなりなりな
かったかったかったかった点点点点はははは
何何何何でしたでしたでしたでした
かかかか？？？？

今日今日今日今日のののの研修研修研修研修のののの中中中中でででで最最最最もももも役役役役にににに立立立立ったことったことったことったこと、、、、印象印象印象印象にににに

残残残残ったことはったことはったことはったことは何何何何でしたでしたでしたでしたかかかか？？？？

ユニバーサル・ブレインズの全プログラムは、その終了直後に受講者アンケートを実施しています。これは、プログラム
の不断のquality assuranceのために実施しているものです。こちらでは直接頂いたナマの声をご紹介いたします。
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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


