グローバル人材育成プログラム
2018年4月期 無料体験講座
< 終了後、カウンセリングを実施。お気軽にご相談ください。 >

●国際教養講座●
U-35割（20%割引）適用
上級時事英文講読 グローバル時代の異文化国際経営論 /
Intercultural Management Advanced Readings on Contemporary Topics
 公開講座日程

3月10日（土） 16:00～17:00

異文化経営問題に関する短い専門論文を精読しながら、読解力と上級表現力の増強を目指します。
国際経営学者によるコースです。
4月期は第１章から第5章までを講義する予定です。
第1章 経営理論の影響を受ける経営モデルの国際比較 異文化経営時代を考える
第2章 企業経営組織と文化的な基層が経営風土を決める―米仏独の経営システムの特徴を探る
第3章 時間 時間の概念が経営システムの違いに影響する―単層と多層の時間文化比較とグローバル経営システム
第4章 序列 序列ヒエラルキー概念の国際比較―フランスは先進国のなかで序列権力指数の高い特異な国
第5章 個人主義か集団主義かの国際比較～ホフステッドが行った世界50カ国の個人主義と序列主義のマトリックス分析
第6章 リスク 不確実性やリスクの国際比較～不安と平静の間で
第7章 ジェンダー 異文化経営は男女に関するジェンダー価値観で影響を受ける～国際比較ランキングから考える
第8章 演繹か帰納か ものの考え方が違う異文化経営～フランス人、ドイツ人、日本人は演繹的で総合的、
米国人、スイス人は帰納的で分析的～世界を3大コミュニケーション文化圏に分類
第9章 空間 ビジネス空間とコミュニケーション～職場の間仕切り、会話の距離、公私の区別、付き合いが国によって違う
第10章 世界の異文化経営モデルは2つの大きな流れに分ける～経営学との融合が課題～
レベル

曜日

時間帯

授業日程

回

申込締切

定員

学費

コード番号

上級1

土

11:00～13:00

4/14, 4/28, 5/12, 5/26, 6/9

5

3/23(金)

10

27,500円

55677

国際経営戦略入門 / Introduction to International Management Strategy
 公開講座日程

3月10日（土） 17:10～18:10

この講座は講義形式のもので、主たる教材は英文テキスト「The Quintessence of Strategic Management」の講読ですが、
その他の教材も使用します。戦略論やマーケティングで世界的に有名なP.コトラーが編著した経営戦略論の生粋の重要概念を学びます。
4月期は同書の第1章「Strategy and Strategic Management: A First Basic Understanding」から始め、第1章から第2章
を中心に取り扱います。戦略の意味、語源、定義、基本的な戦略モデル、などを学びます。
この教科書の他に、関連の英文参考書からの抜粋を使用します。
レベル

曜日

時間帯

授業日程

回

申込締切

定員

学費

コード番号

上級1

水

19:00～21:00

4/11, 4/25, 5/9, 5/23, 6/6

5

3/23(金)

10

27,500円

55680

 講師プロフィール

瀬藤 澄彦（Mr. SETO, Sumihiko）

パリ大学Ⅰ政経学部・大学博士課程中退（国際経済関係論）、早稲田大学法学部卒業（法学士）、
パリクラブ（日仏経済交流会）前会長・日仏経済フォーラム現議長（2017年4月～）、
帝京大学経済学部・大学院教授、フランス経済産業省・対外経済関係局（DREE）対日顧問。
諏訪東京理科大学講師、リヨン政治大学院（IEP）などで教鞭、
ジェトロ・パリ・リヨン・モントリオール・アルジェ駐在、フランス経済財政産業省・対外経済関係局（DREE）対日顧問。
著書：『フランスはなぜショックに強いのか～持続可能なハイブリッド国家』単著・文眞堂（2017年）、
『日EU経済連携協定が意味するものは何か』共著・ミネルヴァ書房（2016年）、
『多国籍企業のグローバル価値連鎖～国際戦略理論の系譜』単著・中央経済社（2015年）、
『フランスの流通・政策・企業活動』共著・中央経済社（2015年）、
『都市交通とコンパクトシティ』共著・中央経済社（2015年）、他。
2015年1月9日国際問題研究所主催・日仏有識者「日仏対話週間」のパネリスト、他講演・執筆多数。

上級和文英訳練習 / J-E Translation (Upper Level)
 公開講座日程

3月10日（土） 11:00～12:00

政治経済分野の悪文の日本文をその原意を損ねることなしに、如何にして迅速に英訳するか、その練習をするための講座です。
国際交流やビジネスの場では口頭による対話よりも、優れた英文を即時に書いてメールで複数の相手に自分の意思を伝えることが重要に
なっています。しかし社会科学の分野では英語で論文を書き下ろす日本人は希少で、どうしても和文英訳に依存します。その場合、
日本語原文の発想が英語表現に不適なので、英訳には苦労します。和文英訳の基礎力の涵養、つまり英作文の基礎力涵養のためには、
優れた知的英文を沢山読まねばなりません。特に、動詞の用法に留意します。この講座では日本の地方自治制度に関する日本語論文で、
当講師が国際学会のために英訳したものを教材とします。決め手（clincher）は常に動詞の用法です。英文構成の発想には馴染まない
日本語原文に対応する英文の主動詞を素早く思いつくことが必要です。完全な逐語訳は不可能です。悪文の日本文は原文のままでは
英訳できません。英訳文は悪文の原文の制約を受けて不可避的にスタイルが悪くなります。本来、英文の書き下ろしだったならば使用
しないような悪いスタイルになります。受講生の方にはまず原文をお送りします。皆さんが試訳を考えて来て、講師の訳の解説を参考にして
ください。クラスでは受講生の英訳の添削はしません。意見交換をします。英訳練習を通して英作文力を強化します。英米人に英訳文の
確認修正を依頼する前提でも、その修正を極小化するように努めたいです。英訳には唯一の正解はありません。上級動詞を使うことが
常に目標です。なおこの講座では論文構成のあるべき形式についても解説します。
レベル

曜日

時間帯

授業日程

回

申込締切

定員

学費

コード番号

上級2

水

19:20～21:00

4/11, 4/18, 5/16, 5/23,
6/6, 6/20

6

3/23(金)

15

30,000円

55736

上級2

土

11:00～13:00

4/14, 4/28, 5/19,
6/9, 6/23, 6/30

6

3/23(金)

15

33,000円

55743

米国現代政治史—New Dealと米国政治の限界
 公開講座日程

3月10日（土） 12:10～13:10

この講座では、1．米国現代政治史上の大例外であったNew Dealの実現の政治背景と1970年ごろまでのその挫折の過程を省察、
2．米国政治史上、19世紀末以来、オバマ政権まで、現在に至る大企業と政府の連携強化、労働者大衆の内部分裂と大企業による
労働運動抑圧の政治構造について学びます。トランプ大統領出現の背景が解明されます。超大国アメリカにはなぜ、他の先進諸国にあ
るような国民健康保険制度がなかったのか？一流大学の授業料はなぜ高くて、低所得層の若者は授業料支払いのために長期の借金を
しなければならないのか？これらの疑問は、19世紀末からの米国政治社会史の考察の中で解明されます。資本対労働の階級対立、人
種対立（白人同士の対立も含む）、宗教対立、地域対立などの複雑な歴史があります。授業は基本的に講師がテキストの内容を解
説する方式です。知的上級英文の読解練習と米国現代史の総合省察ができます。
使用教材： ●The Great Exception: The New Deal & the Limits of American Politics (Princeton University press)
レベル

曜日

時間帯

授業日程

回

申込締切

定員

学費

コード番号

上級2

火

19:20～21:00

4/17, 4/24, 5/8, 5/15, 5/29,
6/12, 6/26

7

3/23(金)

15

35,000円

58683

 講師プロフィール

大井 孝（Dr. OI, Takashi）

パリ第2大学国家博士（政治学）（仏政府給費生）、早稲田大学院博士課程修了（政治学）、
コロンビア大学大学院修士課程修了（政治学）（フルブライト給費生）、早稲田大学卒（政治経済学部）。
元米国務省言語サービス課嘱託通訳、英仏語会議通訳、東京学芸大学名誉教授。
早稲田大学、上智大学、津田塾大学、明治学院などで元非常勤講師。
米国NY州Elmira College元理事、同大学名誉人文学博士。一般社団法人日米協会理事、
元フルブライト給費留学生選考委員、現仏政府給費留学生選考委員、公益財団日仏会館諮問委員。
公益財団大学セミナーハウス評議員、元国際教育振興会理事長・日米会話学院学院長、現同顧問。
これまで通訳を務めた著名人は、ガルブレイス、ブレジンスキ、ウオルト・ロストウ、ハンス・モーゲンソー、アラン・ドロン、レイモン・バール仏首相な
ど。主著『欧州の国際関係 1919-1946 フランス外交の視角から』（たちばな出版）、英仏書共訳、D. リースマン『個人主義の再検討
（下）』、C. ジュリアン『アメリカとは何か』、F. ゴルキン『トロッキーの暗殺』、J. ガルブレイス他 『限りなき危機』、論文「世界化と外交」他。
刊行準備中、M.フロケ『悲しきアメリカ』土屋元との共訳。『米国史入門』斉藤洋果との共著。

スタンダードジャズ・懐かしの洋楽ポップスの歌詞に見る英語表現 /
Phrases/Expressions Found in Standard Jazz/Oldies
 公開講座日程

3月17日（土） 16:00～17:00

数あるジャズ・洋楽の名曲には人生・愛・夢等を語る感動的な、心に響く歌詞が多く含まれます。また、その歌詞にはそれぞれの時代の文化・
歴史などが反映されています。このコースでは曲を鑑賞しながら、歌詞を検証・理解し、グローバルコミュニケーションツールとしての英語表現の
スキル向上に役立てます。
例： ｢Smile」（チャップリン作曲）から：
Smile, what’s the use of crying?（ 微笑みなさい、泣いていてもしょうがない）
You’ll find that life is still worthwhile （人生まだ捨てたものじゃないよ）
If you just smile.（ 微笑んでさえいれば）
→「what’s the use of ～ ing」や「worthwhile」など、グローバル・コミュニケーション上有効な表現・語彙
講座の目的：
1. 毎回選曲した音楽の歌詞を理解し、参考になるphraseを使用した例文を検証することにより、より良いコミュニケーションのための
表現方法を習得
2. Listeningスキルの向上もめざす
3. 歌詞に現れた状況から、日本と異なる文化・歴史・社会習慣などの理解を深める
レベル

曜日

時間帯

授業日程

回

申込締切

定員

学費

コード番号

初級2

土

14:00～15:40

4/7～6/23（5/5、5/12休み）

10

3/23(金)

10

50,000円

55350

グローバルであるための日本人 / Being "Glocal"
 公開講座日程

3月17日（土） 17:10～18:10

日本人のグローバル人財育成が求められていますが、そもそも自分の「根っこ＝identity」が無い限りGlobalな人財にはなりえません。
グローバル舞台において日本人として意外に把握できていない「日本とは？」について改めて理解を深め、グローバルに発信できるスキル向上
を目指します。
講座の目的：
1. 日本に関する様々な分野につき英語を通じて検証・理解し、世界に向けて英語を「ツール」として発信できる力を習得
2. 日本に関する題材を「英語で」理解する過程で、reading、writing、speaking、listening各スキルの向上を目指す
3. Global舞台の中にある日本の立ち位置を認識し、日本人として何ができるかを考える
取り上げるトピック：
日本の文化・地理・歴史・社会等
日本の全体像
「日本の誇れるところ」
和食文化
社会生活・習慣
文化・伝統
社会制度
日本人の心
レベル

曜日

時間帯

授業日程

回

申込締切

定員

学費

コード番号

中級2

土

16:00～17:40

4/7～6/23（5/5、5/12休み）

10

3/23(金)

10

50,000円

50562

 講師プロフィール

松崎 浩（Mr. MATSUZAKI, Hiroshi）

慶應義塾大学経済学部卒業、米国ノースウエスタン大学大学院経営学修士課程（Kellogg Graduate
School of Management）（MBA）、一般社団法人 日米協会理事、神奈川大学工学部経営工学科
講師（2010～）、日本ブルガリア協会会員。モービル石油（株）勤務を経て、米国モービルオイル本社
元Executive Coordinator、IIBC元専務理事・事務局長、国立ソフィア総合経済大学大学院（在ブルガリア）
Managerial Skills Development Center Project、元Chief Coordinator（JICA 長期専門家）、
British School in Tokyo元事務総長、アジア教育友好協会元専務理事。
講演・執筆「A Thought on Globalized Mind」；米国務省派遣団体「A Teacher Grant Program」の来日グループ対象。
「Japan, a Globalized NationーIs It?」（日本トルコ中央アジア友好協会@イスタンブール）。
「ブルガリアの近代化への挑戦と国際コミュニケーション」（拓殖大学・「世界の中の日本」講座）。
「グローバル人材と英語コミュニケーション」（月刊人材教育、日本能率協会）。

●国際教養講座●
＜中国語・フランス語＞
U-35割（20%割引）適用
通訳メソッドで学ぶ 中国語会話―入門編
 公開講座日程

3月16日（金） 15:40～17:50

さまざまな音読練習にトライしながら、声に出して中国語を習得します。
同時に中国の人々の習慣、考え方など、生きた中国社会・文化情報に触れることができます。
レベル

曜日

時間帯

授業日程

回

申込締切

定員

学費

コード番号

中国語
入門・初級

金

15:40～17:50

4/13～6/29（5/4休み）

11

3/23(金)

10

52,800円

57869

 講師プロフィール
Ms. CHEN, Amis
当学院実践スピーキング、IELTS対策、法人研修担当
マルチメディア大学（マレーシア）修士課程修了（MBA）
中国四川省出身

岡野 誠（Mr. OKANO, Makoto）
当学院カリキュラム制プログラム、法人研修担当
中国とのビジネス経験15年。中国人を対象とした中国語によるIT分野の講師経験10年。
東京外国語大学卒（ヒンディー語学科）

フランス語初中級 時事テーマ読解力強化コース
 公開講座日程

3月17日（土） 18:20～19:20

フランス語の初級文法を終えられ、今日のフランス社会の実際の姿を扱った文章を読んでみたいと思われている方はおられませんか？
この講座では、フランスの様々な時事的なテーマを扱った見開き2ページの文章を20編収録したテキストを読んでいきます。
文法知識を具体的なフランス語の文の中で身につけ、読解力をつけるとともに、同時にフランスについても学んでいきます
レベル

曜日

時間帯

授業日程

回

申込締切

定員

学費

コード番号

フランス語
初中級者

金

19:00～20:30

4/13, 4/20, 4/27, 5/11,
5/18, 5/25, 6/1

7

3/23(金)

6

25,200円

57862

 講師プロフィール

土屋 元（Mr. TSUCHIYA, Hajime）

幼少時の9年をフランスで過ごし、幼稚園から中学まで現地校で教育を受ける。
帰国後、日本の中・高・大学を経て電機メーカーに勤務（5年）。日仏の社会・文化の比較および両国間の交流に
ついて関心をもって研究中。パリ第10大学大学院DEA課程修了（経済・組織・社会）、東京都立大学大学院
博士課程単位取得（経済学）、京都大学卒（経済学部）。関東学院大学講師、仏検1級（栄誉賞受賞）、
DALF。刊行準備中、M.フロケ『悲しきアメリカ』 大井孝との共訳。

＜ お申し込み方法 ＞
各体験授業日前日の17:00までに、電話またはメールにてお申し込みください。各回 先着10名様。
次の情報をお送りください。

●お名前 ●ご連絡先メールアドレス、電話番号 ●希望科目
一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院
Tel: 03-3359-9621 Eメール: info@nichibei.ac.jp
東京都新宿区四谷1-50（現在駅前地区再開発事業のため仮校舎に移転中）
事務取扱時間 平日： 09:00～20:00 土曜： 09:45～17:30

●上記以外にも開講予定の科目があります。●詳細につきましては、【2018 年 4 月期・7 月期 総合案内】をご参照ください。

