
第15期国際不動産カレッジ
アカデミア「ご案内資料」

【運営】国際不動産カレッジ＆
メタバーススクール「アカデミア」 1



国際不動産カレッジは不動産業界の「グローバル」＆

「学習」＆「ビジネス」の総合コミュニティです
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（一社）日米不動産協力機構（JARECO）について

JARECOは国際的な不動産流通政策の研究・情報交換を行う組織

として、全米リアルター協会（NAR・会員約150万人）及びNAR協約

国60カ国の不動産業界団体、研究機構、シンクタンク、大学との

連携を図り、各国の不動産取引制度、不動産流通システムに関す

る情報を収集。我が国の不動産流通市場の活性化に貢献すること

を目的として設立されました。

JARECO活動

１. 国際交流
２. 調査研究
３. 教育研修
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国際不動産カレッジ
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＜不動産業界紙メタバース関連記事＞



2023年グローバル
不動産関連資格

スケジュールご案内
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『グローバル宅建士』塾プログラム

最強不動産エージェントになる！

国際不動産カレッジ

世界不動産へのキーアクセス
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【提携塾】宅建みやざき塾



第15期国際不動産カレッジアカデミアの特徴☆

◆最大8学科受講で講師、仲間と繋がりな
がら、しっかり学べる研究室担任制度が
スタート！

（チューター制度もあり安心です）
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◆国際不動産のプロとして活動可能な
知識と英語力の習得、資格取得が可能！
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◆通常の専門学校の数分の１の費用
で「国際不動産マスター」「国際不
動産マイスター」資格が取得可能！

◆リアルとメタバースの融合による、
学びと出会い、ビジネス交流が融合した
新しい形のビジネススクール

第15期国際不動産カレッジアカデミアの特徴☆
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ここでしか学べない充実のグローバル講師陣が受講生の学びをサポート！
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不動産エージェント学科

研究室担当：ジェイスン渡部氏
（元全米リアルター協会日本大使）

回数：月1回ゼミ＋エクストラ

内容：不動産エージェントとしての知識と英語力を習得する

ための講義＆各自課題研究

【講師経歴】
横浜出身。アラスカ留学、米国での新聞社勤務を経た後、不動産業に
25年従事。
2004年以来、約9,000人の不動産業者で構成されるキング・カウン
ティー不動産協会（Seattle-King County REALTORS）の役員となり、
2007年の副会長に当選。2008年の会長を務めた。現在は米国不動
産協会の代表として、日本の不動産協会への大使を務めている。
国籍やビザに関わらず、誰でもアメリカン・ドリームである “住宅購入”
を実現できるよう尽力している。
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米国不動産ビジネス学科

研究室担当：マーク・北林氏
（元全米リアルター協会日本大使）

回数：月1回ゼミ＋エクストラ

内容：米国不動産ビジネスの仕組みと実際を学ぶ研究室

【講師経歴】元全米リアルター協会日本大使。日本生まれ。南カリフォル

ニアでの*経営学(BA)と社会福祉学(BSW)学位。過去30年間営業と

顧客サービス業務に従事。ロサンゼルス、ニューヨーク、日本、メキシコ、

台湾、韓国、東南アジア、ヨーロッパでの国際ビジネス経験あり。

*2020 NARグローバルコーディネーター アジア太平洋地域

*2019 NARリージョンバイスプレジデント

*全米リアルター協会 -ボードメンバーを2013年から2019年歴任、

2017年 シアトル-キング郡の年間最優秀インストラクター受賞。他多数

の受賞歴あり。
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海外不動産投資対応学科

研究室担当：クリス・ホジェンス氏

（国際不動産弁護士）

回数：月1回ゼミ

内容：国際渉外弁護士としての経験を活かし海外投資家対応に必要な専門
知識、ケーススタディ等を指導。M&A、合弁事業、プライベート・エクイティ、企
業法務全般、企業再編、ホテル・リゾート・レジャー産業、及び不動産等の分
野の案件での商談を想定した研究室を予定。

【講師経歴】2007年にAsia Legal Businessの「Real Estate Deal of the Year」を受賞したInterContinental Hotels 

Groupと全日本空輸の合弁事業を含め、日本におけるクロス・ボーダーM&A、その他の企業間取引における企業の

サポートに従事し、15年以上の実務経験を有する。東京事務所で執務を開始する以前は、ベーカー＆マッケンジー

のシドニー事務所に在籍。

東京事務所のプロフェッショナル・ディベロップメント・コミッティーの創設メンバーである。また、日本の法務省が主催

する日本法令外国語訳推進会議の構成員を務める。特に日本企業の買収、設立及び投資の引揚げを含むクロス・

ボーダーM&A、その他の企業間取引を専門とし、ホテル、小売、医療機器、保険及び電気通信産業を含む様々な産

業分野に関わる案件に携わる。ホテル運営契約書を含むホテル案件において10年以上の実務経験を有する。

【受賞歴】

InterContinental Hotels Groupの全日本空輸株式会社との合弁事業において、ベーカー＆マッケンジーのチームを

指揮し、2007年にAsia Legal Businessの「Real Estate Deal of the Year」を受賞。

2016年に『In-House Community Commended External Counsel of the Year, 2016』を受賞。
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不動産英語学科

研究室担当：Hana氏
国際不動産カレッジ講師＆専任チューター担当

回数：月1回ゼミ

内容：不動産業界で使用するターミノロジー、表現を分かりや

すく解説、実践で使用できるように指導する研究室。

【講師経歴】NeｗYork州 Oneonta High School留学、国際基督教大学 教養学部 国際コ

ミュニケーション学科 卒業 多文化共生・異文化理解・通訳・パブリックスピーキング 専攻

国内・海外IR AM期中運営 PM会計 不動産通訳（投資家、デベロッパー仲介等）、不動

産翻訳（米国資格講座等） マインドマップコンサルテーション 英語発音トレーニング、異文

化ビジネス講座

出版 BODY WISDOM in dialogue（共著） 異文化コミュニケーション・対話に関する学術書

マインドマップによる論文の可視化という形での共同作成

Body Wisdom in Dialogue: Rediscovering the Voice of the Goddess 宅地建物取引士

ビル経営管理士 TOEIC920 英検準1級
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不動産投資ビジネス学科

研究室担当：上田真路氏

回数：月1回ゼミ＆フィールドワーク

内容：ベストセラー「ハーバード式不動産投資術」を教科書に

講師自身の経験と実践を元にした失敗しないための不動産

投資術を学ぶ研究室。

【講師経歴】NUROFUNE Design Holdings 株式会社 代表取締役社長 / CEO 一級建築

士／不動産投資

ブランドアイデンティティ構築、プロダクトデザイン、建築、意匠設計から不動産企画・開発・

運営、不動産プライベート・エクイティまで幅広く担当。高知出身（土佐高校卒）

早稲田大学建築学科および同大学院卒業（小野梓芸術賞受賞）、ハーバード大学デザイン

大学院 不動産学科修了 （フルブライター） 鹿島建設、デザインオフィスnendo、Morgan 

Stanley Capital、Angelo Gordonを経てKUROFUNEに参画

2021年2月「ハーバード式不動産投資術」を上梓。
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グローバル経済学科

研究室担当：後藤 康之氏

回数：月1回ゼミ

内容：金融・不動産投資に必要な経済情勢の知識を習得す

る研究室。

【講師経歴】日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）

国際公認投資アナリスト（CIIA） 准認定ファンドレイザー（cfr）

1985年東京生まれ。東京育ちであるが、高校2年生から海外へ留学。2008年に米国・

ブラウン大学を卒業後、中国・南京大学にて大学院へ進学し（国際関係学専攻）計8年

海外で過ごす。日本へ帰国後、在京の外資系金融業界（証券会社と資産運用会社）に

て計9年従事。株式と債券、PEや不動産を含むオルタナ投資等、 幅広い金融商品の経

験を有す。

金融業界で養った知見、そしてコロナ禍での大きな環境変化を察知し、社会情勢や業界

全体の動向（リサーチやSDGs等）、そして個別企業の財務分析や、日本のスタートアップ

企業へのサポートなど取り組んでいる。
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ビジネス英語学科 （上級）

研究室担当：Paul Malone氏

回数：月1回ゼミ

内容：ネイティブとビジネスで対等に会話が可能なレベルの英語力を目

指す研究室。米国出身ネイティブ英語講師として企業研修経験を活かし、

実務、商談を想定したロールプレイングでのレッスン等。

【講師経歴】

英語教育業界、プロフェッショナルトレーニング＆コーチング業界で活躍する経験豊富な

エグゼクティブ・トレーナー。英語コミュニケーション・コーチング、リーダーシップ、プレゼン

テーション・コーチング、パブリックスピーキングに長けている。オクラホマシティ大学で

TESOlに焦点を当てた教育学修士号を取得した教育専門家。
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ビジネス英語学科 （中級）

研究室担当：RYOKO 村主氏

回数：月1回ゼミ

内容：一生使える英文法（英語のルール）を身につける事を目標にTOEIC 

®も活用しながら英語に磨きをかける、「なんとなく分かる」「なんとなく

通じる」から抜け出し英語中級から上級を目指す研究室。

【講師経歴】 大学入試受験指導後、大手英会話学校にて主任講師として勤務。大学

生・社会人を対象に英会話・TOEIC ® を指導。同時に、超初心者から伸び悩む上級者

まで5000人以上に英語上達のためのカウンセリングを行う。現在は大学・企業で教鞭

を執りながら、大阪で開業したスクールにて、完全オーダーメイドのプライベートレッスンを

提供。TOEIC対策本の執筆協力や、ホテル商業施設のHP/マニュアル翻訳、アーティスト

のステートメント翻訳などを行う。TOEIC満点。講師として大切にしていることは「英語が

出来なかった頃の自分を決して忘れず、生徒さんの悩みを理解し、ゴールまで伴走する

心熱き講師である」こと。丸覚えではなく「なぜ？」を説明し、すっきり理解してもらえる工

夫を施したレッスンが特徴。
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ビジネス英語学科 （初級）

研究室担当：YUMI SAE

回数：月1回レッスンゼミ

内容：ビジネス英語初級から中級を目指すためのレッスン講

義を中心とした研究室。

【講師経歴】サンフランシスコ州立大学でコミュニケーション学を専攻し、

ロジスティクスの法人営業などの職務を経験し帰国。現在はオンラインで

の英語指導、日英翻訳、語学講師、ECサイト運営、動画編集等の様々

な職種に従事。湘南ベルマーレ外国籍選手の日本語指導や、人気

YouTube『ネレアさんチャンネル』翻訳を担当。第14期GRECでは「動画で

学ぶ不動産英語」動画も担当





メタバースマスター検定とは？
本検定は「メタバース」空間を理解・活用し、ビジネスや新しい活動を創出する事が可能な人材「メタバー
スマスター」となることを目標とした検定プログラムです。メタバース関連についての単なる知識だけでは
なく、 実際にメタバース空間で一定期間活動し、メタバース空間で様々な体験をし、自身で実際にイベ
ントやクラブ等のプログラムを構築、実施する中で、実用的なメタバーススキルを習得する体験プログラ
ム型検定です。



米シティグループ「メタバース市場
は1,600兆円規模になる可能性」

362022年4月2日株式会社コインポスト

米金融大手シティグループは1日、メタバースについてのレポートを発表。メタバースの経済圏
が、2030年までに最大13兆ドル（約1,600兆円）に達する可能性があると予測している。導
入事例としては、芸術、メディア、広告、ヘルスケア、イベントや会議、顧客とのコンタクト、セー
ルスやマーケティング、社内コラボレーションなど、多くのものが考えられるという。こうした広義
のメタバースは、2030年までに8兆ドル（約980兆円）から13兆ドル（約1,600兆円）の市場と
なり、ユーザー数は50億人に達すると予想した。
レポートは同時に、そうした市場規模に達するためにはインフラ投資が必要だとも指摘。完全
没入型のストリーミングが行えるメタバース環境を構築するには、現在の1,000倍以上の計算
効率の向上が必要になるだろうと述べている。

＜メタバース市場予測１＞



日本企業のメタバース活用「1年以内に爆発か」 PwC調査

1年以内にメタバース（仮想空間）のビジネス活
用を目指す企業は5社に1社とPwCコンサルティ
ングは2022年6月7日、メタバースの企業利用
に関する利用意向の調査について解説した。調
査によると、メタバース活用を「検討中」「予算
化済み」「具体的な案件を推進中」と回答した
企業は合計で410社と、38%を占めた。このう
ち約半数、つまり全体の約18%に当たる198社
が1年以内の実現を目標としており、「メタバー
スをビジネスに活用する企業が爆発的に増える
可能性がある」（PwCコンサルティング長嶋孝之
ディレクター）。

「まずは経営者が自らメタバースを体験すること
が非常に重要だ」と指摘する。メタバースという、
まだ先行きが見通しづらい新規分野において有
望な領域を見極めるには、経営者自らが体験し、
利用者のニーズや技術の可能性を肌で感じる
必要があるためという。

6月7日日経クロステック
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＜メタバース市場予測２＞



米国で急速に展開する
メタバース市場

米国リサーチ企業Newzooの「Newzoo
Trend Report 2022」の発表では，米国企
業で企業自身でメタバースの開発を進め
ているとする企業は500社以上となり、前
年同社調査比率で約2.5倍となっている。
ゲーム業界からの発展的展開や２次元
サービスから3次元サービスへの転換を多
くの企業が推進している事がうかがえる。

6月28日NEWZOO 38

＜メタバース市場予測３＞





＜卒業証書を授与＞ 2023年8月末予定

※予定見本







リアルイベントも随時実施スタート



翻訳時間
最大99％
短縮

翻訳時間
最大99％
短縮

翻訳時間
最大99％
短縮

不動産翻訳提携サービスご案内
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貴方のビジネス＆人生を大きく変える学びと出会いを
ご提供します! ご参加をお待ちしております。
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売上・年収アップ
就職・転職にも最適！



＜年間受講料ご案内＞ （税込）

メタバースベーシック年間コース（クラブ・イベント関連）
●メタバースマスター資格
●アカデミア1年間参加

月額4,980円/年間53,780円（税込）




