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国際不動産カレッジは金融・不動産業界での
英語スキル習得のための総合スクールです。

1年間365日を最大限活用し、
不動産業界でグローバル人材へシフトするための

最短プログラムを提供

グローバル人材

国際不動産４資格講座を含む12ヶ月プログラム

1年間で最大5つの国際不動産関連資格が取得可能

Presentation
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Listening

CIPS&米国
不動産投資

コンサルタント
資格

国内外主要
グローバル
イベント参加

国際不動産
研究会 &
人脈構築
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受講対象の方

◆ 外国人、海外投資家対応を必要とする国内不動産関連会社の担当の方
◆ 宅地建物取引士、不動産鑑定士、司法書士、弁護士などの不動産関連業種の
　 実務家の方
◆ これから不動産業界に就職、転職を予定している方

金融不動産関係の様々な職種の方が受講されています。

受講生の声

◆ 国際不動産カレッジが私に与えてくれたものは、図りしれないものがあります！
　 ここまで来られたら、あとは更に不動産英語を育てて、不動産英語のプロになる
　 べく頑張ります。
◆ 本科生受講しましたが、ＰＭ塾1講座だけでも売り上げを大きく伸ばす事ができ
　 元が取れました！国際不動産カレッジの各講座は実務にも本当に役立ちました。
◆ 会社で初の英文レポートをお客様に納品してきました！
◆ 国際不動産カレッジの講師の方、塾生で英語通訳の方など多くの方のおかげで商
　 品を作り上げることができました。国際不動産カレッジにはとても感謝しており
　 ます！
◆ 国際不動産カレッジで知り合った方々とはその後、度々お会いして情報交換等を
　 しております。本当に良い経験でした！

初心者から上級者まで、様々な「受講して良かった」の声をいただいております!

365日24時間受講可能なラーニングシステム

過去300動画以上の講義をWeb上で視聴可能なオンライン学習システムを完備。
PCやスマホでいつでもどこでもご自分のペースで講義を視聴することができます。

国際不動産カレッジONLINEスクールでのオンライン学習が可能

効率的かつ安全なオンライン受講システム

2020年前半より全ての講義・セミナーをZoomオンラインで開催。移動や密の
ない効率的な受講環境を実現。第14期からはヴァーチャルキャンパスを開催
し、受講生同士の交流もより深まるスクールとなります。

Zoomオンラインスクール&ヴァーチャルキャンパスを導入
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国内唯一のグローバル不動産スクール

多彩な国内外コネクション
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第14期国際不動産カレッジ

“O�p����i��

           
   　i� �no���n�!”

第 14 期となる国際不動産カレッジでは「Opportun i ty i s  knock ing ！」をテーマに、

グローバル不動産ビジネスに役立つ講座、資格講座を多数開催いたします。グロー

バル不動産学科、グローバルコミュニケーション学科、グローバル語学学科等どの

レベルの方にも対応可能な多彩なコースを開催。不動産エージェント、営業パーソ

ンとしてのスキル向上、人脈開拓、キャリア構築に最適な業界特化専門スクールと

してご活用ください。多くの仲間がお待ちしています。

グローバル不動産学科
グローバル

コミュニケーション学科

国際不動産カレッジ ヴァーチャルキャンパス

ビジネス語学学科

グローバル資格講座 パーソナルレッスン
スクール

動画スクール

講師陣
竹井史代氏

クリス・ホジェンズ氏
Hana氏、上田真路氏
他ゲスト講師

講師陣
栗崎由子氏
増澤史子氏
Hana氏

講師陣
松尾裕一氏

Paul Malone氏
Sylwia Lemanska氏
他ゲスト講師

講師陣
浅井稔氏、菊池邦夫氏

マーク北林氏
木村真治氏

他米国ゲスト講師

カレッジ講師が担当する
スペシャルパーソナルレッスン

24時間稼働ヴァーチャルキャンパスを常時利用可能。
イベント、勉強会、サークル、会議、打ち合わせ等の様々な用途に参加、活用が可能。

学科講義動画
カレッジ通信

他英語コンテンツを予定

2 0 2 1年 9月～20 2 2年 8月

4資格 120講座開講 !
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グローバル資格講座

CRS米国住宅不動産スペシャリスト資格講座　
2022年 8月第３期開講予定

米国不動産投資
コンサルタント資格講座

米国不動産投資マスター資格講座
&

米国トップエージェントが直にエージェントノウハウを指導！

　

米国不動産投資の基礎知識と

投資コンサルティング知識を習得

【スペシャル特典】
第2期受講生は

第1期、２期の講義も
動画視聴可能！

第 9期CIPS資格講座2022年 6月スタート！
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国際不動産取引や世界各国の不動産市場に精通し、

グローバルに活躍するプロを養成するコース

資格趣旨
「国際不動産マスター資格」は、国際不動産及び国際不動産取引
に関する包括的知識及び一定の英語知識を有する人材を育成する
ための基準とし、「不動産英語知識」「国際不動産取引知識」「不動
産市場情勢」等の基礎を習得した事を確認、認定をするための資
格です。本認定を受けた方は、英語圏の外国人との不動産取引に
おける基本的な知識を有し、自身または専門家の活用によりグ
ローバル不動産取引に関わる事が可能なレベルであると認定され
たものとされます。

マスター３級認定定義
国際不動産に関する基礎的な知識を有し、自身又は専門家を活用し、外国人を顧客とする不動産取引に関わる事ができ
るレベルの業務遂行能力を有する。

グローバル不動産資格取得の流れと概要

国際不動産カレッジオリジナル検定
グローバル不動産取引の基礎確認

国際不動産カレッジセレクト講座を受講

国際不動産知識習得認定テスト「国際不動産マスター 3 級認定」資格

国際不動産マスター資格

問題数 25問～30問程度
出題形式 4拓式
合格基準 70%以上が正答にて合格
国際不動産マスター資格3級第1期出題動画コンテンツ 
 動画カテゴリー
事務局連絡先 desk@grec.jp

米国不動産
投資マスター

初級

米国不動産投資
コンサルタント

国際不動産
スペシャリスト
（CIPS）

国際不動産カレッジ認定
米国不動産基礎講座

学習時間７時間＋試験１回 学習時間14時間＋試験2回

合計学習時間：48時間 / 試験：７回

学習時間35時間＋試験5回

国際不動産カレッジ認定の
米国不動産の正しい基礎知識を
習得する為の講座と合格者の資格

米国のリアルターと
同じ目線で米国不動産の
取引媒介ができる

世界のCIPSメンバーと
ダイレクトに国際不動産の

取引媒介ができる

（コンサルタント合格者は28時間+試験４回）

NAR（全米不動産協会）認定　 NAR（全米不動産協会）認定　

中級 上級
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グローバル不動産学科

不動産英語塾
「マーケットニュースレッスン編」

不動産英語塾は不動産英語をマスターする

ための基礎講座。

毎回ニュースやマーケット英語、外国人に

正しく伝わる不動産英会話習得レッスン講

座、不動産専門用語習得、及び不動産エー

ジェントとしての知識習得など、参加・視

聴するだけで不動産英語力とエージェント

スキルが向上する講座です。

不動産英語塾「会話レッスン編」

不動産英語塾会話編では、不動産業界での

実際のシーンを想定した会話のやりとりを

英語で習得します。第 13期の賃貸仲介編に

続き第 14期では売買仲介、不動産開発に関

わる英会話を習得します。

Hana氏

講師

全12回 オンライン開催

全12回 オンライン開催

Hana氏

講師
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不動産ファンド現役マネージャー＆国際不

動産弁護士による最高峰不動産英語講座が

実現！

クリス・ホジェンズ氏

講師

竹井 史代氏

講師

ハーバード式不動産投資術

グローバルリアルエステート
投資家対応英語講座

スペシャル講座

参考書籍
が付属

講師

上田 真路氏
KUROFUNE Design Holdings Inc

代表取締役CEO

スペシャル講座

建築家であり不動産投資家でもある上田氏が、

ハーバード大学デザイン大学院（GSD）での不

動産投資、建築デザインの学びと自身の

不動産投資、開発経験を元に2021年に出版し

た「ハーバード式不動産投資術」をテキストに、

不動産投資の手法を講義。講座ではフィールド

ワーク、参加者プレゼンテーションも予定。資

産倍増、普遍の投資スキルを身に付けるための

実践的講座。

全12回 オンライン開催

全12回 オンライン開催
（一部フィールドワーク予定）
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グローバル
コミュニケーション
講座
セミナー内容
視座をずらすことにより、価値観の違う相手を理解する事
を学ぶ

受講目標
・相手の立場から世界を見る
・受講者同士の対話から学び合う
・多様な考え方のあることは新しいアイデアの資源だと
   体感する

グローバルコミュニケーション学科

栗崎 由子氏

地球市民塾代表
日本語（母語）、英語（30年間の国際ビジネス経験）、フランス語（フランス語圏大学入学資格取得）
東京大学卒業後、1978年、NTT（当時、日本電信電話公社）入社。1989年、NTTを休職し、公募により、
パリの経済協力開発機構(OECD)に就職。1994年、航空会社間の世界規模データ通信会社（SITA）に転職。
2018年、30年ぶりに日本へ本帰国。ヨーロッパ・ジャパン・ダイナミクス(EJD)を創業、現在に至る。
2019年より、イノテック株式会社（東証一部上場）の社外監査役を務める。
ジュネーブではBusiness and Professional Women International Geneva (BPW、国際NGO) にて5年間役員
を務めた。

増澤 史子氏

東京教育大学（現筑波大学）文学部英語学英文学専攻卒業。ミシガ州立大学院修士　社会言語学、語用
論専攻。
旭化成株式会社総務部外国文書課勤務。東京大学（本郷）非常勤講師。昭和女子大学、国際学部教授、
副学長（グローバル、キャリア担当）を経て、現在昭和女子大学名誉教授。1994-2007 NHKラジオ『ビ
ジネス英会話』Business Word Power 担当。

Hana氏

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: Flanagan PhD, Thomas R, 
Bausch PhD, Kenneth C, Asano, Yuu T: 9780984526635: Amazon.com: Books
宅地建物取引士　ビル経営管理士　TOEIC920　英検準1級

通期使用書籍一例
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不動産プレゼンテーションアワード

国際不動産カレッジでは単なるインプットでは

なくビジネスで活用できるアウトプットを重視

し、外国語プレゼンテーションの機会としてプ

レゼンテーションアワードを実施いたします。

年間を通しての目標設定にご活用いただけます。

　プレゼンテーションイベント

内容・形式  自由
プレゼン時間 1名5分以内
審査員  ネイティブ講師及び日本人バイリンガル 
  講師等
本アワードはグローバル不動産学科、グローバルコミュ
ニケーション学科、ビジネス語学学科共通のプレゼンテー
ション大会となります。

2022年
2月・8月
開催予定
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ビジネス語学学科

イングリッシュ
ラウンジ
セミナー内容
ネイティブ英語講師によるイングリッシュレクチャーライ
ブ講座。ロンドン在住の英語講師シルヴィア氏、日本在住
英語講師のポール氏が原則オールイングリッシュで行う講
座です。
ナビゲーターに英語講師のサエユミコ氏を交え楽しい英語
レクチャーを展開します。ゲストも予定。

講師
Paul Malone氏

講師
Sylwia Lemanska氏

ナビゲーター
サエ ユミコ氏

From香港
NHK「ラジオ英会話」で学ぶ
ビジネス基礎英語＆英文メール

基礎コース

スペシャル企画

セミナー内容
英語学習の定番NHK、「ラジオ英会話」のテキストを活用
したビジネス英語基礎講座。
英語指導及び、国際ビジネス経験に基づくビジネス慣習や
香港現地事情等をレクチャー。
香港からZoomでのライブ指導を予定。

講師・松尾 裕一氏

一橋大学法学部を卒業後、住友商事にて28年間船舶部門に従事。その間に
ロンドン、香港、ニューヨークに駐在。現在は香港にて海運業会社現地法
人代表として国際ビジネスに従事。海外生活通算約23年（うち香港約16年）。
英語指導のみならず、豊富な国際ビジネス経験に基づくビジネス慣習や香
港現地事情等もレクチャー予定。
1971年　英検一級取得　1996年　通訳案内業国家試験合格
著書：「やさしく書ける英文ビジネスレター」（1999年・㈱語研）「やさしく書
ける英文ビジネスメール・レター」（2011年・㈱語研）
（注：いずれも増澤史子氏（当時昭和女子大学教授）との共著）
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不動産業界ニュース
「国際カレッジ通信」「ドラマで学ぶ不動産英語」 等
通常講義以外に定期的に動画コンテンツを配信予定

動画コンテンツ

都内近郊各地を訪問し学ぶリアル体験イベント

2021年 10月開催予定
カレッジリト

「英語で金沢八景」
～英語で外国人を案内できるようになる旅～

リトリートシリーズ
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2021年 9月プレオープン

「Virtual Campus」
国際不動産カレッジ

Main Campus

【ご参加に際して】

Study Campus

24時間 365日利用可能な２つのバーチャルキャンパスが誕生！

これまでにない学び、出会い、楽しみを創造していきましょう。

年間を通じて参加可能なセミナー、勉強会を企画いたします。

サークル、部活等も募集、立ち上げ支援あり。

業界初の試みにチャレンジされる方は運営委員会にもご参加ください。

広大なキャンパス内ではアバターとしてイベント、セミ
ナー、勉強会の他、個別ミーティング、スポーツ、ラン
ニング、セイリング等を楽しみながらの参加、交流が可能。

コンパクトなカレッジ専用スペースではアバターとして
講座、セミナーの受講、イベントの開催等、幅広い用途
に活用いただけます。Zoomを活用可能な空間です。

カレッジヴァーチャルキャンパスで
は年間を通じて参加可能な様々なセ
ミナー、勉強会を企画する他、サー
クル、部活等も募集して行きます。
ヴァーチャル空間で何が出来、何が
有効か。実験的ではありますが、業
界初の試みにチャレンジされる方は
運営委員会（月1回程度開催）にも是
非ご参加ください。

・キャンパスは一人一人が主役です！

   受け身勝ちであったオンラインセミナー等以上に参加意識を持っ 

   て積極的な参加、交流をされてください。

・これまでにないヴァーチャル空間での試みです。 当初は様々な改

　善、変更、意見が生じるかも知れません。現実世界同様、柔軟に

　対応し、円滑なキャンパスライフを創造して行きましょう。

・今後のリモートを想定したビジネスシーンでは、リアル、オンライン

　（Zoom等）、ヴァーチャルが混在する世の中となっていくと予想され、

　その中で成果を発揮していく事は、今後来るメタヴァース時代での

　ビジネスにおいて欠かせないスキルとなり得ます。楽しく参加しな

　がら、最先端のスキルを習得してください。

運営委員会メンバー募集
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「不動産エージェント情報」
が無料登録可能。1.

「不動産翻訳」サービスが
無料利用可能。2.

国際不動産カレッジ会員は

不動産エージェント・ジャパン

登録サイトでご自身のビジネス情報の

無料配信が可能です。

提携サービス「不動産翻訳」を利用可能となります。

外国語図面作成が1クリックでできる他、

サポート機能もあるため、外国人ビジネスを稼働する事が可能です。

会員特典
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本校は「日本の不動産業界の英語力向上とグローバル化」を目標に、2009年より不動産英語塾としてスタートし、今
期にて第14期目となります。2016年からは一般社団法人日米不動産協力機構の教育部門として国際不動産カレッジと
改称し、英語学習だけでなく、広く国際不動産に関わる知識習得を目的に、更に充実した講座を展開しております。
その間数々の受講生の皆様がお越しになり、英語力に磨きをかけ、各分野で活躍されています。
国際不動産カレッジは単なる学習の場でなく、同じ目的を共有する塾生同士や講師との繋がりを重視しておりますの
で、講義や交流会などを通じて、業務やビジネスの相談も共有する場としてご活用もいただいております。今期から
業界初となるヴァーチャルキャンパスの導入も決定しました。
本校での学習や出会いが、皆様の新たなビジネスライフのスタートのきっかけとなれば幸いです。

【代表社経歴】
（一社）日米不動産協力機構　事務局　国際不動産カレッジ代表　㈱リアルエステートエージェントジャパン代表取締役
1968年北海道苫小牧市出身　慶應義塾大学文学部卒業後、不動産業界にて約13年金融不動産業務に従事、
2008年より不動産業界に特化した人材コンサルティング業に従事、2009年不動産英語塾を開始、2016年より全米リアルター協会の公認資格「国際不動産スペシャリス
ト資格（CIPS資格）」の国内開催を担当。2017年国際不動産カレッジの運営会社として株式会社リアルエステート・エージェント・ジャパンを設立。現在に至る。

JARCOは国際的な不動産流通政策の研究・情報交換を行う組織。全米
リアルター協会（NAR）及びNAR協約国75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た。

運営

- ご挨拶 -

国際不動産カレッジは全米リアルター協会の日本の窓口として

日本と米国の不動産業界を繋ぐ役割を担う、

（一社）日米不動産協力機構（JARECO）の教育部門です。

20 0 9 年に第 1 期をスタート、20 1 6 年より（一社）日米不動産協力機構（JARECO）教

育部門として不動産英語及び国際不動産資格講座等を提供。20 1 9 年 1 0 月より第 12 期

国際不動産カレッジを開講中。国内唯一の金融不動産英語を学べる総合スクール。過

去受講生数百名、大手企業研修実績多数。

国際交流 調査研究

JARECO の活動

国際不動産カレッジとは

教育研修

1 . 2 . 3 .

国際不動産カレッジ 代表　杉浦 隼城

Sponcerd by

主  催 一般社団法人日米不動産協力機構 JARECO教育部門

Web：http://jareco.org

企画運営 株式会社リアルエステート・エージェント・ジャパン（代表取締役　杉浦 隼城）

東京都港区麻布十番1 - 5 - 10アトラスビル4階

Tel：03 -5843 -8372　Fax：050 -3383 -1391

Mail：hayaki.Sugiura@jareco.org / desk@grec.jp / grecjapan@gmail.com

Web：http://grec.jp/　　

Facebook：https://www.facebook.com/GlobalReaLEstateCollege


