
第１４期 国際不動産カレッジ 新企画 プレミアムコース

グローバルコミュニケーション学科 全12回講義
中川先生研究会2021プレ講座

ライブ講座

＜特別企画＞
以下がセットで「2022年8月」までご受講＆参加が可能！

①本講座「グローバルコミュニケーション講座」

ZOOM講座全11回（第1回～第7回は動画視聴が可能）＋プレ講座

②メタバーススクールに参加可能（毎月多数講座、イベント開催）

月間パスポート（30日間） 4,980円（税込）/月

年間パスポート（12ヶ月） 47,760円（税込）/年

【お申込み:事務局】 desk@grec.jp 03-5843-8372

mailto:desk@grec.jp


第１４期 国際不動産カレッジ 新企画 プレミアムコース

グローバルコミュニケーション学科 全12回講義 開講
中川先生研究会2021プレ講座

増澤史子 ゲスト講師
栗崎由子 講師 Hana 講師

ライブ講座

【講座テーマ】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

国際コミュニケーション
達人が直伝授！

参考使用図書



第14期国際不動産カレッジ（2021年9月～2022年8月） コース概要

講師陣

栗崎由子氏

Hana氏

ゲスト 増澤史子氏・

オールライト千栄美氏

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

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

パーソナルレッスンスクール

各セミナー・サークル活動

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

グローバル資格講座 ヴァーチャルスクール動画スクール

各講座動画アーカイブ配信

PC/アプリで24時間いつでも
受講可能

他英語学習コンテンツ配信

参加・視聴可能



主催：JARECO国際不動産カレッジ

講座名 形式 講師 講義内容 講義の目的・補足 備考

プレ講座① 2021/7/16
　木曜日20時～21

時15分
WEBライブ 栗崎由子講師 スイスに学ぶ ｢多文化共生大国｣のあり方 講演＆ガイダンス

プレ講座② 2021/8/10
火曜日19時30分

～21時
WEBライブ 増澤史子講師 『World Englishes』

英語学習方法は十人十色、自分の適した学び方を

発見
講義形式

講座① 2021/9/17
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ 栗崎由子講師①

・オリエンテーション　　・一人一人の関心事は？その背景は？

・ケースを使ったワーク

・視点、価値観の違いから人は無数のすれ違いを起こし

ているかも知れないことに気づく 講義&ワークショップ

講座② 2021/10/14
木曜日19時30分

～21時
WEBライブ 増澤史子講師①

英語コミュニケーションに必須！

『Politeness Strategies』を学ぶ
講義形式＆ワーク
ショップ

講座③ 2021/11/19
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ 栗崎由子講師②

・ホーフステッド博士による｢国民文化の六つの次元｣の基礎を

ワークを通じて学ぶ。

・文化を学問としてみる

・偏りのない文化の理解がなぜ必要か理解する
講義形式＆ワーク
ショップ

講座④ 2021/12/17
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ Hana講師①

｢異文化の8つの地図と

６つのコンパスを駆使する①
講義形式＆ワーク
ショップ

講座⑤ 2022/1/28
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ 栗崎由子講師③

・クロスロードダイバーシティゲームを体験しながら、多様な視

点を相互に気づき合う。

・職場の多様性をケースとして、偏りのない文化の理解

に必要な心構えを身につける。
講義形式＆ワーク
ショップ

講座⑥ 2021/2/25
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ Hana講師②

｢異文化の8つの地図と

６つのコンパスを駆使する②」
講義形式＆ワーク
ショップ

講座⑦ 2021/3/25
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ 栗崎由子講師④

・英語で見る世界、日本語で見る世界

【特別講座】ゲスト講師　オールライトちえみさん　（英国在住）、

オールライトさんの認知言語学を使った英語に内在する文化の

説明は、英語に造詣の深い人々、また、英語に悩む人々の支持

集めている。

言語が違うとものごとの認識の仕方が全く違う。それ

を英語を例に豊富な実例から学び、異文化コミュニ

ケーションへの理解を深める。 講義形式＆ワーク
ショップ

講座⑧ 2021/4/15
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ Hana講師③

｢異文化の8つの地図と

６つのコンパスを駆使する③」
講義形式＆ワーク
ショップ

講座⑨ 2021/5/27
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ 栗崎由子講師⑤

・受講者が実際のケースを持ち寄り、文化という切り口から検討

し合う。

学びを職場や生活に応用する練習を行う。
講義形式＆ワーク
ショップ

講座⑩ 2021/6/24
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ Hana講師④

｢異文化の8つの地図と

６つのコンパスを駆使する④」
講義形式＆ワーク
ショップ

講座⑪ 2021/7/15
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ 栗崎由子講師⑥

・ディスカッションーこれまでの学びから、テーマを適宜設定し、

対話を通して学び合う

・目的：互いの学びと気づきから、考えを深める。

【課題】　小論文　400から1000文字以下、課題は適切なもの

を設定して後日お知らせします。

・異文化コミュニケーションとはどのようなものか、ど

のような心構えが必要か、理解を深め行動に結び付け

る。 講義形式＆ワーク
ショップ

講座⑫ 2021/8/19
金曜日19時30分

～21時
WEBライブ又は

麻布ラウンジ 発表会
講義形式＆ワーク
ショップ

※日程は変更となる場合があります。

日時

グローバルコミュニケーション学科　講座日程



第１４期 国際不動産カレッジ 新企画 プレミアムコース

グローバルコミュニケーション学科 第5回講義

中川先生研究会2021プレ講座

ZOOMライブ講座

国際コミュニケーション達人が直伝授！

｢マインドセット｣セミナー
＜講師メッセージ＞
Mindsetは多くの人々に響くと思います。グローバルコ
ミュニケーションにはどんなMindsetが必要か、自分事に
落とし込んで考えて頂くのが目的です。多様な視点に気づ
き合うマインドセットとは何かを考えます。

【日時】 2022年1月29日（土）

20時～21時30分
【形式】 ZOOM会議形式 栗崎由子講師

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。

多様な視点によるポジティブマインド伝播
が組織・人生・仕事で結果を導き出す！



第１４期 国際不動産カレッジ 特別企画 プレミアムコース

グローバルコミュニケーション学科 第7回講義

中川先生研究会2021プレ講座

ZOOMライブ講座

国際コミュニケーション達人が直伝授！

＜栗崎由子氏よりメッセージ＞
言語が違うとものごとの認識の仕方が全く違う。それを英語を例に豊富
な実例から学び、異文化コミュニケーションへの理解を深めます。今回の
セミナーでは、認知言語学を使って大人に納得のいく生きた英語を指導
しているオールライト千栄美さんを英国からゲストにお迎えします。英語
人の観ている世界を垣間見てみましょう。その体験は、あなたのグロー
バルコミュニケーションに必須の異文化理解をグッと深めてくれるに違
いありません。

【日時】 2022年３月25日（金）

19時30分～21時
【形 式】 ZOOM会議形式

ファシリテーター：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。

イギリスから生中継！

ゲスト講師 オールライト 千栄美氏

言語コンサルタント
日本人に最適な認知に主眼をおいた英語解説
/個人＆法人向けレッスン/セミナー/コンサル
テーション、言語特性からみた社会分析など。

「英語で見る世界、日本語で見る世界」
～日本人に最適な英語認知学セミナー言語が違うと認識の仕方が全く違う！



第１４期国際不動産カレッジ

プレミアムコース

グローバルコミュニケーション学科 シリーズ

ZOOMライブ講座国際コミュニケーション達人が直伝授！

異文化コミュニケーションの「地図」と
「羅針盤」を、貴方は持っていますか？

＜講師メッセージ＞
目的地に辿り着くには、「マップ」と「コンパス」が欠かせません。それは異文化ビジネスも同じ
です。8つの見取り図（カルチャーマップ）と、6つの選択（カルチャーコンパス）を駆使すること
で、異文化による行き違いを避け、信頼関係を気付き、ビジネスを成功へ繋げていきましょう。

Hana講師

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。 宅地建物取引士 ビル経営管理士 TOEIC920 英検準1級

｢異文化の8つの地図と
６つのコンパスを駆使する②」



＜講師プロフィール＞

栗崎由子講師

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。



＜講師プロフィール＞

Hana講師
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



＜ゲスト講師プロフィール＞

増澤史子講師

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）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



オールライト千栄美氏

言語コンサルタント
日本人に最適な認知に主眼をおい
た英語解説/個人＆法人向けレッス
ン/セミナー/コンサルテーション、
言語特性からみた社会分析など。

＜ゲスト講師プロフィール＞







【講座運営】国際不動産カレッジ概要

【運営会社】 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

〒106-0045 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】 desk@grec.jp grecjapan@gmail.com
【H P】 http://grec.jp/

【SNS】 facebook https://www.facebook.com/GlobalReaLEstateCollege

2009年に第1期をスタート、2016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。

2019年10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。

mailto:desk@grec.jp
mailto:grecjapan@gmail.com
http://grec.jp/

