BUSINESS
JAPANESE

この講座では、ビジネス場面で
実際に求められる日本語や文化
知識、マナー、スキル等につい
て深く学ぶことができます。

文部科学省

「留学生就職促進プログラム」採択校

東洋大学 2021 春季

ビジネス日本語ポイント講座
各界の専門家からビジネスで使える日本語やスキルを学ぶ

厳選されたテーマについて各分
野の専門家から指導を受けるこ
とのできる貴重な機会です。ま
た、留学生の就職活動で大きな
強みとなる「BJT ビジネス日本
語能力テスト」( 公益財団法人
日本漢字能力検定協会 ) の試験
対策も含まれています。BJT 受
験予定の方は本講座を有効に活

概

要

期

間

2021 年 2 月 1 日 ( 月 ) 〜 2 月 10 日 ( 水 )

形

式

Webex を用いたオンライン形式

対

象

JLPT N2 合格以上の外国人留学生、

用できます。

または外国人社員の方。

※東洋大学以外の方も受講できます。

※海外の国地域からの参加も歓迎します。
全 20 講座からご自身が興味の
ある講座を自由に選ぶことがで
きます。ぜひ、この機会にビジ
ネス日本語や文化について理解
を深め今後のキャリア構築に役
立ててください。

定

員

各回

1,000 名（先着順）

授 業 料

無 料

申込期間

2021 年 1 月 8 日 ( 金 ) 〜 1 月 27 日 ( 水 )

講座申込

下記よりメールアドレスのご登録を行って
ください。講座へのお申込画面はご登録い
ただいたメールアドレス宛に送られます。

（https://www.tugs.co.jp/businessjapan
ese̲temporary/）

・講座は全て日本語で行われます。

・無断欠席の場合は次回の参加が認められないこともあります。

東洋大学留学生就職支援室
ml-biznihongo@toyo.jp

・1 講座のみの参加も、複数講座の参加も、自由に選ぶことができます。

講師紹介
2001 年三菱電機（株）入社。稲沢製作所にて昇降機の電

筑波大学日本語・日本文化学類卒業。早稲田大学大学院日

気機械部品の資材購買を担当。

本語教育研究科博士後期課程修了。博士（日本語教育学）。

2004 年（株）リクルートキャリアへ転職。企業の人材採

日本学術振興会特別研究員、中国復旦大学講師、早稲田大

用支援、個人のキャリアアドバイスを経て、2013 年より

学国際学術院助手、東洋大学講師を経て現職。東京大学、

マネジメントおよび自社中途採用者の選考・育成に従事。

東京外国語大学、早稲田大学、などで非常勤講師も務める。

2015 年より現職。学生および社会人の日本語コミュニ

専門は、ビジネス日本語教育、日本語教材分析、日本語教

ケーションスキル UP に向け、学校や企業への人材育成支

材開発、日本語教育史、言語政策史。第 32 回大平正芳記

援活動を行っている。

念賞特別賞受賞。2017 年度早稲田大学ティーティングア
ワード総長賞受賞。2018 年度日本語教育学会奨励賞受賞。

やまだ

山田

のりこ

たなか

乃理子

ゆうすけ

田中

（公財）日本漢字能力検定協会
普及第二部 部長

祐輔

広東海洋大学外国語学部日本語学科卒業。神戸大学大学院

紹介・派遣など一貫して人材ビジネスに携わる。2006 年、

人文学研究科博士課程前期課程・後期課程修了。博士（学

日経の転職サイト「日経キャリア NET」を皮切りに、医師、

術）
。ドイツハンブルク大学、神戸大学アシスタント、神

薬剤師、女性向けの求人サイトなどを続けて開設。数多く

戸芸術工科大学、日本経済大学などの非常勤講師・専任講

の就職、転職を支援している。2013 年からは日本経済新

師を経て、現職。専門は、現代日本語文法、日本語教育、

聞社とともに、アジア各国の主要大学で学ぶ学生と日本の

日本語学、コーパス言語学。日本語学習者の視点から、現

グローバル企業をつなぐ「NIKKEI ASIAN RECRUITING

代日本語文法の文末表現と、漢字漢語研究に取り組む。文

FORUM in 東京」を開催。これまでに 200 名を超える海

法・語彙の理論知識に基づいて、学習者ならではの学習困

外大生の日本就職を実現させている。この他、日本人学生、

菅野

よしゆき

善之

ズデザイン協議会会長賞受賞。

東洋大学国際教育センター・准教授

1987 年、法政大学経営学部卒業。新卒・中途採用、人材

すがの

2019 年博報堂教育財団研究助成優秀賞受賞。2020 年キッ

外国人留学生向けに就職支援の講演なども行う。

難点、注意点を踏まえ、日本語力向上のための勉強のコツ
ちん

陳

しゅういん

秀茵

などを提示する。

東洋大学国際教育センター・講師

株式会社日経 HR・執行役員営業本部長

東京大学文学部卒業（言語学）。大阪大学大学院博士後期

獨協大学外国語学部卒業。早稲田大学大学院日本語教育研

課程修了（現代日本語学）。博士（文学）。東京大学留学生

究科博士後期課程修了。博士（日本語教育学 )。Waseda

センターを経て、2002 年 4 月より学習院大学助教授、

Education(Thailand)・タイ早稲田日本語学校副主任講師、

2008 年 4 月より学習院大学教授。日本語学研究と日本語

早稲田大学日本語教育研究センター助手、関西学院大学日

教育研究分野において、重要な論文、書籍、日本語文法の

本語教育センター日本語常勤講師・言語特別講師を経て、

教材など多数。また、『ビジネス日本語教育の展開と課題』

現職。専門は、質的データ分析法、教師研究、実践研究。

（ココ出版）を上梓し、当該分野においても重要な提言を
発信している。

うしくぼ

牛窪

まえだ

りゅうた

前田

隆太

なおこ

直子

学習院大学・教授

東洋大学国際教育センター・准教授

全国の企業や団体で研修や講演を求められ、各階層を対象

1970 年代後半から日本研究者・外交官・留学生・ビジネ

に指導している。一般社団法人メンタルヘルス協会認定メ

ス関係者等への日本語教育に従事。1988 年、神戸市にコ

ンタルヘルス・カウンセラー。ICC（国際コーチング連盟）

ミュニカ学院を設立。現在、35 カ国を越える国・地域か

認定国際コーチ。サンタフェ NLP ／発達心理学協会プラ

ら来日した留学生の他、ピジネスパーソン、外国籍住民等

クティショナー。BCB 認定ファシリテータ。BIA（公認社

に対し、日本語教育を行う。また、教師研修、企業経営者・

団法人日本ブライダル文化振興協会）初代ブライダルマス

日本人社員へのインターカルチュラル・コミュニケーショ

ター。東洋大学兼任講師。ソニー学園湘北短期大学兼任講

ン研修にも従事。一般財団法人日本語教育振興協会評議員、

師。株式会社エムシイエス代表取締役。

公益社団法人日本語教育学会理事、ビジネス日本語研究会
代表幹事、一般社団法人日本語教育支援協会理事等。

とおやま

遠山

しょうこ

おくだ

詳胡子

奥田

株式会社エムシイエス・代表取締役

じゅんこ

純子

コミュニカ学院・学院長

青山学院大学文学部英文科を卒業後、ドイツ銀行東京支店

ブルガリア・ソフィア市出身。

勤務、イラク・バスラの日本企業支社勤務を経て、日本語

ソフィア大学日本学専攻卒業。

教育に携わる。修士 ( 学術）。武蔵野大学教授・大学院言

東北大学文学研究科言語科学専攻日本語教育学専攻分野博

語文化研究科専攻長・グローバル学部日本語コミュニケー

士前期課程修了（文学修士）。ソフィア大学日本学専攻博

ション学科長を経て、現在に至る。日本語 OPI 研究会長、

士課程修了（日本語学博士）。専門は、音声学・音韻論（プ

アカデミック・ジャパニーズグループ事務局、ビジネス日

ロソディー）、語用論（待遇表現）、異文化間コミュニケー

本語研究会代表幹事、経済産業省委託事業「日本企業にお

ション（対日観など）。

ける外国人留学生の就業促進に関する調査研究」検討委員

大江健三郎著『水死』のブルガリア語訳や商談および政治・

会委員、経済産業省委託事業「アジア人財資金構想共通カ
ほりい

堀井

けいこ

惠子

武蔵野大学・名誉教授

リキュラム・教材開発委員会」委員、文化庁委託講座「生
活者としての外国人」のための日本語教育事業担当などを
歴任。ビジネス日本語研究と教育の分野そのものを構築し、
最先端の理論と実践を国内外に展開している。

行政関係者の会談などを含む翻訳・通訳の実績を持つ。ソ
アンドレエフ・アントン

ANDREEV,Anton
東洋大学国際教育センター・講師

フィア大学の講師・准教授を経て現職。茨城大学非常勤講
師も務める。

講座詳細

講 座 日 程
専門家による特別無料公開講座を 20 コースから自由に選べる！
仼爊
僖仼 僖

僖仼 愁

僖仼 姡

僖仼 儒

僖仼 ꄋ

僖仼 ㎻

僖仼 仼

僖仼 僖

僖仼 愁

僖仼 姡

㍑

侇ꝴ+45

















































































ُ٭ط
٘ب٭آؼِٖؤ٤

ٔ؞ٛؓ

乃嫎

鏤䎜

辐杯

乃

ٚؕؔط٤ء

绱鉮

鐆鉮

+٬+

牊⮯

铺䈳⺲

铺䅨٬䢥㷯
㸓榹╣杼㯸

杼鑜5IFPSZ

仼儖鏤ס鑜杼氳٘ب٭آؼِٖؤ٤

㲔饧1SBDUJDF

تؾةل仼儖鏤وؓهؔطؼِٖؤסٞز٭

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬⬡䷷䪧

杼鑜5IFPSZ

仼儖ס㶨绷孨Ⳃٔ؞כٛؓوٚ٤ؼ٤ء

劔䌋⚡炘仼磬)3٬㓴车䏔ㅀ哅儖鼧Ꝏ

㲔饧1SBDUJDF
杼鑜5IFPSZ

#+5تؾةل仼儖鏤耆ⱱ⪒סعتط㳊כ㵚瓀

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬⬡䷷䪧

٘ب٭آؼِٖؤ٤耆ⱱ罫䡗ס״גס仼儖鏤乃嫎

㲔饧1SBDUJDF

乃嫎╈䑏تؾةلגכ仼儖鏤㲔饧庋綗

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬铺䅨

杼鑜5IFPSZ

㛙㎁☔㰢綗縖ס鏤䎜㰢綗ס㍭ꦘ憠כ㵚瓀

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬铺䅨

㲔饧1SBDUJDF

تؾةل仼儖鏤鏤䎜ס綗䐂כ庋綗

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬⬡䷷䪧

杼鑜5IFPSZ

تؾةل仼儖鏤כ丒鏤辐杯

㰢綗ꢙ㛻㰢٬䷷䪧

㲔饧1SBDUJDF

㕙ꪫ⮯تؾةل仼儖鏤辐杯庋綗

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬铺䅨

杼鑜5IFPSZ

تؾةل杯㕙ך姲٭ػُ״

劔䌋⚡炘تؙؕبؙّ٬♏辐稤䏔

⪜沟靸㍚嫎☔仼儖庣㰄耆ⱱ吾㲊⚡٬鼧Ꝏ

榹╈点魋
藴ꄇャ╮
榹╈点魋
ꢷ熓蓚

擧獐㜀

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬⬡䷷䪧

ꢷ熓蓚

榹╈点魋
⯥榹泡㯸
ꢷ熓蓚

鸜㸓鎋翊㯸
榹╈点魋

㲔饧1SBDUJDF

تؾةل乃湳閁כ綗䐂عס״גסٝؼ٭٤ء

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬⬡䷷䪧

杼鑜5IFPSZ

تؾةل仼儖鏤ٚؕؔط٤ء

ؼِٖؤ㰢ꢙ٬㰢ꢙꝎ

㲔饧1SBDUJDF

飃碌ٝيٜס仼儖鏤ٚؕؔط٤عتطء庋綗

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬⬡䷷䪧

杼鑜5IFPSZ

تؾةل仼儖鏤ס绱鉮

塡襓ꄇ㛻㰢٬⺲鎹䷷䪧

㲔饧1SBDUJDF

#+5绱鉮㲔饧庋綗

杼鑜5IFPSZ

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬铺䅨

تؾةل仼儖鏤ס鐆鉮

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬⬡䷷䪧

㲔饧1SBDUJDF

#+5鐆鉮㲔饧庋綗

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬⬡䷷䪧

杼鑜5IFPSZ

緾錌٬鵟錌تؾةلכ仼儖鏤

典嬣㛻㰢㎁꤀䷷罫ج٤٭ذ٬铺䅨

㲔饧1SBDUJDF #+5稀⺬㲔饧庋綗☪䏲ס㰢綗מ䏔玮ח鞲乢٭صכٜ

㝜榹硾㯸
擧獐㜀
㔃◒䘟㯸
ꢷ熓蓚

擧獐㜀
榹╈点魋

ؓ٤غٝؓنؙ٤ع٤
榹╈点魋

講座名

概要

01

日本語の論理的コミュニケーション

ビジネス日本語を学ぶためには、
日本語を使ったコミュニケーションについて理解する必要があります。本講義で
は、働くうえで必要なコミュニケーション力の観点から日本語を取り上げます。企業の社員研修にも活用されてい
る
「文章検」
から、
論理的な文章を書くためのエッセンスをご紹介します。

02

ビジネス日本語のコミュニカティブアプローチ

1980年代前後から盛んになったコミュニカティブ・アプローチの議論において、
コミュニケーションの
「場面」
が注
目されるようになり、現在でも重視されています。では、
ビジネス日本語を学ぶ際に、場面はどのように捉え考える
べきなのでしょうか。本講義では、
ビジネス日本語をコミュニカティブ・アプローチの観点から考え効果的な学習方
法について解説します。

03

日本の就職活動とキャリアプランニング

ビジネス日本語とは、言語の問題だけではありません。日本語を使って、
自分のキャリアや生き方をどう考えるかと
いう問題でもあります。本講義では、
日本国内の就職活動の現状を踏まえつつ、留学生のキャリアプランニングに
ついて考えます。

04

BJTビジネス日本語能力テストの全容と対策

ビジネス・コミュニケーション能力を測定するための試験として、BJTビジネス日本語能力テストがあります。本講
義では、BJTビジネス日本語能力テストの特色と出題傾向を紹介しながら、試験対策と学習する際のポイントにつ
いて解説します。

05

コミュニケーション能力育成のための日本語文法

ビジネス場面で日本語を使えるということは、言語知識を持っているだけではなく、それらを使ってコミュニケーシ
ョンを行えるということです。本講義では、
日本語文法の観点から、学習者が身につけるべきコミュニケーション能
力について考えます。

06

文法を中心としたビジネス日本語実践演習

理論の講義内容を踏まえ、実際のビジネス場面で使われる日本語文法について、問題演習と解説を通じて理解を
深めます。講義の中では実際に問題を解いてもらいますので、
ノートなどを準備して受講してください。

07

外国人学習者の語彙学習の困難点と対策

日本語は他言語と比較して、語彙数が多い言語であると言われています。本講義では、語彙を学習する際の困難
点を確認しながら、
それらを克服するための学習方法について考えます。

08

ビジネス日本語語彙の習得と演習

理論科目
「外国人学習者の語彙学習の困難点と対策」
の内容をふまえ、実際のビジネス場面で使われる語彙につ
いて、問題演習と解説を通じて理解を深めます。講義の中では実際にBJTビジネス日本語能力テストの模擬問題
を解く活動も行います。

09

ビジネス日本語と敬語表現

ビジネス日本語というと敬語を連想し、苦手意識を感じる人も多いのではないでしょうか。本講義では、敬語の基
本的な考え方を確認しながら、
ビジネス場面で使われる敬語表現を解説し、
日本語学的観点から理解を深めます。

10

場面別ビジネス日本語表現演習

理論の講義内容を踏まえ、実際のビジネス場面で使われる敬語表現
（会話の中での表現）
について、問題演習と解
説を通じて理解を深めます。講義の中では実際に問題を解いてもらいますので、
ノートなどを準備して受講してく
ださい。

11

ビジネス現場で求められるマナー

ビジネスでは、それぞれの場面にふさわしいマナーが求められますが、具体的にはどのようなことに気を付けるべ
きでしょうか。本講義では、
マナーの専門家の話を聞きながら、各場面での日本ならではのマナーと考え方につい
て学びます。

12

ビジネス文化知識と習得のためのトレーニング

ビジネス日本語の習得にはビジネス文化や慣習への理解が必要不可欠です。本講義では、文化理解の理論的枠
組みを紹介しながら、文化知識を習得するための解説とトレーニングを行います。

13

ビジネス日本語ライティング

ビジネスの各場面において
「書く」
ことには、何が求められるでしょうか。本講義では、
ビジネスにおいて
「書く」
場面
を紹介し、基本的な考え方を確認しながら、
ビジネス日本語を書く力を伸ばすための方法について考えます。

14

超級レベルの日本語ライティングテスト演習

理論の講義内容をふまえ、実際のビジネス場面で使われる書く活動について、問題演習と解説を通じて理解を深
めます。講義の中では実際に、文章を書いてもらいますので、
ノートやパソコンなど、書く環境を準備して受講して
ください。

15

ビジネス日本語の聴解

仕事の場面において、話を聞いて情報を理解することは、
まず初めに求められる基本的な力です。本講義ではビジ
ネス日本語を聴解の観点から取り上げ、
仕事に必要な聴解力について体験してみます。

16

BJT聴解実践演習

理論の講義内容を踏まえ、実際のビジネス場面での聞く活動について、問題演習と解説を通じて理解を深めます。
講義の中では実際に、
音声を聞いて問題を解いてもらいますので、
安定した接続環境から受講してください。

17

ビジネス日本語の読解

ビジネス文書を理解することは、学術的な文章を理解することとどのように異なるのでしょうか。本講義では、
ビジ
ネス場面において用いられる文書を確認しながら、
情報理解の方法について考えます。

18

BJT読解実践演習

理論科目
「ビジネス日本語の読解」
の内容をふまえ、実際のビジネス場面における読む活動について、問題演習と
解説を通じて理解を深めます。講義の中ではさまざまな種類のビジネス文章を読んで問題を解くアクティにも取
り組みます。

19

翻訳・通訳とビジネス日本語

外国人財として会社で働くうえで、翻訳や通訳の作業を求められることも多いでしょう。本講義では、翻訳や通訳の
経験を通じて見えてきた日本語の言語的特徴について考えます。

20

BJT総合実践演習/今後の学習に役立つ資料とツール

本講義では、講座の最後のまとめとして、
ビジネス日本語の総合演習を行います。講座で学んだ知識を確認し、今
後、
学習を続けるうえで有用な資料とツールを紹介します。
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※2020 夏季ビジネス日本語ポイント講座と授業内容が同じ講座もありますので、申込時にご注意ください。

【講座申込】

回

右側の QR コード、または下記の URL よりメールアドレスのご登録を行ってください。
講座へのお申込画面はご登録いただいたメールアドレス宛に送られます。
（https://www.tugs.co.jp/businessjapanese̲temporary/）

【本講座に関するお問い合わせ】
東洋大学留学生就職支援室
E-mail： ml-biznihongo@toyo.jp

