2021 年度「ビジネスプロフェッショナル」サイバーバックアップレッスン誕生！

～ クラスで学習成果を発揮、インターネットで復習 ～

"Be daring, Be different,
Be first."
－ Frank Yoshida －

ビジネスプロフェッショナルを育てる究極のクラス、“
ビジネスプロフェッショナルを育てる究極のクラス、“think tank”
tank” “sense tank”
tank”はこのクラスから生まれる

仕事に
仕事に先手を
先手を打つ！
問題が起こってから対処する受動的なリアクティブではなく、問題が起こる前に対応を準備している能動的な態度、それがプロアク
ティブです。このビジネスイングリッシュコースでは、《仕事に先手を打つ》を主眼にプロアクティブなマインドセットを養います。

『斬れる英語
れる英語』
英語』を学ぶ！
一般的な教材を使った授業は全体の 30％－40％、授業は“初対面の挨拶”“採用面接”“プレゼンテーション”“ネゴシエーション”
“マーケティング”“意思決定”等、多方面に渡ったロールプレイングを中心に展開します。モーダスオペランダイ（仕事のやり方）やコ
ンサルタンシー・カルチュラルティップ等、講師からきめ細かい指導が行われ、《授業即実践》の『斬れる英語』が学べます。

英検®１級・通訳案内士・
通訳案内士・観光英検１
観光英検１級試験合格者、
試験合格者、ビジネス英検上級
ビジネス英検上級・
英検上級・TOEIC®950 以上取得者の
以上取得者の輩出！
輩出！
『楽しいだけでは物足りない！』―“結果”を出せないそんな英会話学習者の悩みに応えられるビジネスプロフェッショナルコー
ス。講師自らの合格・取得体験に基づいた適切な指導と共に真の実力を養います。定期的に TOEIC®や英検®形式のリスニン
グおよびボキャブラリーテストを行ない、学習内容の定着を図っています。TOEIC®“950”オーバー・ビジネス英検上級レベル
取得者のみならず、英検®１級・通訳案内士・観光英検１級試験合格者も数多く輩出しています。本気で実力をつけたい方は
迷わず、《Frank Yoshida ビジネスイングリッシュコース》を選ばれます。勿論、スピーキング・リスニング・リーディング・ライティ
ング（e-mail も含む）の総合力を養うことに主眼が置かれています。

意見や
意見や要望を
要望を即座に
即座に反映！
反映！
受講生からの意見や要望はダイレクトに授業の中身に反映されます。実際自分が勤める会社の製品を持ち込み、セールスプレゼン
テーションや質疑応答の予行演習を行ったり、学会での論文発表のシミュレーションを行った例もあります。

起業家精神の
起業家精神の構築！
構築！
「プロアクティブメソッド」発案者で、国際ビジネスの経験豊富な講師が授業を担当しますので、自然にビジネスセンスが養われます。
就職・転職で大きな武器になるだけでなく、起業家を志す大学生・社会人にとって大切な資質を養います。

異業種間交流を
異業種間交流を深める！
める！
実際のビジネスシーンを映像に収めたビデオをクラス全員で鑑賞し自由に意見を述べ合う時間もあり、クラス内での異業種間交流を
深めます。特に（レベルⅠ）（レベルⅡ）クラスでは,より専門性を重視したクラス編成がなされ高度なスキルアップを図っています。業
界間・企業間のディマケーション（境界確定）がぼやけ、“ブラー（不鮮明）の時代”に直面している現在、曖昧さへの認識が今後のビ
ジネスパーソンの重要なマインドセットになります。

★ ご注意 ★
(1) このコースでいう「サイバーバックアップレッスン」とは、講師個人をウェブマスターとする講師個人による無料によるサービス提供を意味
し、その内容は１）宿題の連絡、２）授業で行ったテスト、即ち［過去問］の検索・ダウンロード等を意味します。通信料は利用者負担。ウ
ェブ上での機能障害については、ECC 外語学院および講師個人は一切責任を負いませんのでご了承ください。
(2) 講師のサイト上での有料サービスや付随する広告でのサービスの利用・商品購入については、利用者の個人負担となり、ECC 外語学院及び講
師個人は一切責任を負いませんので、併せてご了承ください。

クラス

曜日／
曜日／時間帯

到達目標

学 習 内 容

◆ レベルⅠ
レベルⅠ （対象：
対象：国連英検特 A 級・日商ビジネス
日商ビジネス英検
ビジネス英検 1 級・ビジネス英検
・ビジネス英検 A 級取得者
取得者）
【グローバルストラテジストとしての英語
グローバルストラテジストとしての英語】
英語】
BA1-4D2
BA1-4F1

木曜日 20:00 – 21:20
土曜日 18:40 – 20:00
注） クラス振替 OK

企 業
コンサルタント

（１）
「外資系エグゼクティブが教える超実践的英会話トレーニング」
（２）
「NHK ラジオビジネス英会話」
「土曜サロン・ベスト・セレクション～プレミアム～」
（３）
「ビジネス英語を磨く英文法｜Smart Reference」

◆ レベルⅡ
レベルⅡ （対象：
対象：英検®１級・全国通訳案内士
全国通訳案内士・
通訳案内士・観光英検 1 級取得者）
級取得者）
【最高意思決定過程
最高意思決定過程での
決定過程での英語
での英語】
英語】
BA2-4B2
BA2-4F2

火曜日 20:00 – 21:20
土曜日 15:40 – 17:00
注） クラス振替 OK

最高経営
責任者

（１）
「すぐに使えるビジネス英語スピーチ 100」
（２）
「ビジネス英語を磨く英文法｜Smart Reference」

◆ レベルⅢ
レベルⅢ （対象：
対象：ボランティア通
ボランティア 通 訳 検 定 A 級 、英単語検定 1 級・TOEIC®900 以上取得者）
以上取得者）
【業務意思決定過程
業務意思決定過程での
決定過程での英語
での英語】
英語】
BA3-4E2
BA3-4F3

金曜日 20:00 – 21:20
土曜日 14:10 – 15:30
注） クラス振替 OK

国際経営
管理者

（１）
「世界基準のビジネス英会話」
（２）
「ビジネス英語を磨く英文法｜Smart Reference」

◆ レベルⅣ
レベルⅣ （対象：
対象：英検®準１級・全商英検 1 級・TOEIC®860 点以上取得者
点以上取得者）
【業務遂行分析過程での
業務遂行分析過程での英語
での英語】
英語】
BＩM4-4A2
BIM4-4F4

月曜日 20:00 – 21:20
土曜日 12:00 – 13:20
注） クラス振替 OK

国際要員

（１）
「実践ビジネス英語」
（２）
「ビジネス英語を磨く英文法｜Smart Reference」

◆ レベルⅤ
レベルⅤ （対象：
対象：英検®２級・看護英語試験満点・
看護英語試験満点・TOEIC®730 点以上取得者）
点以上取得者）
【問題解決・
問題解決・業務分析の
業務分析の英語】
英語】
BIM5-4C2
BIM5-4F5

水曜日 20:00 – 21:20
土曜日 10:30 – 11:50
注） クラス振替 OK

海外業務
担 当

（１）
「即戦力がつくビジネス英会話」
（２）
「ビジネス英語を磨く英文法｜Smart Reference」

■ECC 外語学院英語・スペイン語講師。2021 年度《ビジネス》全 10 クラス、
《アカデミア》全 13 クラス担当。国連英検特 A 級・日商
ビジネス英検 1 級・観光英検 1 級・英検®1 級・通訳案内士を含む英語資格十冠ホルダー。講師自らの合格・取得体験に基づいたきめ細
やかな指導により、英検®1 級・全国通訳案内士合格者をはじめ、TOEIC®990 点満点・900 点オーバー取得者を数多く輩出。
■国際ビジネスコンサルタントとして、北米・中南米・欧州・アフリカ・オセアニア・東南アジア諸国での駐在、International
Microelectronics & Systems 国際会議での講演、米国及び台湾新竹縣シリコンバレーでの表面実装技術テクニカル・アドバイザー、米
国直接投資に関わる国際訴訟問題解決のためのアイスブレーカー、電子部品輸出入業・製革業・木材輸入業等での貿易顧問等を歴任。
メカトロニクス・コンピュータ・経済関連・ＴＶアニメ／CD ゲームソフト等の英語・スペイン語版の翻訳もこなす。
■「英検®１級」
、
「通訳案内士」
「ビジネス英語」
「TOEIC®900」等のオンライン講座を開講。英検®１級・通訳案内士・TOEIC®900“一発
逆転！シリーズ”
、通学制対象のレビュークイズ≪Millones!≫、および英文添削講座、スカイプレッスンも好評開講中。
ご案内： http://frankyoshida.com/experts-at-practicalenglish
■作家としても活躍。短編小説『離れられなくなっちゃう』が、2008 年度 goodbook 社主催《出版登龍門》にてグランプリを受賞。2009
年 11 月、商業出版にて刊行デビュー。2012 年 5 月には長編社会派ミステリー小説『謎のルージュ』を出版。全 14 作、アマゾンにて
好評発売中。ご案内：http://frankyoshida.com/literature
■授業の課題や過去問は、講師のブログ「実践英語の達人」サイトにて検索。
□ブログ：http://frankyoshida.com/experts-at-practicalenglish
□ホームページ：http://frankyoshida.com

