平成２９年度

静岡県立大学大学院社会人学習講座

楽しくビジネス英語を学びましょう！ レベルは TOEIC／TOEIC‐IP 500 点以上、英検２級程度以上です

～

ビジネス英語会話（中級）講座

～

Workshop co-sponsored by Center for Regional Management Studies & Language and Communication Research Center, The University of Shizuoka

講義内容・スケジュール
Icebreakers, Intros & Work Situations アイスブレイカー ・ 導入
We will enjoy Icebreakers/Introductions. We will then explore the
10:30～11:15 theme of change and one situation we want help with at our jobs.

Ice Breaker→ Introductions→ Work Goal

アイスブレイクとして自己紹介をしましょう！仕事での場面を設定してビジネス会話を始めましょう！

Workplace Communications 仕事でのコミュニケーション
We will do pair role plays meant to highlight successes and areas
11:15～12:00 needing improvement in our workplace interactions.

Change Readiness→ Communication Blocks → Stop Arguments

ペアでのロールプレイを通して、ワークプレイスでの効果的なインターアクションに必要なスキルを高めましょう！

September.23
12:00～13:00 Break
Sat.
Motivational Interviewing (MI) for Business ビジネスのモチベーションインタビュー（理解編）
Following our class on Active Listening, participants learn a new
13:00～13:45 style of communication that uses ‘change talk’ to change behavior.

Introduction to MI → Change Talk → Overcoming Ambivalence

アクティブリスニングに続いて、「チェンジトーク」を用いて、新しいコミュニケーションのスタイルと姿勢を学習しましょう！

Motivational Interviewing Practice Session ビジネスのモチベーションインタビュー(実践編）
Participants will begin to use 4 MI processes to help co-workers and
13:45～14:30 customers make positive and needed behavioral changes.

Engaging→ Evoking Feelings→ Focusing→ Planning

同僚や顧客が必要な行動を積極的にできるようにするために、４つのモチベーションインタビューを実際に練習してみましましょう！

講師紹介

Eric Lenhardt 静岡県立大学言語コミュニケーション研究センター 特任講師
イェシーバー大学 修士課程修了（社会福祉学） 認定ソーシャルワーカー
ニューヨーク市で臨床ソーシャルワーカーとしてメンタルヘルスセンターや労働者支援
プログラムで勤務した経験がある。

会

静岡県立大学 草薙(谷田)キャンパス (住所：静岡市駿河区谷田 52-1)
一般教育棟 3 階 STUDIO（2310 講義室）

場

受講料

3,920 円

お問合せ
お申込み

平成 29 年 9 月 11 日（月）講座申込は定員になり次第締め切らせていただきます。
定員に余裕がある場合は締切日を延長することがありますのでお問い合わせください。
地域経営研究センターまで。受講には事前にお申込みが必要です。ホームページから申込書
をダウンロードできます。本紙裏の受講申込書もご利用可能です。

定

15 名程度

申込締切

員

静岡県立大学地域経営研究センター
住所： 〒422-8526 静岡市駿河区谷田 52-1
TEL：054-264-5400 FAX：054-264-5402 / E-mail：crms@u-shizuoka-ken.ac.jp
ホームページ⇒http://crms.u-shizuoka-ken.ac.jp/

社会人学習講座の最新情報・詳細は地域経営研究センターホームページをご覧ください

地域経営研究センター 社会人学習講座 事務局 宛
私は、「静岡県立大学大学院社会人学習講座」で開講される次の科目の受講を申し込みます。
1. 受講申込科目
会場

静岡県立大学
草薙キャンパス

科目名

申込締切

Business Conversation English

平成 29 年 9 月 11 日（月）

2. 申込受講者情報
以下項目にご記入・ご入力いただき、下記受付へメール・FAX・郵便などで送付してください。メール・FAX にて返信
いたします。申込後１週間たっても返信がない場合は、お手数ですが地域経営研究センターまでお問合せください。
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連絡先指定

＠
連絡は通常電子メールで行います。ご希望の連絡方法がある場合は以下に○をつけてください。

TEL ・ FAX ・ 携帯電話 ・ その他 （

）

所 属
3. 受講申し込み理由、講座へのご希望等あればご自由にご記入ください。講座の参考にさせていただきます。

記入日： 平成

年

月

日

＜ 問合せ・申込書 受付 ＞
静岡県立大学 地域経営研究センター

住所：〒422-8526 静岡市駿河区谷田 52-1
TEL：054-264-5400 FAX：054-264-5402 ／E-mail：crms@u-shizuoka-ken.ac.jp
ホームページ URL…http://crms.u-shizuoka-ken.ac.jp/
※ご記入いただいた情報は、静岡県立大学地域経営研究センターにて正確に管理し、本講座もしくは地域経営研究センター事業に関する目的以外の利用はい
たしません。また、申込者の同意がある場合及び行政機関などから法令等に基づく要請があった場合を除き、第三者への提供又は開示をいたしません。

