令和元年度

静岡県立大学大学院社会人学習講座

“Bringing Your ‘A’ Game”: Business English
最高の結果を出すビジネス英語
講義内容・スケジュール
Power Adjectives & First Impressions
10:30~11:15

第一印象は力強い形容詞から--成功を導く秘訣
We will go over the importance and proper usage of “power adjectives”
that positively highlight our skill sets and accomplishments to demonstrate
success in the business world.

Water Cooler Talk 人間関係をスムーズにする井戸端会議の活用法
11:15~12:00

September
28th

12:00-13:00

(Saturday)
13:00~13:45

Water cooler chats build and strengthen relationships in the workplace. In
this session, we will learn and practice appropriate topics and how to
smoothly navigate them.

Lunch Break 昼休み
PC is not personal computer but “POLITICALLY CORRECT”
PC は英語ではパソコンではない！
This session will train students to be familiar with using proper language to
avoid offending others and maintaining a safe culture in the workplace.
The importance of gender-neutral terms will also be stressed.

Sports Lingo in Business ビジネスで効果的に使えるスポーツ用語
13:45~14:30

対象・おすすめの方

Sports phrases are increasingly used in business. Even if you are not
familiar or interested in certain sports, it is very important to have a basic
knowledge of the most common sports metaphors.
ビジネスシーンで役立つ英語表現を学びたい方。興味のある方。

講師紹介
Michael K. Peters（ﾏｲｹﾙ ﾋﾟｰﾀｰｽﾞ) 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
ブランダイス大学卒業後早稲田大学大学院国際関係修士号取得、現在アムステルダム大学社会
学研究科博士課程在籍。ESPN/ABC ニュース（米国テレビ・放送局）ニュース・プロダクションアシス
タント『Sportscenter』及び『Pardon The Interruption (PTI)』番組制作、大リーグ、 ニューヨーク・メッツ
通訳の経験があります。皆さんがビジネス英語を学び業界で国際的に活躍、成功するお手伝いをさ
せていただきます。See you in September!
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受講料・定員
申込締切
お問合せ
お申込み

静岡県立大学 草薙キャンパス (住所：静岡市駿河区谷田 52-1)
一般教育棟 3 階 STUDIO（2310 講義室）
3,920 円・15 名程度
令和元年 9 月 18 日（水） 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。ホームページ上のフォー
ムよりお申込みください。本紙裏の受講申込書もご利用可能です。

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⇒https://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

“Bringing Your ‘A’ Game”:
Business English

令和元年 9 月 18 日（水）

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。
（ ふ り が な ）

（

）
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〒
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男性 □
女性 □

年齢

歳

－
（ 自宅 ・ 勤務先 ・ その他 ）

ＴＥＬ
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携帯電話
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E-mail ｱﾄﾞﾚｽ
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： 令和

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 - m a i l：crms@u-shizuoka-ken.ac.jp
ホームページ URL…https://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。

