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Global Boot Camp
オンライン 異業種交流型
選抜グローバル人材育成プログラム

刺激を受ける
異業種の参加者と交流し
異なった視点に出会う

視野を広げる

グローバルを視野に入れ、
自分のキャリア、会社の経
営、社会の変動を俯瞰する

高め合う
切磋琢磨し
周りの意見や熱意を受け、
自分自身を成長させる
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このような理由で
ご導入いただいて
おります！

Up or out : 

「仕事のできる」「人として魅力のある」人材を、
グローバルで戦い協働できる人材に変革するプログラム

未来を変える
6日間

ご導入・ご参加いただいている企業様は：

様々な業種の方に
ご参加いただいて
おります！

異なる部署の方にも
ご参加いただいて
おります！

海外赴任や海外
出張、MBA留学を
控えている

自分を
グローバル化し、
活躍の場を
広げさせたい

日系
金融会社様
食品メーカー様
精密機器メーカー様
化学メーカー様
アパレル企業様

外資系
製薬会社様
不動産・流通企業様
ラグジュアリー企業様
コンサルティング企業様

営業

開発

生産管理

IT

好評により2020年、春季&秋季 開講！



グローバル人材として必要な要素は何か？自分の成長
戦略を考え、主体的な個のグローバル化を促すワーク
ショップ。後半はスキマ時間を有効活用し、「継続でき
る」英語学習法を紹介します。

布留川勝氏、福田聡子氏

パーソナル・グローバリゼーション/
右脳型英語学習法セミナー

10/1 ㈭
9:00-17:00

日本語 ＊一部英語

１

異文化コミュニケーションの基本知識を理解し、ダイ
バーシティな環境で自分の魅力を演出し、異文化環境で
も生産的かつ友好的な関係を構築していくためのスキル
を習得します。

Ross Moore-Fay氏

異文化マインドセット&
コミュニケーション

11/5 ㈭
10:00-17:00

英語

２

グローバルビジネスで必要不可欠な基礎スキル
「アサーティブ」「ミーティング/ディスカッション」
「ネゴシエーション」の３つのコミュニケーション
スキルを1日で包括的に習得します。

Brett Nelson氏

グローバルビジネスで
必要な３つのスキル

12/3 ㈭
10:00-17:00

英語

３

Ross Moore-Fay
ロス・ムーア-フェイ

イギリス出身。イギリスの日興証券でのIR業務、日本での美容室・サロン業界企業での国際業務コーディ
ネーター、アーティスティックディレクターなどの実務経験を経て、企業向けビジネスコミュニケーショントレーナー
として独立。異文化間コミュニケーションのコンセプトを軸に、個人と組織のパフォーマンスを高めるための
実践的コミュニケーションスキルのトレーニングを行っている。異文化理解、プレゼンテーション、オフィスコミュニ
ケーション、交渉など。日本語堪能。

布留川 勝
ふるかわ まさる

グローバル・エデュケーション代表取締役。
2000年に、グローバル人材育成をミッションに、『グローバル・エデュケーションアンドトレーニング・コンサルタン
ツ株式会社』を設立。2008年に、『パーソナル・グローバリゼーション（幻冬舎MC）を上梓、グローバル人
材の定義を発表した。2010年にジャパンタイムズの「１００Next-Era CEOs in Asia」に選出される。
ハーバード、UCバークレー、カーネギーメロン、ロンドンビジネススクール、INSEADなどトップスクールと協働し、
国内では選りすぐりのリーダーシップやコミュニケーションの専門家のネットワークを構築。『グローバルと自立』
をテーマに、組織開発と人材開発におけるコンサルタント、コーディネーター、ファシリテーター。

福田 聡子
ふくだ さとこ

グローバル・エデュケーション エグゼクティブディレクター。
グローバル＆自立型人材育成をミッションとし、常に顧客の視点に立ったコンサルティング、個々の研修参加
者のキャリアを考えてのアドバイスなど、その情熱あふれるスタイルは顧客から高い評価を得ている。
また、担当セミナーでは、トップビジネススクール、コンサルタントらとの豊富な協働経験を基にした様々な
事例が分かり易いと参加者からの共感を得る。

第

回

第

回

第

回

講師紹介

Program
Details
プログラム詳細
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自分のアイデア・考えをロジカルに組み立て、 明瞭か
つ簡潔で説得力あるプレゼンテーションを行うための
スキルを学びます。構成・表現、伝え方の基礎スキルを
磨き、実践演習を通じてスキルを定着化します。

グローバルビジネスプレゼンテーション

1/14 ㈭
10:00-17:00

英語

４

相手と対決・対峙するのではなく、Win-Winの成果を
得ることで、関係構築をすることをねらいとしたコミュ
ニケーションのロジックとフレーズを習得します。

Win-Win ネゴシエーション

2/4 ㈭
10:00-17:00

英語

５

今ある英語力を持って最高のパフォーマンスをし、相手
を説得、動かすスキルを学びます。そのスキルを用いて
後半は、プログラムの集大成として今後のビジョンを発
表します。

Brett Nelson氏

プレゼンテーション練習/
最終プレゼンテーション発表会

3/11 ㈭
10:00-17:00

英語

６

Brett Nelson
ブレット・ネルソン

米国ケンタッキー出身。約20年の間、日本と香港を中心にアジアを拠点とし、起業家として、日米の数多
くの新興企業の販売と運営を担当。 2009年、Sabrinian CapitalとQuantix Partners（東京とハワ
イで運営するヘッジファンド）のCOOとして7年間務める。その後、グローバルな企業スキルに取り組み始め
日本のリーダーシップ育成に携わるようになる。現在、様々な企業を管理しながら学んだ「現実の世界」の
ライフスキルとビジネスレッスンを駆使し、国際的な顧客に役立つトレーニングコースやワークショップを実施。

第

第

第

回

回

回

講師紹介

Program
Details
プログラム詳細

James Dougherty氏

James Dougherty氏

James 
Dougherty
ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾄﾞﾊﾃｨｰ

グローバルビジネススキル及びビジネスコミュニケ－ションコースの開発、及びインストラクター、ファシリテーター
として活躍。日本にも拠点を置く数少ないグローバルビジネススキルのトレーナー。 欧米のグローバル企業
も日本から彼を招聘している。彼のワークショップでは、知識・スキルの習得のみならず、プロフェッショナル
人材としてのマインドセットの育成も重視している。熱意あふれるファシリテーションは、参加者を勇気付け、
自己変革の意欲を促進する。 そして、その熱意・プロフェッショナリズムから、参加者からは「グローバル人材
のロールモデルになる」と定評がある。

全プログラムご参加の場合
お１人様あたり 298,000円(税別)＋公開セミナー1回無料券
※別途料金：オンライン英会話代（オプション）

選択型でのご参加の場合
１回あたり 58,000円(税別)＋公開セミナー1回無料券

受講料

人数

TOEIC

１社当たり 4名様まで

500点以上推奨

実施方法 オンラインツール「Zoom」
ライブ配信

※公開セミナー無料券は、異業種交流型公開セミナーにて

ご利用いただけます。Boot Camp & GIFT でのご利用は

できませんのでご了承ください。

※全6回プログラムご購入の場合は、公開セミナー無料券1枚

がつきます。プログラム毎のご購入を合算し、6回分の公開

セミナー券は発行できませんのでご了承ください。
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毎回課題を設定 学習の進捗をシートにて
確認・アドバイス

☑
費用のかからない

学習メソッドをご紹介

TED

英語学習シートで
学習内容・状況を共有

研修内での様子を
ビデオにて復習

最
終
発
表

プログラム

ご参加者

事務局

オンライン！Boot Campの仕組み
※オンラインツール「Zoom」を使用いたします。

オフライン

オンライン

オンライン自習室
スピーキング力を強化

オンライン・ペア課題
アウトプットの強化

ZOOM使用ライブ配信中

双方向の
コミュニケーション
講師がその道に熟練して
いるからこそInteractive！

集中出来る研修のデザイン
スタッフのサポート、グルー
プワーク、ディスカッショ
ンなどによって緊張感を保ち、
集中して受講いただける工夫

「オンラインライブ研修、とても集中
でき、時間があっという間だった。」

「講師と双方向とのやり取りができ、
他の受講者とも活発な意見交換ができ
た。」

コースの特徴

次の研修までの
異業種交流&学習の継続
研修外のオンラインペア課題・オ
ンライン自習室による能力強化＆
チームビルディング

移動時間の削減
全国各地から受講可能！

移動に伴う経費の削減

「オンライン・ディスカッショ
ンは継続的なスピーキング力強
化の為にとてもいい練習になっ
ている。」

オンラインライブ型だから

こそできること
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「ここまでオンラインでできると思わ
なかった。」
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修了者の方々からの声

「今までの研修よりも良かった。一人で
落ち着けるのと他の参加者とつながる
バランスが良く、オンラインで出来て
良かった。」

「オンラインでやるとこんなにもフラッ
トにディスカッションできるのだと分
かった。話している人の意見に、階層を
超えて耳を傾けていて、研修の目的と
手段がマッチした気がする。」

「初めてのオンラインセッションでした
が、非常に聞きやすかった。進行もス
ムーズで動画もあり分かり易かった。」

刺激を受ける
異業種の参加者と交流し
異なった視点に出会う

視野を広げる

グローバルを視野に入れ、
自分のキャリア、会社の経
営、社会の変動を俯瞰する

高め合う
切磋琢磨し
周りの意見や熱意を受け、
自分自身を成長させる

「異業種の方が集まるセミナーと
いうこともあり、営業職以外の方の考え
方や働き方を知ることができたり、様々
な年齢の方がいたため、
将来の自分のキャリアをイメージしやす
かったりと、セミナー内容以外にも刺激
を受ける点が多くあった。」

「Boot Campと言うだけあり、研修では
1日English Onlyは非常に疲れた。
非常に良いスキルアップになっていると
感じる。」

「6か月間のコースを通して、グローバ
ル人材とは何か、どのように自分を高め
るか、今後どうなりたいかというテーマ
について考える良い機会を頂いた。」

「教えて頂いたことを思い出しながら、
実務で生かすことでお礼をしたい。」

「研修は非常に濃い内容で自分の視野が
広がっていくのが感じられ、とても
有意義に過ごすことができた6か月間
だった。」

オンラインライブ型


