
時間 1日目 時間 2日目 時間 3日目
8:20 東京発 9:00 2-1 電話英語 9:00 3-1 説明技術 ●特徴
9:46 …新白河着 …英語電話の準備 …度量衡表現 １．生活上のストレス緩和特化

10:40 …British hills着 …受付とのやりとり …分かり易く説明する技術 ２．マネージャーとしての技術習得
　　 チェックイン&オリエンテーション …伝言と伝言受け取り …短文化の技術

11:00 1-1 レセプト …スケジュール調整 …説明実習 ●得られる技術
…概要説明 …文句対処 10:30 3-2 会議コントロール １．トラブル対処知識と技術

11:30 1-2 出張英語 …要求の確認技術 …上手に“聞く”技術 ２．マナーと振る舞い
…出入国用英語 …電話英語実習 …会議のためのHEAVEN技術 ３．指示伝達能力
…移動用英語 11:30 2-2 マナーコード …発言コントロール ４．社交スキル
…ホテル・居住環境用英語 …地域別マナーと注意喚起 …英語環境の会議文化 ５．電話対処スキル
…一般的マナー …宗教別マナーと注意喚起 …会議シミュレーション準備
…初対面練習 …基本的テーブルマナー …英語会議実習

13:00 ◆昼食 13:00 ◆昼食 13:00 ◆昼食
…外国人同席 …外国人同席 …外国人同席

14:00 1-3 異文化理解 14:00 2-3 指示伝達英語 14:00 3-3 英語E-mail
…高低コンテクスト理解 …英語圏における指示の文化 …英文E-mailのテンプレート
…職場の文化構造 …英語的教示法 …より正確で手間を省くために
…理解“してもらう”英語技術 …テンプレート学習 …件名の重要性
…低コンテクスト構造練習 …指示伝達実習 …宿題配布

16:30 1-4 トラブル対処 16:30 2-4 社交英語 15:30 3-4 研修まとめ
…空港トラブル対処 …着任挨拶 …評価伝達

…移動トラブル対処 …雑談技術

…居住トラブル対処 …ネットワーキング 16:00 British hill出発
…トラブル対処実習 …着任からの流れ実習 17:20 新白河着

19:00 ◆夕食 19:00 ◆夕食 18:44 東京着
…外国人同席 …外国人同席

20:00 1-5 Socialization 20:00 2-5 Socialization
…外国人同席酒場の英会話 …外国人同席スヌーカー体験
…カードゲームを介した英会話 …現地人の助力を得る英語
…夜の挨拶 …外国人同席酒場の英会話

22:00 ◆1日目終了 22:00 ◆2日目終了

ASSP short version　A 2泊3日
対象：単独業務ないしリーダー向け



時間 1日目 時間 2日目 時間 3日目
8:20 東京発 9:00 2-1 ミーティング B 9:00 3-1 プレゼン B ●特徴
9:46 …新白河着 …効果的ジェスチャー技術 …Q&Aのための英語 １．英語型ビジネススキル特化

10:40 …British hills着 …議事録の録り方 …Q&Aのさばき方 ２．グループワーカー技術習得
　　 チェックイン&オリエンテーション …会議用英語のマナー …質問の引き出し方

11:00 1-1 レセプト …英語会議実習 …PPT使用時の諸注意 ●得られる技術
…概要説明 11:00 2-2 電話英語 …プレゼン実習準備 １．ミーティングマネジメント

11:30 1-2 出張英語 …電話英語の聞き取りスキル …簡易プレゼン実習 ２．効果的なプレゼン技術
…出入国用英語 …テンプレート学習 …個別評価伝達 ３．平均的な生活能力
…移動用英語 …電話英語実習 12:00 3-2 生活英語 ４．社交スキル
…ホテル・居住環境用英語 12:30 2-3 マナーコード …英語圏の近所づきあい

…一般的マナー …地域・宗教別マナー …買い物と食事
…初対面練習 …基本的テーブルマナー …生活トラブル対処

13:00 ◆昼食 13:00 ◆昼食 13:00 ◆昼食
…外国人同席 …外国人同席 …外国人同席

14:00 1-3 異文化理解 14:00 2-4 プレゼン A 14:00 3-3 英語E-mail
…高低コンテクスト理解 …英語プレゼンの5原則 …英文E-mailのテンプレート
…職場の文化構造 …英語型プレゼンの基本理念 …より正確で手間を省くために
…理解“してもらう”英語技術 …Overtureの明確化 …件名の重要性
…低コンテクスト構造練習 …“承”部分の構造 …宿題配布

16:30 1-4 ミーティング A …結論伝達の手法 15:30 3-4 研修まとめ
…ラグビーVSゴルフルール …プレゼン用ジェスチャー …評価伝達

…ハイブリッドミーティング …声調とピッチによる発音矯正

…日本型ミーティングの矯正 18:00 2-5 社交英語 16:00 British hill出発
…議長の役割 …自己紹介 17:20 新白河着

19:00 ◆夕食 …雑談技術 18:44 東京着
…外国人同席 19:00 ◆夕食

20:00 1-5 Socialization …外国人同席

…外国人同席酒場の英会話 20:00 2-5 Socialization
…カードゲームを介した英会話 …ネットワーキング実習
…夜の挨拶 …話題の提供と選択

22:00 ◆1日目終了 …外国人同席酒場の英会話

22:00 ◆2日目終了

ASSP short version　B 2泊3日
対象：チーム業務ないしグループワーカー
TOEIC目安：300以上


