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ビジネスカレッジ

中国ビジネス

「未来を切り拓くコア人財育成」

プロジェクト

様々な不安定要素が錯綜する今日の世界は、それゆえに、
ビジネスにとって多様なチャンスが溢れています。
こういった環境をポジティブにとらえ、他に先んじて戦略を
構築すれば、必ずや時代の勝者になれるでしょう。
14億の隣人、14億の市場は決して我々の視界から消える
ことはないのです。

＜2023年4月 新規開講 『通年講座』＞



本プロジェクトの目的

本プロジェクトは、長期的視野から明日の日中ビジネス戦略構築のための

「コア人財」育成を目指すものです。コア人財には以下の三要素が求められます。

要素①：日中間の異文化理解を十分踏まえ、あらゆる事態に適切に対処できる

要素②：中国の現代事情を時系列で俯瞰し、政治・経済・社会各分野を複眼的に考察

して中国ビジネス戦略を構築できる

要素③：中国人や通訳・翻訳ソフトに頼らず、「話せる、読める、書ける」人財になり、

効率的に情報を収集し、ビジネス目的を完遂できる

（ＴＯＥＩＣゼロ点でアメリカへ赴任させられるビジネスパーソンはいない）



中国ビジネス「未来を切り拓くコア人財育成」プロジェクトは、

３つのコンテンツで構成されます

日中異文化理解
現代中国事情
中国現代史

各分野
専門家講座

中国語レッスン
（入門者向けグループレッスン）

三潴正道先生
（麗澤大学名誉教授）

朱建栄氏（政治学者/東洋学園大学教授）

岡野寿彦氏（NTTデータ経営研究所シニアスペシャリスト）

廣田則夫氏（元㈱日立建機取締役常務）

中山孝蔵氏（元中国日本商会事務局⾧補佐）

山本佳則氏（GENIC［半導体関係現地企業］董事長）

ほか一名（未定）

山本希和子主任講師
（外務省研修所講師）

背景をしっかり理解する そして、スキルを磨く！次に、実態を知る

「実用」（選択も可）「基礎」（必修） 「応用」（必修）

オンライン講座



中国ビジネス「未来を切り拓くコア人財育成」プロジェクト

2023年 スケジュール

 期間：2023年4月19日（水）～2024年3月27日（水）

 曜日：毎週水曜日

 時間：20:00～21:3０（一回1.5ｈ） ＊日本時間

水曜日 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

第
一
週

現代史（背景）
（三潴） 専門家② 現代中国事情③

（三潴）
中国語（会話④）

（山本）
中国語（会話⑤）

（山本）
中国語（文法③）

（三潴）
中国語（会話⑧）

（山本）
中国語（文章基礎①）

（三潴）
中国語（文章基礎②）

（三潴）

4/5 5/3 6/7 7/5 8/2 9/6 10/4 11/1 12/6 1/3 2/7 3/6

第
二
週

専門家① 中国語（子音）
（山本）

中国語（音節表）
（山本） 専門家③ 日中異文化③

（三潴） 専門家④ 現代中国事情⑥
（三潴）

現代中国事情⑦
（三潴）

パネル
ディスカッション

4/12 5/10 6/14 7/12 8/9 9/13 10/11 11/8 12/13 1/10 2/14 3/13

第
三
週

日中異文化①
（三潴）

中国語（声調/母音）
（山本）

現代中国事情②
（三潴）

日中異文化②
（三潴）

中国語（文法②）
（三潴）

中国語（会話⑥）
（山本）

中国語（会話⑦）
（山本）

中国語（文法④）
（三潴） 専門家⑤ 中国語（会話⑩）

（山本）

4/19 5/17 6/21 7/19 8/16 9/20 10/18 11/15 12/20 1/17 2/21 3/20

第
四
週

中国語（声調/母音）
（山本）

現代中国事情①
（三潴）

中国語（会話②）
（山本）

中国語（文法①）
（三潴）

中国語（会話③）
（山本）

現代中国事情④
（三潴）

現代中国事情⑤
（三潴）

現代史（1949~1978)
（三潴）

中国語（会話⑨）
（山本）

現代史（1978~2022)
（三潴）

現代中国事情⑧
（三潴）

4/26 5/24 6/28 7/26 8/23 9/27 10/25 11/22 12/27 1/24 2/28 3/27

第
五
週

中国語（会話①）
（山本）

現代史（1911~1949)
（三潴）

日中異文化④
（三潴）

5/31 8/30 11/29 1/31



講座内容・担当講師紹介

【1】「日中異文化理解・現代中国事情・中国現代史（必修）」

三潴正道氏
（麗澤大学名誉教授）

1：「日中異文化理解」 × 4回
様々なエピソードを具体的に踏まえながら、日中異文化コンフリクトの原因を探り、その対処方法を
考えます。毎回の話では「目からウロコ」が続出！

2-①：「中国の歴史的背景と現代史」 × 4回

手に汗を握る中国現代史、その波乱万丈を様々なエピソードを織り交ぜながら、現代につながる
流れを鮮明に描き出します。
第1回：中国5千年、そのルーツと、習近平が唱えるアイデンティティとは？
第2回：「中国現代史1911～1949」辛亥革命-袁世凱の野望-第一次国共合作－紅軍の活動-抗日戦－国共内戦
第3回：「中国現代史1949～1978」中華人民共和国－大躍進政策-文化大革命-ニクソン訪中-四人組-華国鋒
第4回：「中国現代史1978～2022」鄧小平の改革開放－第二回天安門事件-江沢民登場-ＷＴＯ加盟-胡錦濤登場-

リーマンショック-習近平登場－米中摩擦-コロナ騒動-習近平独裁体制

2-②：「現代中国事情」 × 8回
様々な分野から光を当て、現代中国像を立体的に浮かび上がらせます。
第1回：「政治と司法」（政治の動向、司法、行政、外交など）
第2回：「経済と主要産業」（経済政策、金融、産業界、主要産業の動向など）
第3回：「地域発展政策と農村」（地域発展政策の変遷、交通インフラ整備、一帯一路、都市と農村など）
第4回：「科学技術とエネルギー」（科学技術政策、情報通信、バイオ、宇宙、海洋政策など）
第5回：「環境問題」（環境政策、環境汚染、カーボンニュートラル、水と緑化、災害対策など）
第6回：「労働問題と社会保障」（労働問題、人口政策、社会保障問題、消費者保護、社会モラル、など）
第7回：「医療と医薬品問題」（医療体制、医療技術、中医学、健康産業、薬品関係など）
第8回：「教育と文化産業」（義務教育、高等教育、観光、映画などの娯楽、民俗学など）



担当講師紹介（順不同・講義内容未定）

【2】「各分野・専門家講座（必修）」

朱建栄氏
（東洋学園大学教授）

廣田則夫氏
（元・日立建機取締役常務）

中山孝蔵氏
（元・中国日本商会
事務局⾧補佐）

山本佳則氏
（GENIC(上海)

有限公司代表取締役）

岡野寿彦氏
（NTTデータ経営研究所
シニアスペシャリスト）

中国出身
政治学者
としての
立場から

中国デジ
タルビジ
ネス専門
家の立場
から

現地日系
企業トッ
プ経験者
としての
立場から

大使館・
日系企業
と中国当
局の間に
立って

現地起業
家として
の立場か
ら

※ほか一名の講演者は決まり次第お知らせします



講座内容・担当講師紹介

【3】「中国語講座」全20回 ＊入門者向け講座（イチから勉強し直したい方にもお勧めします）

山本希和子主任講師
（外務省研修所講師）

三潴正道氏
（麗澤大学名誉教授）

その1：「発音ピンイン学習」× 4回
①「声調と単母音」 ②「声調と単母音」
③「子音」 ④「音節表」

その2：「会話練習」 × 10回
最高5文字以内の日常必須基礎会話250フレーズの完全習得

その3：「基礎文法」 × 4回
大まかな基礎文法の構造を理解し、今後の文法学習の座標軸を形成します
① 「基本文型/アスペクト助詞/所在文と存在文/出現消失文」
② 「各種助動詞/重ね型/“地”の用法」
③ 「各種補語」
④ 「様々な介詞構造」

その4：「文章基礎」 × 2回
“書面語中国語”「レベル式学習法」入門。さらなる学習への入門編です
①「レベル式学習法：レベル1の問題」
②「レベル式学習法：レベル2の問題」

※「中国語講座（入門者向け）」の受講は選択（希望）制です。
別途、各自のレベル・ニーズ・スケジュールに合わせた「プライベートレッスン」のご用意もあります。
（担当にお問合せください）

目標：受講後に自己学習ができる能力の獲得



中国ビジネスには
なぜ

“コア人財”
が必要なのか？

キーワード
は

「自己人」



「自己人とは？」
中国人の人間関係図

自己人

準自己人

他人

内輪の人間
（自己人）こそが

大切
（自分同様）

「他人」は
“路傍の石ころ“

踏んづけようが
蹴とばそうが
痛くも痒くもない

濡れ衣を着せ
られることすらある



人間関係と中国ビジネス

中国ビジネスは人間関係！

「中国5000年の歴史」

権力や法律から身を守らなければならない過酷な社会

理想は「権力の座へ」

→ダメなら「権力を味方に」

→最終手段「弱者の集団防衛」

人間関係（自己人）こそが、中国人社会最大のリスクヘッジ！



だから・・・

中国赴任は10～20年は必要！中国赴任は10～20年は必要！

“コア人財“の育成は必須“コア人財“の育成は必須

30代で中国人カウンターパートナーと仕事を始め…、

5年、10年、15年とお互いに切磋琢磨、奮闘努力し…

→20年も経てば双方がそれぞれ幹部に、

気心が知れ合った最強のパートナーシップ！

中国ビジネスの成功は間違いなし

30代で中国人カウンターパートナーと仕事を始め…、

5年、10年、15年とお互いに切磋琢磨、奮闘努力し…

→20年も経てば双方がそれぞれ幹部に、

気心が知れ合った最強のパートナーシップ！

中国ビジネスの成功は間違いなし



受講料金
（1名あたり）

＊最小催行人数：10名

• 一般定価：￥517,000（税別） ￥568,700（税込）

＜中国語講座受講なし：￥463,000（税別）￥509,300（税込）＞

• 法人定価：￥457,000（税別） ￥502,700（税込）

＜中国語講座受講なし：￥409,000（税別）￥449,900（税込）＞

＊「開講記念」特別価格(一般/法人不問）

￥398,000（税別） ￥437,800（税込）

＜中国語講座受講なし：￥357,000（税別） ￥392,700（税込）＞

＊中国語プライベートレッスンは￥11,000（税別）/ｈ×10ｈ以上から承ります

・お申込み後にご請求書を発行いたします
・受講料のお支払い（銀行振込）はご請求書発行日から10日以内にお願いいたします
・人民元でのお支払いはPayPal（贝宝）での決済となります



「合同説明会」を実施します

期日：3月16日（木）

時間：20:00～21:00（日本時間）＊質疑応答含む

Zoom情報：

URL：https://us06web.zoom.us/j/82595147685

ミーティングID： 825 9514 7685

パスコード： 427966

同席参加：三潴正道先生（弊社顧問/麗澤大学名誉教授）

事前登録不要・入退室自由



お申込・お問合せ

【お申込】

・Eメールで担当者（下記山口）宛に以下事項を併記の上、お申込ください

①会社名/部署/役職

②氏名（漢字フルネーム）/よみがな

③電話番号

④中国語講座（選択希望制）受講：「希望する」・「希望しない」を明記

⑤その他（ご請求先/送付先/領収証の要・不要など）

⑥当研修の情報取得元（必須記載）

【お問合せ先（担当）】
株式会社グローヴァ
研修企画事業部 中国語チーム
山口 政宏
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-7-1
☎：（直通）070-5502-5073
E-mail：m-yamaguchi@glova.co.jp

お申込締切日：2023年3月26日（日）



キャンセルポリシー

キャンセルポリシー キャンセル連絡（お申込者→GLOVA） 払戻し額（対受講料：％）
※払戻し手数料（実費）を除く

開催有無通知：2023年3月27日
（GLOVA→お申込者）

2023年3月27日以前 100%

2023年3月28日～4月4日 50%

2023年4月5日以降 0%

※開講後の受講者都合の欠席による返金はございません


