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英国校認定東京国際クロスカルチャー・プロトコール専門校 

Certified International Cross Culture and Protocol Academy of Tokyo 

学院長挨拶 

英国校認定東京国際クロスカルチャー・プロトコール専門校は、日本の国際化のサポートとして、国際コミ

ュニケーションスキル養成に特化し、日本の国際力を底上げし、これからの日本を支える人材を育成します。 

国際化の先行者を増やすときであり、日本国の良さを再認識させ、日本人本来の力を取り戻す、まさに今が

その最後の時です。 

当校は、日本初、英国で認定を受け、国際コミュニケーション総合講座・プロ養成・派遣・文化活動・社

会貢献活動・コミュニティ活動もしております。 

他国の文化、歴史、習慣、考え方を理解し、自国を理解し、共に世界で共存をする為のスキルが求めら

れ、クロスカルチャーは、国際対応力の大切な国際力の意味として使われており、国際コミュニケーションの

基本です。 

 日本唯一の英国校にて認定を受け、将来性の膨大な専門校として誇りを高く持ち、社会貢献活動に使命

感を持ち、誠心誠意を持って運営してまいります。 

本物の国際スキルを身につけたい、向上心のお高い皆様のご受講を、心よりお待ちしております。 

英国認定 東京国際クロスカルチャー・プロトコール専門家 設立者・学院長 村田 セシリア 真理 

英国校認定東京国際クロスカルチャー・プロトコール専門校 

設立者・学院長 

認定東京国際クロスカルチャー・プロトコールエキスパート 

株式会社 IDC. International 代表取締役 

村田 セシリア 真理 
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英国校認定東京国際クロスカルチャー・プロトコール専門校 

Certified International Cross Culture and Protocol Academy of Tokyo 

 

専門校概要   ～日本唯一英国校認定国際スキル養成専門総合校～ 

 

「本質」「本物」に拘る方針で、日本の教育では一切教えていない、海外の常識を精神から、本物の国際コ

ミュニケーションを指導しています。 

 クロスカルチャーの先行国英国ロンドン校と同様の内容のプログラムを開講 

 日本で唯一イギリス・ロンドンの第一フィニッシングスクールとフランス・パリ出身のフィニッシングスクールが

共同し国際講師育成校の国際エチケット・クロスカルチャー・プロトコール認定指導資格保持 

 日本最高峰の日本文化継承協会と提携 日本文化講座も開講 

 

主要講座一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供向け、単発講座、グループ講座、個人講座、出張講座、エチケットサロン、コンサルティング 

 

プログラムは、入門から上級、プロ養成、エキスパートと進め、確実で着実なスキルを取得して頂け

るパーフェクトなカリキュラムです。出席証明書、修了書、スペシャリスト認定書、エキスパート認定

書が発行されます。 

国際ビジネスコミュニケーション 

英国校認定国際クロスカルチャープログラム 

国際プロトコール 

英国校認定プロトコールプログラム 

国際マナー 

英国校認定国際マナーズ・エチケットプログラム 

国際ビジネス 

英語 

国際ビジネススキル 

留学受験 

外資系企業就職 

プロ養成・講師登録派遣 

スペシャリストライセンス・エキスパート 

認定サロン経営サポート 
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International Cross-Culture 
Protocol Academy 

 

Business Cross-Culture 

The Polish Professional
 

クロスカルチャーとは自国を尊重しながら他国文化をも理解ができ尊重できる、国際基準の知識と

国際コミュニケーションスキルのことを言います。 

 

 英語以上の国際コミュニケーションを身に着けたい 

 実践的な国際ビジネスの常識を習いたい 

 海外との取引で恥をかかないようにしておきたい 

 国際ビジネスマナーを身につけたい 

 利益になるビジネスをしたい 

 

対象： 社会人個人 企業 経営者 

 

The Polish Professional 

 

ソーシャルとビジネスの違い、クライアントとホストの関

係、国際的なビジネスマナー、シチュエーションごと

の行動、クライアントのエスコート、国際ビジネス第一

印象、国際ビジネスダイニング、ネットワーキング、ボ

ディランゲージ、コミュニケーション、電話、メール、

言語、ポジティブ、ネガティブを徹底的に学びます。 

 

Business Networking 

 

国際的な人脈を広げるために、一番適しているの

が、ネットワーキングイベントです。と国際的なネットワ

ーキングイベントでは、日本のビジネス交流会とは異

なる点ばかり、 参加の瞬間から、挨拶、握手、紹

介、名刺について、細かく学びます。より効果的な

人脈作りが、国際ビジネス成功の鍵となります。 

 

 

Business Entertainment 

 

ビジネス交流会やファンクションを開く機会も多くなる

ことでしょう。国際基準に沿う必要があります。 ビジ

ネスファンクション、ビジネスイベント招待、ビジネスイ

ベント企画、国際ビジネス席次、乾杯 の方法、全

体の流れを、国際基準に沿って学びます。 

 

Business Table Etiquette 

 

ビジネスの接待や会議が食事中に行われることがし

ばしばあります。ここでは、食事の態度から相手を観

察し判断する習慣があります。正しいテーブルマナ

ーを持っていないと、それだけで信頼を失うこととなり

ます。席の座り方、位置、食事のマナー、注文、ク

ライアントとの会話を学びます。洋食、中東、アジア

国が中心となります。 
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International Cross-Culture 
Protocol Academy 

 

International Body Language 

 

ビジネスで活かすボディランゲージとソーシャルで生き

るボディランゲージは異ります。日本人は、所作が小

さく丁寧で声が小さいため、ビジネス上では自信が

内容に見られてしまいます。ボディランゲージを乱用

しすぎて、不愉快にさせる事もあります。程よいボディ

ランゲージで相手に意思を伝えることを学びます。 

 

Business Correspondence 

 

国際ビジネスにおいてのメールの書き方、電話での

やり取りの基本的な考え方は、日本も世界も対して

は変わりません。どんな言葉を使うことが最適なの

か、英語の正しい使い方、また第二言語において、

どのように対応すべきなのかを学べます。 

 

International Business Success 

 

ビジネスの仕組みや考え方の違いを知ることは、国

際ビジネスの成功の第一歩となります。ここでは、考

えながら学びます。国際ビジネスの仕組み、カルチ

ャーごとのビジネスに対しての考え方の違い、国際

的なチームワーク、男女のビジネスに対しての考え

方の違い、など、実際の国の違いを示しながらロー

ルプレイをします。 

 

 

 

 

 

 

 

Business Successful Style 

 

ビジネスイメージは、第一印象を決める最も大切なも

のです。ビジネスドレスコードは、必ず守らなければい

けない服装のルールで、パワーを示します。襟、

丈、色、生地、男性のアクセサリー、靴、女性のビ

ジネススーツ、ハンドバッグ、靴、国際ビジネスの共

通の決まりごと、正装の、服の選び方をビジネス向け

に学びます。 

 

International Business Skills 

 

第二言語を使った、国際交渉、会議、プレゼンをど

う乗り切るのかが、違いを生みます。言語力以上に

対応力を使えば、英語が苦手でも国際ビジネスを有

効にすることは可能です。交渉の考え方、会議の

考え方、コミュニケーションの技術を学びます。 

 

Cross-Culture Awareness 

 

180 カ国の国際マナーの情報へのアクセスを利用

し、受講生の希望の西洋に加えて 3 カ国までの国

際マナーを学べます。アフリカ、中東、アジア、オー

ストラリア、欧米、北米,南米、その他 
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英国校認定 International Business-Cross Culture Program 

The Polish Professional 

 

初心者向け 

集中講座 

オススメ 入門から中級の概要までをカバー 

とりあえず概要だけ習いたい方に向いています。修了後は、中級を割引で再開できま

す。 

修了書発行 

5

日

間 

入門 

座学 準備知

識・精神  

ここからスタート 

ICCA について・講義の流れ・考え方・国際人の精神入門・国際人とは・クロスカル

チャーとは・エチケット・マナーズ・プロトコールの違い入門・国際マインドセット入門・国

による考え方入門・日本の常識入門・世界の常識入門・挨拶・ソーシャルエチケットと

の違い入門・国際コミュニケーション入門 

約 

1

ヶ

月 

初級  

座学  

基本知識 

精神 

入門まとめ復習・考え方・国際人の精神基礎・国際人とは・クロスカルチャーとは・エ

チケット・マナーズ・プロトコールの違い基礎・国際マインドセット基礎・国による考え方基

礎・日本の常識基礎・世界の常識基礎・挨拶・ソーシャルエチケットとの違い基礎・ク

ロスカルチャー初級知識・クロスカルチャーを学ぶ意義・国際マインドセットの実践・自

己表現・リサーチ・日本のビジネスマナー・米国のビジネスマナー・欧米のビジネスマナ

ー・挨拶基礎・紹介・名刺・スモールトーク基礎・国際コミュニケーション 

出席証明書発行 

約 

3

ヶ

月 

中級  

座学＋実践 

 

修了書発行 

(英国校認定

ICCA講座) 

初級まとめ・復習・理解テスト・考え方・国際人の精神・国際人とは・クロスカルチャー

とは・エチケット・マナーズ・プロトコールの違い・国際マインドセット・国による考え方・日

本の常識・世界の常識・挨拶・ソーシャルエチケットとの違い・クロスカルチャー・クロス

カルチャーを学ぶ意義・国際マインドセットの実践・自己表現・リサーチ・日本のビジネス

マナー・米国のビジネスマナー・欧米のビジネスマナー・挨拶基礎・紹介・名刺・スモー

ルトーク基礎・紹介・挨拶上級・スモールトーク上級・ビジネスステートメント・接待・ネット

ワーキングイベント・席次・イベント企画運営・ドレスコート・国際プロフェッショナルスタイ

ル・会話・タブー・交渉・ミーティング・プレゼン・国際ビジネス書面・スピーチ・乾杯・ダイ

バースビジネス・各国のビジネスマナー・他国文化理解・国際精神・積極性・発言力・

思考力・自立心・自信・セルフコントロール・インターナショナルプロフェッショナリズム・ダ

イバシティマネジメント 

修了書 ICCA発行 

約 

6

ヶ

月 
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総仕上げ  

座学  

上級修了書 

クロスカルチャーについてプレゼン・ディスカッション・ 

ディベート・日本の国際化について・総テスト 

上級受講へのスキルが完全に身についたとみなされるステップ 

修了書（英国本校一般課程） 

1

ヶ

月 

スペシャリスト 

認定書コース 

 

（修了生のみ

受講可） 

一般課程同様の内容をスペシャリストマニュアルに沿い、総まとめまでの講座を全て演

習・講師法・精神・国際力理解・実践・プレゼン・講師としての振る舞い・企画・マインド

セット・マーケティング・市場リサーチ・契約・交渉・見積書・提案書・ブランディング・

SNS基礎・スペシャリストステートメント・心理学・スピーキングトレーニング・英語・ロール

プレイ・修了試験実践 

認定スペシャリストライセンス発行 

 

エキスパートコースへの道が開かれます 

ü ５年間有効なライセンス：５年毎にライセンス資格更新 

ü 講師養成講座：指導法からマーケティング 

ü 活動サポート 

ü 全ての教科書を受け取れる 

ü 期間中更新情報・資料を受け取れる  

ü メールコンサルティングサポート  

ü 英国のスクールと間接的にやり取り 

ü 講義依頼を受けられる  

ü 名刺に認定ライセンスを載せられる 

ü 比較的自由な営業活動が許される：手数料を 5%お支払い 

全ての学びの復習と共に、教える立場としてのレッスンも有り、講義、プレゼン、実践あり 

12

ヶ

月 

集

中

講

座 

初心者向け集中講座は入門～中級概要 

税別・振込のみ対応 

グループレッスンは３名催行・2名個人レッスンは金額が異なる 

欠席の場合には、個人レッスン対応での補習が可能 

集中講座は不定期で開催 

申込書他、履歴書（経歴書 自由フォーマット）、受講者アンケート

のもと受講審査あり 

審査方法につきましては非公開です。 

講座のアジェンダは一日目に配布されます。 

規約・契約書・覚書へのご署名が必要 t なります。判断により、ご受

講をお断りすることもございます。 

修了書・認定書は、受講生の上達、態度、その他判断によりにより

受け取れないこともございます。 

状況により、証明書は後日無効となることがあります。 

 

 

6



International Cross-Culture 
Protocol Academy 

 

 
 

株式会社 IDC. International / International Cross Culture and Protocol Academy of Tokyo 
Copyright © IDC. International Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 

The International Protocol 

and Diplomacy 

 

 

 

国際プロトコールは、外交に必須スキルで、相手国の歴史、風俗、宗教、文化の差異を知った上

で、互いの習慣やしきたりの違いを尊重し合い、スームズな外交を果たす為の規範です。 

 

国際化が進んだ今日では、個人レベルでも当然身につけておくべき心得です。ソーシャルエチケット

と非常に似ているため、意味合いを混合させないことも重要です。 

 

プロトコール（外交儀礼）には、国ごとに変わります。外交儀礼では、作法やエチケットとは異なり、生

活習慣上のルールというよりも国をまたいだ対応が主たるものになります。 

 

国際化において、必須事項であり、異文化コミュニケーションにも品格や知識や経験をもとに交流を

果たし、外交や国際ビジネスをスムーズにします。 

 

個人レベルでは、身につけておくと、大きなキャリアアップにも繋がります。対話の円滑化を図るために

も、プロトコールの基本は身につけておきましょう。 

 

ICCAでは、ヨーロッパのプロトコールエキスパートから伝授された知識を、そのまま伝授していき、日

本のプロトコールは、日本文化のエキスパートより学びます。 

⚫ 国際ビジネスをスムーズにしたい 

⚫ 外交スキルを得たい 

⚫ 英語以上の国際嗜みを身につけたい 

⚫ 最高峰の国際嗜みを身につけたい 

 

対象： 個人・法人・外交官 
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The Protocol and Diplomacy Program 

 

 

• プロトコール基礎 

• 歴史 

• 文化間のプロトコール 

• ガイドライン 

• 挨拶 

• 紹介 

• 握手 

• 位置関係 

• ロイヤルプロトコール 

• イベント 

• 席次・国ごとの違い 

• 国旗 

• ドレスコード 

• 招待状 

• 贈り物 

• セレモニー 

• 各オナー 

• プロトコールオフィサー 

• ゲストとホスト 

• 日本のプロトコール 

• 世界との違い 

• 日本のマナーとプロトコール 

 

 

 

 

 

接遇 

 

 

 

• プロトコールテーブルマナー 

• プロトコールの伝統と現代 

• 君主制と共和国の間のバリエーション 

• 宗教的なプロトコールの文化的意義 

• 多文化ダイニングプロトコール 

• 国際水準 

• 敬称 

• VIP レセプションとセレモニー 

• 訪問・会議 

• セキュリティ 

• シンボル、ロゴと国歌 

• 文化外交史と「ソフトパワー」の概念 

• テクノロジーと社会の変化/文化外交 

• 個人外交とリーダーシップ 

• プロフェッショナル、外交、儀式 

• コミュニケーション 

• ネットワーキング 

• スピーチと言語外交のスキル 

• 国際視聴者へのメディア外交 

• プレゼンテーション 

• 文化にまたがる交渉 
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英国校認定 International Diplomatic Protocol 

初心者向け 

集中講座 

オススメ 入門から中級の概要までをカバー 

とりあえず概要だけ習いたい方に向いています。修了後は、中級を割引で再開できます。 

修了書発行 

5

日

間 

入門 座学  

準備知識・精

神  

ここからスタート 

ICCAについて・講義の流れ・考え方・国際プロトコールの精神入門・国際人とはプロ

トコールとは入門・プロトコールを学ぶ意義入門・プロトコールの歴史基礎入門・エチケ

ット・マナーズ・プロトコールの違い・国際マインドセット入門・国による考え方入門・日本の

常識入門・世界の常識入門・挨拶入門・ソーシャルエチケットとの違い 

全て入門基礎 

約

1

ヶ

月 

初級 座学  

基本知識・精

神 

入門補習 

入門内容初級編まとめ復習・考え方・国際プロトコールの精神・プロトコール基礎・プロ

トコールの歴史・エチケット・マナーズ・プロトコールの違い・国際マインドセット・国による考

え方・日本のプロトコール・世界のプロトコールガイドライン・挨拶・紹介・握手・位置関

係・ロイヤルプロトコール・プロトコールテーブルマナー・プロトコールの伝統と現代イベン

ト・席次・国ごとの違い・国旗・ドレスコード 

受講証明書発行 

約 

3

ヶ

月 

中級 座学＋

実践 修了書

発行  

(英国校認定

ICCA講座) 

 

ここから受ける

場合は、入門・

初級個人指導

を受ける必要が

ある 

初級まとめ・復習・理解テスト・考え方・国際プロトコールの精神中級・プロトコール中

級・プロトコールの歴史中級・エチケット・マナーズ・プロトコール中級・国際マインドセット

中級・国による考え方・日本のプロトコール中級・世界のプロトコール中級・ガイドライン

中級・挨拶・紹介・握手・位置関係中級・ロイヤルプロトコール中級・プロトコールテーブ

ルマナー・プロトコールの伝統と現代イベント・席次中級・国ごとの違い・国旗中級・ドレ

スコード招待状・贈り物・セレモニー・各オナー・プロトコールオフィサー・ゲストとホスト・接

遇・節句・プロトコールの伝統と現代・君主制と共和国の間のバリエーション・宗教的な

プロトコールの文化的意義・多文化ダイニングプロトコール・国際水準・敬称・VIP レ

セプションとセレモニー・訪問・会議・セキュリティ・シンボル、ロゴと国歌・文化外交史と

「ソフトパワー」の概念・テクノロジーと社会の変化/文化外交・個人外交とリーダーシッ

プ・プロフェッショナル、外交、儀式・コミュニケーション・ネットワーキング・スピーチと言語

外交のスキル・国際視聴者へのメディア外交・プレゼンテーション・文化にまたがる交渉 

修了書（ICCAアカデミー） 

約 

6

ヶ

月 
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総仕上げ  

特別修了書

（英国本校一

般講座と入る） 

クロスカルチャーについてプレゼン・ディスカッション・ 

ディベート・日本の国際化について・総テスト・ 

 

修了書（英国本校一般課程） 

約 

1

ヶ

月 

スペシャリスト 

認定書コース

（修了生のみ受

講可） 

 

ここからの受講

は、一般課程を

個人指導で済

ませる必要があ

る 

一般課程同様の内容をスペシャリストマニュアルに沿い、復習・演習・講師法・精神・

国際力理解・実践・プレゼン・講師としての振る舞い・マインドセット・マーケティング・市場

リサーチ・契約・交渉・見積書・提案書・ブランディング・SNS基礎・スペシャリストステー

トメント・心理学・スピーキングトレーニング・英語・ロールプレイ・修了試験実践 

 

認定書ライセンス 

 

ü ５年間有効なライセンス：５年毎にライセンス資格更新 

ü 講師養成講座：指導法からマーケティング 

ü 活動サポート 

ü 全ての教科書を受け取れる 

ü 期間中更新情報・資料を受け取れる  

ü メールコンサルティングサポート  

ü 英国のスクールと間接的にやり取り 

ü 講義依頼を受けられる  

ü 名刺に認定ライセンスを載せられる 

ü 比較的自由な営業活動が許される：手数料を 5%お支払い 

全ての学びの復習と共に、教える立場としてのレッスンも有り、講義、プレゼン、実践あり 

集

中

講

座 

税別・振込のみ対応 

グループレッスンは３名催行・2名個人レッスンは金額が異なる 

初心者向け集中講座は入門～中級概要まで 

欠席の場合には、個人レッスン対応での補習が可能 

集中講座は不定期で開催 時間、金額は基本的にはコースと同様 

申込書他、履歴書（経歴書 自由フォーマット）、受講者アンケート

のもと受講審査 

審査方法は非公開 

 

規約・契約書・覚書へのご署名が必要となります。判断により、ご受

講をお断りすることもございます。 

修了書・認定書は、受講生の上達、態度、その他判断によりにより

受け取れないこともございます。 

証明書は後日無効となることがあります。 

 

 



 

株式会社 IDC. International / International Cross Culture and Protocol Academy of Tokyo 
Copyright © IDC. International Co., Ltd. All Rights Reserved. 

International Cross-Culture 
Protocol Academy 

 

~The Finishing Touch~ 

イギリスでしか開講していないプログラムは、フィニッシングスクールが教え、現在外国ではスクールや

課程でも取り入れ、「常識」と備えられている内容からトータル的に日本で学べるプログラムです。 

 

 

 

Social Etiquette and General 

Behavior 

エチケット・マナー・プロトコールの違い、歴史は紀

元前へさかのぼり、精神を学びます「何故」を知るこ

とが、嗜みへの第一歩となります。何故、学び何に

役立てていくのか、いつ生まれ、何のために従わなく

てはいけないのか。挨拶、紹介、握手、世界の挨

拶、エスコートなどの細かいルール。 

 

Networking and Socializing 

ソーシャルイベント、社交会の種類、パーティでの振

る舞い方、アイコンタクト、会話など、国が変われば

マナーも変わります。外国でも恥をかかないスキルを

得ることができます。社交会とは、ただ参加して楽し

むだけのものではありません。会は理由があって開催

されます。実際に招待を受けてから終わるまでしっか

りと振る舞えることが求められます。 

 

Personal Image and Society Dress 

Codes 

パーソナルイメージは、第一印象を決める最も大切

なものです。ドレスコードは、守らなければいけない服

装のルールです。服装にも暗黙のルールがあり、日

本では知られていない事実も沢山あります。服の歴

史はイギリスにあり学ぶことでまた印象も上げ、人より

も美しく輝くことができます。最高のサービスを受ける

ことができることになります。 

 

The Art of Entertainment 

イベント、パーティ、社交会の主催でのエチケットを学

べます。社交会の企画、当日の振る舞い方、ゲスト

同士の紹介、順位、席次の細かな決まりごと、英

国、仏国、シチュエーションごとの違い、ゲストへの

配慮、ホスト、ホステスの役目、出演者の配慮、文

化の配慮、ゲストの役目、良いゲストになるために、

など、社交術に必要なスキルが学べます。 

 国際的な嗜みを身につけたい 

 国際常識を身につけたい 

 自分磨きをしたい 

 キャリアに生かしたい 

 

対象：個人（男女）・ホスピタリティ業界企業 
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Timeless Correspondence 

社交会主催における招待状や手紙の書き方、紙、 

フォント、封筒のフォーマル度、内容、敬称の使い

方、順位、ロイヤルプロトコールのアドレス、Mr Ms  

Mrsの正しい使い方、ありがちの誤り、フォーマル

度による対応の違い、受け取り側の嗜みなど、国際

コミュニケーションでの必須スキルが学べます。 

 

The Art of Table 

英国式、仏国式、大陸式、米国式、中東式、中

国式を中心とした世界のテーブルマナーを学べま

す。テーブルマナーんお歴史、カトラリーの歴史と重

要性、種類の見分け方、使い方、使う上での心

得、フルコースのお食事の頂き方ほかに、ポートの

回し方、チーズのり方、フルーツの頂き方など、細

かな部分を学べます。また、国別のエスコートルー

ルも学べます。 

 

The Art of Posture and Poise 

姿勢とポーズと立ち振舞は、人の印象を決めます。

昔ながら良しいとする、その方法で第一印象を完璧

にすることも嗜みの一つです。姿勢、歩き方、立ち

方、物の使い方、手先足先、足の組み方、エスコ

ート、レディファースト、男女ともに印象の良い振る舞

い方を学べます。 

 

International Body Language 

言語と同じくらい、人の心を表します。国によりその使

い方も様々で、ボディランゲージの少ない日本人に

は、理解が難しく日本人は何を考えているのかわか

らない、と言われる元となっています。ボディランゲー

ジの意味、使い方、気をつけるべきことなどを学べま

す。 

 

The Art of Communication 

スピーチ、会話、歓談シーンで、間違えない会話の

方法と気を付けたいことを学べます。声のトーン、タイ

ミング、表情、目線、ボディランゲージ、グラスを持

か、センスの良い会話、第一印象が更にアップする

ような話し方、会話の始め、会話の終え方、インタビ

ューのテクニック、パグリックスピーチまで。 

 

Afternoon Etiquette 

英国式には欠かせないアフタヌーンティも種類が豊

富です。英国式は実践で、その歴史から文化、実

際の頂き方、会話、テーブルマナーを全て学びま

す。アフタヌーンティ、ハイティ、ロイヤルティと様々で

すが、こちらの種類分けを知っておくこともまた、アフ

タヌーンティを本当に愉しめるコツとなります。英国へ

訪れた時にも、よりよい対応をして頂けることでしょう。 

 

The Art of Etiquette 

International Gift Giving, and the 

Art of Gift Wrapping, The Art of 

Napkin Folding, French Style, The 

Art and Etiquette of Flowers, Dining 

Etiquette in China, and in Arab 

Middle East などのエチケットも学べます。欧米

のみならず、アジア、中東のエチケットも学びます。 

 

日本文化教養講座 オプション 

パートナー協会主催講座、日本最高峰の講師陣

から”生活・嗜み・武道”、日本を理解するのに不可

欠な３つのジャンルを短時間で総合的に学べるこれ

までになかった特別講座が含まれます。お家元の

先生方の講座で日本を学び、日本文化の良さを嗜

むことも、国際紳士淑女への第一歩になります。 
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 英国校認定 The Finishing Touch  

 

初心者向け 

集中講座 

オススメ 入門から中級の概要までをカバー 

とりあえず概要だけ習いたい方に向いています。修了後は、中級を割引で再開できます。 

修了書発行 

5

日

間 

入門  

座学 準備 

ICCA について・講義の流れ・考え方・国際紳士淑女の精神入門・国際紳士淑女とは・紳士

淑女のソーシャルエチケットとは・エチケット・マナーズ・プロトコールの違い入門・国際紳士淑女の

心得入門・国による考え方入門・日本の常識入門・世界の常識入門・紳士淑女の挨拶・プロト

コールとの違い入門・国際コミュニケーション入門 

約 

1

ヶ

月 

初級 座学 

基本知識・精

神 

入門まとめ復習・考え方・国際紳士淑女のより高い精神性初級・国際紳士淑女とは・王室から

学ぶ嗜み初級・エチケット・マナーズ・プロトコール初級・国際紳士淑女心得初級・国による考え

方初級・日本の常識・世界の常識・国際紳士淑女挨拶初級・ロイヤルプロトコール基礎・インタ

ーナショナルエチケットを学ぶ意義・国際紳士淑女の心得実践初級・美しい自己表現・姿勢・立

ち方・振る舞い・日本のソーシャルエチケット・欧米のソーシャルエチケット・テーブルマナー・国際

コミュニケーション初級・社交会での振る舞い初級・社交会紹介初級・ソーシャルカード・国際紳

士淑女会話基礎・国際コミュニケーション 

出席証明書発行 

約 

3

ヶ

月 

中級 座学＋

実践 修了書

発行 (英国校

認定 ICCA

講座) 

初級まとめ・復習・理解テスト・国際紳士淑女としての考え方・国際紳士淑女精神・国際紳士淑

女とは・ソーシャルエチケットの重要性・エチケット・マナーズ・プロトコールの違いと歴史・宗教・国

際紳士淑女心得・国による違い・日本の常識中級・世界の常識中級・挨拶中級・ソーシャルエ

チケット実践・国際的なテーブルマナー・様々なテーブルセッティング・上品な自己表現・行動言

動タブー・日本と他国との違い、国際的な挨拶・紹介・名刺・紹介・挨拶上級・スモールトーク上

級・ノンバーバルコミュニケーション・アイコンタクト・ボディランゲージ・手紙・カード・継承・贈り物・

花・カジュアルからフォーマルまでのイベント・席次・パーティ企画運営・シチュエーションごとのドレス

コート・英国のアクティビティごとのマナー・国際フォーマルスタイル・会話・社交スピーチ・乾杯・アフ

タヌーンティ・ロイヤルティ・ワイン・各国のソーシャルマナー・他国文化理解・国際精神・思考・自

立・自信・セルフコントロール・エレガントな歩き方・立ち方中級・日本文化の語り方 

修了書 ICCA発行 

約 

6

ヶ

月 
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総仕上げ  

特別修了書

（英国本校一

般講座と入る） 

インターナショナルソーシャルエチケットプレゼン・ディスカッション・これからどう役立てていくか・何を

伝えていくべきか・総テスト 

上級受講へのスキルが完全に身についたとみなされる嫁ぎのステップへ上がれる 

修了書（英国本校一般課程） 

約 

1

ヶ

月 

スペシャリスト 

認定書コース

（修了生のみ

受講可） 

一般課程同様の内容をスペシャリスト専門書に沿い、総まとめまでの講座を全て演習・講師法・

精神・国際力理解・実践・プレゼン・講義の進め方・講師としての振る舞い・立ち位置・企画・マイ

ンドセット・マーケティング・市場リサーチ・契約・交渉・見積書・提案書・ブランディング・SNS基

礎・プロフェッショナルスタイル・スペシャリストステートメント・心理学・スピーキングトレーニング・英

語・ロールプレイ・修了試験実践 

認定スペシャリストライセンス発行 

 

エキスパートコースへの道が開かれます 

ü ５年間有効なライセンス：５年毎にライセンス資格更新 

ü 講師養成講座：指導法からマーケティング 

ü 活動サポート 

ü 全ての教科書を受け取れる 

ü 期間中更新情報・資料を受け取れる  

ü メールコンサルティングサポート  

ü 英国のスクールと間接的にやり取り 

ü 講義依頼を受けられる  

ü 名刺に認定ライセンスを載せられる 

ü 比較的自由な営業活動が許される：手数料を 5%お支払い 

全ての学びの復習と共に、教える立場としてのレッスンも有り、講義、プレゼン、実践あり 

集

中

講

座 

集中講座は入門～中級概要まで 

税別・振込のみ対応 

グループレッスンは３名催行・2名個人レッスンは金額が異なる 

欠席の場合には、個人レッスン対応での補習が可能 

集中講座は不定期で開催 

申込書他、履歴書（経歴書 自由フォーマット）、受講者アンケ

ートのもと受講審査あり 

審査方法につきましては非公開です。 

講座のアジェンダは、一日目に配布されます。 

規約・契約書・覚書へのご署名が必要 t なります。判断により、

ご受講をお断りすることもございます。 

修了書・認定書は、受講生の上達、態度、その他判断によりに

より受け取れないこともございます。 

修了後の状況により、証明書は後日無効となることがあります 
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男性専用プログラム 

~Social Guide for Modern Gentlemen ~ 

 

英国紳士の嗜みは、伝統的に受け継がれ、今では世界中でその嗜みが重要視されています。エ

チケットは男性こそ身につけることで、他との差がつけられ、より磨き輝く人生になることでしょう。日本

国際紳士へ。 

 

 

コースは、TFTのコースと同様、入門からスペシャリスト、エキスパートまであります。 

 

Social Etiquette and General 

Behavior 

エチケット・マナー・プロトコールの違い、歴史は紀

元前へさかのぼり、精神を学びます「何故」を知るこ

とが、嗜みへの第一歩となります。何故、学び何に

役立てていくのか、ルールはいつ生まれ、何のため

にでき、どうしてそれに従わなくてはいけないのか。挨

拶、紹介、握手、世界の挨拶、エスコートなどの細

かいルールを男性向けに習います。 

 

Networking and Socializing 

ソーシャルイベント、社交会の種類、パーティでの振

る舞い方、アイコンタクト、会話、女性の扱いなど、

国が変わればマナーも変わります。外国でも恥をか

かないスキルを得ることができます。社交会とは、た

だ参加して楽しむだけのものではありません。会は理

由があって開催されます。実際に招待を受けてから

終わるまでしっかりと振る舞えることが求められます。 

 

Personal Image Society Dress Codes 

パーソナルイメージは、第一印象を決める最も大切

なものです。ドレスコードは、必ず守らなければいけな 

 

い服装のルールです。服装にも暗黙のルールがあ

り、日本では知られていない事実も沢山あります。

特に男性の服の歴史はイギリスにあり、古く、細かな

点まで学ぶことでまた印象も上げ、人よりも男性らしく

輝くことができます。着こなしができると、最高のサー

ビスを受けることができるようになります。 

 

ソーシャルプログラムを男性中心にカスタマイズ 

 

 国際紳士の嗜みを身につけたい 

 人と差をつけたい 

 世界の基準を知りたい 

 女性と学ぶことに抵抗がある 

 男性のみの内容にも興味のある 
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The Art of Entertainment 

イベント、パーティ、社交会の主催で必ず知っておか 

なくてはいけないことを、学べます。社交会の企画、

当日の振る舞い方、ゲスト同士の紹介、順位、席

次の細かな決まりごと、英国、仏国、シチュエーショ

ンごとの違い、ゲストへの配慮、ホスト、ホステスの役

目、出演者の配慮、文化の配慮、ゲストの役目、

良いゲストになるために、など、社交術に必要なス

キルが学べます。男性として気を付けるべきことや、

ポイントとなることを学びます。 

 

Timeless Correspondence 

社交会主催における招待状や手紙の書き方、紙、 

フォント、封筒のフォーマル度、内容、敬称の使い

方、順位、ロイヤルプロトコール、Mr Ms  

Mrsの正しい使い方、ありがちの誤り、フォーマル

度による対応の違い、受け取り側の嗜み。 

 

The Art of Table 

英国式、仏国式、大陸式、米国式、中東式、中

国式を中心とした世界のテーブルマナー。歴史、カ

トラリー、重要性、種類の見分け方、使い方、使う

上での心得、フルコースのお食事の頂き方ほかに、

ポートの回し方、歴史、男性の会話、女性への気

遣い、男性同士の嗜みなど、細かな部分を学べま

す。また、国別のエスコートルールも学べます。 

 

The Art of Posture and Poise 

姿勢とポーズと立ち振舞は、人の印象を決めます。

姿勢の重要性を学び、昔ながら良しいとする、その

方法で第一印象を完璧にすることも嗜みの一つで

す。姿勢、歩き方、立ち方、物の使い方、手先足 

先、足の組み方、エスコート、レディファースト、写真

のポーズ、男性の位置男女ともに印象の良い振る

舞い方を学べます。 

International Body Language 

言語と同じくらい、人の心を表します。ボディランゲー

ジの少ない日本人には、理解が難しいボディランゲ

ージの意味、使い方、気をつけるべきことなどを学

べます。女性に対してのボディランゲージの仕方、意

識、相手の理解、相手のボディランゲージからの気

持ちの読み取り、心理的な動作を学びます。 

 

The Art of Communication 

スピーチ、会話、歓談シーンで、間違えない会話の

方法と気を付けたいことを学べます。声のトーン、タイ

ミング、表情、目線、ボディランゲージ、グラスを持

か、センスの良い会話、第一印象が更にアップする

ような話し方、会話の始め、会話の終え方、インタビ

ューのテクニック、パグリックスピーチまで。ソーシャル

のみならず、ビジネスでも役立ちます。 

 

Afternoon Tea and Bar Etiquette 

英国式には欠かせないアフタヌーンティは、女性の

みならず、男性にも必要な嗜みです。英国式は実

践で、その歴史から文化、実際の頂き方、会話、テ

ーブルマナーを全て学びます。英国へ訪れた時に

も、よりよい対応をして頂けることでしょう。男性向けに

限り、バーエチケット、ワインお嗜みなみも含まれま

す。バーでの振る舞いは男性らしさを引き立てます。 

 

The Art of Etiquette 

他、世界で通用するエチケットも学べます。欧米の

みならず、アジア、中東他、180 カ国からも学びま

す。 

 

日本文化教養講座 オプション 

お家元の先生に本物の日本文化を学びます。 
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クロスカルチャースペシャリストライセンス・プロ養成講座 

～新しいチャレンジをしたいあなたへ～ 

 

 国際化を強く強制されている現代の日本では、国際ソーシャルとビジネス、そして外交教養を教え

る、クロスカルチャースキル、即ち国際コミュニケーションスキルこそが、これからの日本を支えます。

計り知れない需要が想定され、始まった今だからこそ、本物を教える講師の将来性は永久的です。 

 

 

 新しいキャリアを積み、国内のみならず、国外でも通用する、クロスカルチャースペシャリストを目指

す方に、本格指導とバックアップをします。 

 

英国で認定を受けた講座の内容を含めた、当校のプログラムをとことん学び、すべての資料を元

に、自らリサーチし、プレゼンし、立ち方、話し方、講義の進め方などを学び、最終的に試験に合格

した方だけが、ICCAのスペシャリスト講師としてご活動する資格を得られます。 

 

ライセンスの保持期間 5年間は、当校が公開する情報へアクセスをし、バックアップを受け、個人

スペシャリストとして活動し、ICCA認定サロンを開設することも可能となります。当校講座担当や、企

業研修などへの派遣登録制度もあります。 

 

修了性は、海外研修の「エキスパート（専門家）コース」への受講資格が得られます。 

 

 

 より深くを学びたい 

 継続して身につけたい 

 新しいキャリアを身につけたい 

 プロの国際講師として資格がほしい 

 サロンを開きたい 

 

対象：一般個人・法人トレーナー 

1717



 

 

株式会社 IDC. International / International Cross Culture and Protocol Academy of Tokyo 
Copyright © IDC. International Co., Ltd. All Rights Reserved. 

International Cross-Culture 
Protocol Academy 

 

The Professionalism プロ意識・心得 

 

「プロフェッショナル」とは何か、プロ意識、心得、深

い精神性を学びます。勉強し、知識を積み、資格を

得るだけではなく、「プロ」としての考え方、態度、精

神を学び、実践します。 

 

Professional Knowledge プロ知識 

 

受講講座の知識を A to Zで、詳細まで学び直しま

す。一般講座と同様の内容だけではなく、専門書

から引き出す情報を入手したり、自身でリサーチを

し、「スペシャリスト」として相応しい知識を身に着けて

いきます。 

 

Professional Presentation プロ講義 

 

プロフェッショナルとしての身嗜み、話し方を元に、シ

チュエーション毎の講義のプレゼン演習をします。立

ち位置、座り方、話し方、文具の持ち方、服装、指

示の方法、話の聞き方など、ビジネス、ソーシャル、

プロトコール、男性向け、学生向け、子供向けは、

全て異なった手法が必要です。 

 

Professional Dining プロダイニング実践 

 

実際のテーブルマナーのレッスンの手法を学びま

す。「食事をする」という行為が、コミュニケーション

の場として捉えられ、距離感を縮めます。その分、細

心の注意を払わなければ、生徒が学べず講座がす

すみません。座る位置、進め方から失敗に陥りやす

いテーブルマナーレッスンの手法を伝授します。 

Starting up new carrier プロキャリア 

 

各国際クロスカルチャースペシャリストとしての、キャリ

アの進め方を学びます。キャリアプランの書き方、構

成の仕方、将来像、利益を生み出す方法、国際ス

ロスカルチャーとしての成功、マーケティングプラン、

クレジビリティステイトメント、テレビなどの出演の際の話

し方、イメージ、スピーチを、演習、実践します。 

 

Professional Business プロビジネス 

 

講師と生徒の関係、プロフェッショナルとして提案す

る時の流れ、メールの書き方、手紙の書き方、提案

書の書き方、契約の仕方、請求書の出し方、個

人、企業へのアプローチ方法、年齢別、職業別対

応法、サロン開設、契約書、問題解決、運営方法

など、プロフェッショナルとして活動するための指導を

致します。また、派遣登録で派遣されるためのコツ、

クライアントへ対しての対応方法も含まれ、ICCA ス

ペシャリストに相応しいスキルを身につけます。 

 

個別相談・指導・認定サロン制度 

限られた時間内で、個別の相談・指導が含まれま

す。グループレッスン内、プログラム内ではカバーしき

れなかった内容の確認、不安な事、精神性の確

率、問題対処方、セルフマネジメント方、個人にあ

った、成功法をアドバイス致します。成功するキャリア

を。認定サロン制度で、サロン運営サポートも。 

 

＊修了後は試験通過後、認定書とライセンスが発

行されます。ライセンスは５年間有効、以後更新で

す。エキスパートへ研修参加権利を得られます。 
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語学講座 

 

 国際コミュニケーションで一番大切となるのは、コミュニケーションの取れる英語力です。英語は、テストで点

を取るためにあるものではなく、コミュニケーションを取るためのものです。当校では、コミュニケーションを取れる

語学を指導しております。ソーシャルでもビジネスでも、使える英語で、国際コミュニケーションスキルを身に着け

ていきましょう。 

 

 フランス語は、現在の時代は、2 カ国語だけではスキルが足りず、多国語が必要となってきます。フランス語

は、日常会話でも、「できる」ということで、国際力があると判断されます。世界中でも、成功者はフランス語を

話、世界の社交場では、第 2 言語として利用されています。当校登録講師が担当します。 

 

 

語学講座の特徴 

 

 シチュエーションに合わせた完璧な構成の語学講座です 

 語学のみならず、それを実践できる、コミュニケーション指導を取り入れています 

 業界ごとにカスタマイズが可能な内容です 

 

 

主要講座一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般英語 

初心者～上級者まで 文法、読解、リスニング、

スピーキング、試験対策 楽しいレッスン 

ビジネス英語 

ビジネスで英語を使う方の為に 

真剣レッスン 

フランス語 

入門者から中級者まで 

個別指導 

お好きなご受講方法を選ぶ 
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英国の有名大学が発行し現地でも利用されているテキストを活用し講座に合わせて指導します

ソーシャル英語・仏語 初心者～ 

 挨拶

 スモールトーク

 社交術

 自己紹介

 友人紹介

 旅行英語

 お食事中の英会話

 お買い物英語

 電話

 チャット

 お手紙・カード

 日常会話

 日記

 英検

ビジネス英語 中級者～ 

 ビジネス挨拶

 ビジネススモールトーク

 ビジネスコミュニケーショ

ン術

 ビジネス自己紹介

 ビジネス紹介

 セールス英語

 カスタマーサービス英語

 航空サービス英語

 出張英語

 接待会話

 交渉英語

 電話会議

 メール

 英語ミーティング

 英語ネゴシエーション

 英語プレゼンテーション

 電話応対

 メールの書き方

 報告の仕方

 社内での会話

 英語文法

 TOEIC
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留学・外資系企業就職サポート 

～海外で羽ばたく・外交で羽ばたく～

 

海外で羽ばたきたい、学生や、国際スキルで頑張る方をサポートします。留学を決めた方へ、スキル向上のサ

ポートを致します。間違いない経験と知識と実績を元に、成功する講座を開講します。 

 

留学受験プログラム 

 

語学のみならず、国際対応力、応募の仕方、面接に受かる為の指導、現地での対応方法など、全面的に

ご指導し、合格する道へと導きます。 

 

 

 英語同様に大切でありながら、日本人が苦手とする、「国際コミュニケーション力」を身につけ、面接を

切り抜ける力をつけることで、自信を持てる 

 印象的で丁寧な応募書類の作成から面談準備も充実 確実な国際マナーで対応できるようになる 

 現地の人が学校で習っている、渡航後にも役立つ教養を身につけられる 

 

主要講座一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留学英語 

試験英語・実践英語 

国際マナー 

受験・留学生活 

応募準備 

CV・カバーレター 

面談準備 

面接準備・ロールプレイ 
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外資系企業就職プログラム 

外資系企業の就職でみられるスキルは英語の他、国際コミュニケーションと国際マナーのスキルです。語学

のみならず、国際対応力、応募の仕方、面接に受かる為の指導、採用後の振る舞いなど、全面的にご指導

し、就職し成功する道へと導きます。講師は、大手外資系企業で多数の面接を担当し、企業目線での指導

を致します。 

 英語同様に大切でありながら、日本人が苦手とする、「国際コミュニケーション力」を身につけ、面接を

切り抜ける力をつけることで、自信を持てる

 印象的で丁寧な応募書類の作成から面談準備も充実 確実な国際マナーで対応できるようになる

 現地の人が学校で習っている、就職後後にも役立つ国際ビジネス教養を身につけられる

 就職試験に必要な英語試験のサポートも

主要講座一覧 

就活英語 

試験英語・実践英語 

国際マナー 

面接・入社後 

応募準備 

CV・カバーレター 

面談準備 

面接準備・ロールプレイ 
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Etiquette Social Activities 

エチケットサロン

社交ダンス

国際社交文化倶楽部 

習った社交スキルを愉しみながら 

練習・実践する社交場があります 

詳細はお問い合わせ 

contact@idcglobal.co 
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