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講義内容： 

企業研修・外交官研修・個人向けレッスン・セミナー・英語指導・国際ビジネス指導・国際エチケット

指導・国際プロトコール指導・講師養成派遣・留学サポート・就活サポート 他 
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 国内唯一英国の国際講師育成校の国際認定指導資格 

 総合的なプログラム 

 経験・実績ある専門家による指導 講師は全員１年以上の講師研修期間を積んでいる 

 国際ネットワークを通じて現地の専門家を通じての実践も可能 

 福利厚生提案も充実 （一般向け教養エチケット・英語・フランス語・社交ダンス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ビジネスクロスカルチャー 

英国校認定プログラム 

国際コミュニケーション 

国際プロトコール 

英国校認定プロトコールプログラム 

外国人指導 

日本のビジネスカルチャー 

国際ビジネススキル 

英語・フランス語 

国際会議・交渉・プレゼン 

多文化チームワーク・マネジメント 

世界 180 カ国の多様文化から 

社員・新人・海外就任前研修 

高い教養で成績を出す人材育成 

 使える英語と国際コミュニケーションを育成したいが、それは何かわからない 

 海外就任で結果を出したいのだが、社員育成をどうするべきか 

 実践的な研修を求めているのだが、どこもやり方しか教えない 

 商品もサービスも良いが、海外で上手くいかないのだが 

 契約を決める社員が少ない 結果を出したい 

 外国人を採用するが、なかなかなじまない 

 外交スキルが必要だが良い講師がいない 
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国際ビジネスの成功は３つのスキルにかかります。 

１， 国際教養用語英語 

２， 国際水準常識 

３， 国際ビジネススキル 

 

この３つを基本とし、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を生み出します。 

国際コミュニケーションで評価されることは以下になります。 

 

１，プロフェッショナルな印象 （態度、着こなし、第一印象）55%  

２，プロフェッショナルな会話 （声、表情、言葉遣い）38% 

３，技術 7% 

 

当校では、日本で初めて「社交力」＝「国際力」とし、今まで国内では教えていなかった、これから、

日本で最も重要視されるであろう本来の国際コミュニケーションの技術と知識を指導しています。 

 

国際クロスカルチャースキルを重要視し、日本の国際化のサポートし、国際人養成に特化し、国際

コミュニケーション力を底上げし、これからの日本を支える人材を育成します。 

国際人養成として、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して

います。 

 

通訳を介さず、直接取れるコミュニケーションスキルは、外交を何倍も

スムーズにし、それが決め手となってきます。世界はより一層競争が激

しく、国際化を果たしきれていない日本は、大変優秀な技術者が多い

中でも、現在競争の対象ともなれない状況です。 

国際人スキルには、コミュニケーションスキル、クロスカルチャースキルと国際ビジネスマナーそしてソ

ーシャルスキルが必須のスキルです。クロスカルチャーには、言語の他、国際常識も大切なツールと

なり、知識と経験が全てを変えます。 

 

ハーバード大学、スタンフォード大学、カーネギー財団で行われた研究で私たちの将来の成功の 

85% はソーシャルスキルにかかる事を証明しています。 
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当校では、「本質」に拘り、日本初の本物の国際コミュニケーションを指導しています。経験豊富な

当校の認定講師を貴社、貴館へ派遣致します。当校講師は全員、1 年以上のトレーニング期間を

経て、プロ講師として世界で活躍しています。 

 

 

 小学生でタイ国へ転校 

 ツアーコンダクター資格を取得・就業 

 国際海外の添乗業務で文化、歴史を研究・実体験 

 カナダ、トロントへ留学 国際ビジネスを学ぶ 

 カナダ・トロントにて就職 旅行会社 学びながら就業 

 イギリス・ロンドンにて就職 旅行会社 文化・歴史研究 就業 

 東京にてオーストラリア企業にてマネジメント グローバルトップの成績にて従事 

 外国企業契約で世界トップの成績を実現：秘訣はクロスカルチャースキル及び国際コミュニケーション 

 Certified International Cross-Culture Consultant 英国校認定国際講師資格 

 Certified International Social Etiquette Consultant 英国校認定国際エチケットコンサルタント 

 Certified International Business Etiquette Consultant 英国校認定国際ビジネスエチケットコンサル

タント 

 国際コミュニケーションコンサルタント 

 日本プロトコールマナー協会講師 

 George Brown College / Diplomat of Business & Technology – Cornerstone College in Toronto 

 英語講師養成講座修了講師（各種英語資格・留学修了） 

 一般旅程管理資格 

政府国家公務員の父親の仕事で小学生でタイへ転校、高校 1 年で大学入学資格検定.をトップ成績にて

取得、その後一般旅程管理資格を取得・就業、国際海外の添乗業務で文化、歴史を研究・実体験、カナ

ダへ留学 国際ビジネスを学ぶ、カナダにて就職 旅行会社就業、イギリスにて完璧な国際感覚と知識、経

験と実績を持ち合わせ、国際交流と国際ビジネス交流、外交における必要な能力を伝授している。 

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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様々な国際的な経験と特殊な育ち、また特殊な感性を持ち合わせ、日本で初めて、「社交力＝国際力」の

定義を掲げた第一人者となりました。鍵は、国際コミュニケーションスキルにあります。 

 

その定義を証明したものが、の英国ロンドンでの認定資格です。社交力は国際力とし、クロスカルチャーと国

際エチケット・プロトコールのスキルを重要視しています。自らの研究結果と合わせ、この講座を開講できること

を心より誇りに思っております。 

 

国や文化が異なれば感じ方も異なりますが、人間の心底にとどめている感情は変わりません。クロスカルチャ

ーが国際ビジネスの原点であり、「英語」のみに集中する日本人の足りない国際コミュニケーションスキルで

す。 

 

日本人がもっと自分自の潜在能力を思い出し、過伝の自信を呼び覚まし、日本人本来が持ち合わせている

「国際力」を呼び起こすサポートをさせて頂いております。 

 

日本人がまだ持ち合わせていない、非常に大切な国際コミュニケーションスキルであると同時に、個人レベル

でも人に自信を与え、夢と希望を与え、人生を本来の意味で輝かせるものです。 

 

この学びの素晴らしさを日本国内で広め、日本がより、世界的に認められる国となりますよう、誠心誠意を持っ

て活動し、ご指導させて頂きます。世界が一つになり、個人個人の心が豊かになり、平和で、国際的な日本

となるよう願い務めてまいります。 

 

 

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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International Business Cross-Culture 

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基本のことを言います。 

 

 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 

 

 

国際ビジネス基礎 

日本人向けに国際ビジネスの基

本の理論をトレーニング その後

の学びをスムーズに吸収するため

の基礎も含まれます。 

 

 国際人思考とは 

 国際人とは 

 クロスカルチャーとは 

 日本の常識世界の非常識 

 世界で求められること 

 国際ビジネスの考え方 

 ソーシャルとビジネスの違い 

 クライアントとの関係 

 国際的なビジネスマナー 

 歴史・宗教 

 シチュエーションごとの行動 

 クライアントエスコート 

 国際ビジネス第一印象 

 

国際ネットワーキング 

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。日本と国際的な環

境ではルールが異なります。 

 

 参加常識 

 国による挨拶ルール 

 国による握手 

 紹介ルール 

 名刺 

 会話 

 人脈作り 

 フォローアップ 

 その後の関係 

 

 

期間：効果を求めるなら 3 ヶ月以上 カスタマイズは 1日から 最低でも３日はご検討ください。 

国際コミュニケーション 

国際ビジネスにおいてのコミュニ

ケーションは、特に重要となりま

す。英語だけではなく、全ての取

引の鍵がこのスキルにあります。 

 

 英語の使い方 

 メールの書き方 

 手紙の書き方 

 電話でのやり取り 

 言葉の使い方 

 英語の正しい使い方 

 第二言語対応 

 声 

 振る舞い 

 ボディランゲージ 

 営業 

 ビジネスの付き合い 

 社内・社外 

 会話の内容 
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国際ビジネスコミュニケーションをより円滑にするためのキーポイント 

 

 エンターテイメントを通した関係づくり 

 プロフェッショナルなビジネスのもてなし 

 正しいプロフェッショナルな身嗜みと振る舞い 

 プロフェッショナルで後につなげる会話術 

 

 

 

 

 

 

ビジネス会食 

 

ビジネスの接待や会議が食事

中に行われることがあり、食事の

態度から相手を観察し判断する

習慣があります。 

 

 ビジネスにおいてのテーブ

ルエチケットの重要性 

 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 

 男女の場合 

 洋食 

 中東 

 アジア国 

 会話 

 食事商談 

 

ビジネススタイル 

 

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 

 

国際ビジネスイベント 

 

ビジネス交流会やファンクションを

開く機会には、国際基準に沿う

必要があります。日本式と変わる

ため注意が必要です。 

 

 ビジネス会食の設定 

 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 

 受付方法 

 ドレスコード 

 乾杯の方法 

 全体の流れ 

 注意すべきこと 

 当日のふるまいの常識 
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国際ビジネスを成功させるための鍵 

 

 国際ビジネスの仕組みを理解 

 国際ビジネスの成功する技術 

 多文化ビジネスは、相手の国の事を知る 

 より積極的に臨む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成功する国際ビジネス 

 

ビジネスの仕組みや考え方の違

いを知り、実際の国の違いを示し

ながら、ビジネスをスムーズにすす

める技術です。 

 

 

 

 国際ビジネスの仕組み 

 国ごとのビジネス文化への

対応 

 国際的なチームワーク 

 国際的なチームマネジメント 

 上司と部下 

 男女のビジネスに対しての考

え方 

 

クロスカルチャー 

 

世界 180 カ国の国際ビジネスカ

ルチャーの指導が可能です。 

 歴史・宗教 

 ビジネス・カルチャー 

 契約 

 食事 

 注意事項 

 その他 

 欧米 

 北米 

 南米 

 北欧 

 欧米 

 アフリカ 

 アジア 

 中東 

 インド 

 

国際ビジネススキル 

 

国際言語でのビジネス間で、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。考え方

を変えることが必要です。 

（英語講座・ビジネス英語以上） 

 

 交渉の考え方・テクニック 

 会議の考え方・テクニック 

 プレゼンの考え方・テクニッ

ク 

 契約の考え方・テクニック 

 国際セールス 

 国際カスタマーケア 

 航空サービス・ホテルサービ

ス 
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The International Protocol and Diplomacy 

外交プロトコール 

 

 

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 

⚫ 他国との大切な会合がある 

⚫ 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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＜基本プログラム＞ 5 日間 35-40 時間 初心者向けクロスカルチャー総合（プロトコールでも可能） 

ビジネスクロスカルチャーの項目を全てカバー 総合的に知識を身につけて頂けます。 

➢ １日目： 国際ビジネス基礎、国際コミュニケーション 

➢ ２日目： ビジネスネットワーキング、ビジネス会食 

➢ ３日目： ビジネスイベント ビジネススタイル 

➢ ４日目： 成功する国際ビジネス、国際ビジネススキル 

➢ ５日目： 国際ビジネススキル、180 カ国国際ビジネス 

 

＜集中３日間例＞ すべての項目を集中講座向けにカスタマイズ  

１つの項目を集中的に３日間でカバー 内容は、ご希望により変更 

国際コミュニケーション 

➢ １日目： 国際コミュニケーション、英語表現の正しい使い方、考え方、国際ビジネスの重要ポイント、握

手の仕方 

➢ ２日目： 紹介ルール、挨拶、社外・社内・クライアント 

➢ ３日目： 電話、メール、報告、連絡、クレーム 

 

＜新人向けプログラム＞ 

６ヶ月 

毎日数時間の密着研修で、０から指導、日本向け、国際向け両方のカバーも可能、OJT も可能 

 

＜海外就任前プログラム＞ 

３ヶ月 

英語、国際コミュニケーション、現地の文化、気を付けるべきこと、クロスカルチャーの理解、よくある失敗など 

 

＜１日研修＞ 

いずれの項目から１項目の集中、もしくは、断片的に、2,3 項目 

 

＜継続研修＞ 

➢ 英語 

➢ 国際ビジネススキル 

➢ コミュニケーション 
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Day 1 10:00 ご挨拶・説明・受講生アンケート・学び方 

 11:00 ウォーミングアップ 

 11:30 Etiquette Manners Protocol Cross-Culture 

 12:30 小休憩 

 13:00 International Mindset 

 14:00 International Business General  

Day 2 10:00 復習 目的 理念 ルール 

 11:00 Business Entertaining 

 12:00 Business Dining at Palace Hotel 

Day 3 10:00 復習 3S ルール ゴールデンルールズ 

 11:00 Business Networking 

 12:00 Business Communication 

 13:00 Business Correspondence 

 14:00 Business Dress Code Professional Image 

Day 4 10:00 復習 

 11:00 International Business Cross Culture India  

 13:00 International Business Cross Culture China 

 14:00 復習 

Day 5 10:00 Review  

 11:00 International Business Success 

 12:00 Multicultural Team  

 13:30 Test 

  修了式 
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よくあるお悩み 

 

【英語力・国際マインド・国際マナー】 

 

この３つが、国際コミュンニケーションに必要な能力です。 

国際マナー（態度・印象）：55% → 見た目 

国際マインド （雰囲気）：38% → 感覚 

英語力 （会話）：7% → 内容 

完璧な国際スキルの養成を致します。 

 

 
1. 外資系企業との交渉事が上手くいかずなかなかビジネスがスムーズに進まない 

交渉に対する考え方は、国によって異なります。日本式の考え方と方針は、世界では伝わりにくく、「信頼できな

い」とされる原因ともなります。「礼儀正しいだけでビジネスができない。交渉事で物事が決まらない」とされてし

まいます。日本式で通して良い場面とそうではない場面があり、そうでない場面の対応方法を知っておかなくて

は、上手く交渉事も進まないこととなります。まずは、交渉は合意であり、勝負でなない意識も必要となります。 

 

2. 英語がある程度できるので海外へ派遣したが、ビジネスを進められていないらしい。次の社員は事前にト

レーニングしたほうが良いのだろうか？ 

海外への就任が決まられるほどですので、能力の高い社員の皆様でいらっしゃると思いますが、その能力をト

レーニング無しでの派遣で無駄にしてしまうのはもったいないことです。実際にアメリカからオンラインレッスンを取

る方もいらっしゃいますが、やはり企業での研修がない事でのストレスは、就職した時よりも大きかったとの事で

す。必ず研修はされたほうが良いでしょう。 

55%38%

7%

国際スキルの基本

国際マナー 国際マインド 英語
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3. 国際コミュニケーションであれば、英語ができればとりあえずはそれで良いかと思っているのだが 

英語は、大切なコミュニケーションツールです。けれども、英語ができたり、TOEIC の点数が高いからと言っ

て、国際コミュニケーションができるとは限りません。日本人は、読み書きは得意な方なので、テストで安心しが

ちですが、実際に大切になるのは、コミュニケーションをどうするかにかかります。使える英語の研修と共に、国

際コミュニケーション研修が必要でしょう。 

 

4. 大切なクライアントが外国から訪問するのだが、全く準備ができていない 迎えられるのかが不安 

相手がクライアントであれば尚更、相手の国の特徴をよく知っておくことと、日本の特徴や作法を説明できること

が必要となります。それに加えて、国際基準のビジネスマナーも必要でしょう。1 ヶ月お有りでしたら、練習なども

必要となりますので、フルタイムの研修を 3日と練習研修を設けられると良いでしょう。 

 

5. 国際スキルの研修がわざわざ必要なのかわからない。日本企業だから日本式で良いではないか。何

故他国のカルチャーに合わせなければいけないのか。 

国際コミュニケーションは、自国の文化の押しつけでは成り立ちません。お互いに理解する必要があります。そ

れは、相手国に合わせるのではなく、相手国の特徴を知ることで、自社に優位に話を持っていくことができま

す。相手の特徴を知り理解することが、結果的に自社の利益にも繋がります。 

 

6. 外国人雇用を受け入れる予定だが、どう扱うべきかがわからない 

日本の文化もビジネス文化も世界的に独特であり、外国人は疎外感を感じることも殆どです。外国人雇用の

場合、日本的な研修は合わないことが多いため、その国の文化を理解した専門家の研修が必要でしょう。日

本の考え方からビジネス文化、社内での振る舞いなど、総合的な研修が必要となります。 

 

7. 経営が外国人に変わったがどう対応してよいかわからない 

外国人経営者は、何よりも「コミュニケーション」を大切にします。英語そのものよりも「コミュンニケーションが取れ

るかどうか」でその人を判断します。上司が外国人となった時、また運営が外国人となった場合、企業でも社

員のコミュニケーションスキルを上げ、受身の態勢から、積極的に変えていく必要が出てきます。 

 

アドバイス 

ありがちな過ちは、日本の常識は世界でも通じ、自分たちが正しいと曲げない意識がを変えていく事は、「やり

方」だけを学ぶ前に必要になります。国際ビジネスに求められるのは、スムーズな「国際コミュニケーションスキ

ル」です。言語だけではなく、考え方をすこし変えていくことで、相手に信頼を与えることができます。「自分の仕

事と相手の仕事」の考え方から、「皆で解決する」という積極的な考え方は、外国ビジネスのみならず、日本

国内ビジネスでも役に立つことでしょう。 
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よくある問題 

 

【英語力・国際マインド・国際マナー】 

 

この３つが、国際コミュンニケーションに必要な能力です。 

 

国際マナー（態度・印象）：55% → 見た目 

国際マインド （雰囲気）：38% → 感覚 

英語力 （会話）：7% → 内容 

 

完璧な国際スキルの養成を致します。 

実際に、どの様な問題があったかどうか、外国人の意見も取り入れながら紹介していきます。 

 

 

 
 

1. 日本人は握手もできないが、発展国ではないのか？ 

日本人は、「握手にルールがある」という事を知らない人が多く、驚かれることが頻繁にあります。「国際スキ

ル」の基本は「握手」ですが、この行動を、「しなくても良い」と考える傾向が日本人にはあります。それは、日本

人が「おはようございます」と言わない程度だと思われがちですが、評価の度合いは比べ物になりません。 

 

「握手ができない」＝「マナーがない」ではなく＝「仕事や生活の能力がない」とされます。 

 

55%38%

7%

国際スキルの基本

国際マナー 国際マインド 英語
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2. 日本人は、会議の時にただ黙っているだけで、何も考えていないようだ。意見をしてはいけないとはいって

いないし、その日本のやり方ではビジネスにならない 

外国人経営者は、何よりも「コミュニケーション」を大切にします。英語そのものよりも「コミュンニケーションが取れ

るかどうか」でその人を判断します。上司が外国人となった時、また運営が外国人となった場合、企業でも社

員のコミュニケーションスキルを上げ、受身の態勢から、積極的に変えていく必要が出てきます。会議に対して

の考え方、態度、意見の仕方などのトレーニングが必要となります。 

 

3. プレゼンや会議や交渉中に目線をそらしたり、うつむき加減のため、不安になるビジネスなのだから、「恥

ずかしい」という感情は捨てるべきだ 

日本人は、「シャイである」「おとなしい」というイメージが外国ではありますが、実際には、目を合わせない、うつ

むき加減は、日本のボディランゲージでは必要とされます。ですが、それは大陸では通用せず、しっかりと堂々と

し、目を合わせ、ボディランゲージもある程度使う必要が、国際ビジネスではあります。また、声の大きや、話し方

でも指摘されることがあります。 

 

4. 普段静かなのに、お酒が入ったり、接待の場でも、とんでもなく失礼な人が多い。常識を知らないの

か？ 

日本人は礼儀正しいと思っていたのに、会話をしてみると、タブーの会話を良くするし、とても失礼な人が多い

ので、そういう人とは仕事をしたくないと思ってしまう、という意見は以外にも多い意見です。実際に、日本人は

「無礼講」の文化の影響か、一線を超えた質問や会話を、ビジネス上でも社内でもすることがあります。パワハ

ラ、モラハラ、セクハラは日本でも問題ですが、海外ではより深刻な問題と発展します。単純に血液型を尋ね

るといったこともそれに値します。 

 

5. 物事をはっきり言わなかったり裏表が激しいと、仕事上でも信頼ができないし、付き合いにくい 

日本人とは付き合いにくい、と語る人も少なくありません。それは、表情や言葉に変化がなく、また、声も小さく、

何を考えているのかわからないので、不快に思うこともある、という正直な意見もあります 

 

アドバイス 

日本人は、世界有数でスキルの高い国民性です。他国の受け入れをこれだけできる国は珍しく、日本のおもて

なし精神は世界でも称えられています。 

受け入れる、おもてなす、と同じくらい大切な事が、積極性です。受けるだけではなく能動的な考え方や行動

ができるようになると、日本の企業は、世界のどの国にも負けない能力を発揮していくことでしょう。 
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