教材ダウンロードサイト（無償）

http://www.aots.or.jp/jp/jltc/kyozai.html

留 学 生 の た め の
ビジネス日本語シリーズ
− 人 財 −

■ 留学生のためのビジネス日本語シリーズ −人財− の紹介
各教材は、留学生用の「活動冊子」、指導者用の「講師用手引き」、資料をまとめた「リソース集」の3セットで提供しています。
教材は、積み上げ型カリキュラムにもモジュール型カリキュラムにも利用可能です。

一般公開教材
就職活動を知る

教材作成者
山本弘子
松尾恵美
中村和弘
倉本文子
深澤道子
増田アヤ子
松本直美
（イラスト）柳原満月
（イラスト）高森圭

就活へ！はじめの一歩

〜就職に向けて〜
業界・企業研究入門

つかめ！面接のコツ

就職活動ワークブック※1

仕事を知る

堀井惠子
鈴木洋子
高橋薫
綱島珠美
向山陽子
村澤慶昭

自国を売り込むツアー 企画プロジェクト
（旅行観光業）

〜企業活動シミュレーション〜
団塊世代向け商品企画 プロジェクト
（貿易業）

村野節子
山辺真理子

※1：日本語版のほかに、中国語・韓国語・英語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語の6言語の翻訳版があります。 「自習用教材」のみ提供

一般公開教材のほかにも以下のラインナップがあります。※2
日本と自国の違いを知る

教材作成者

キャリアプラン プロジェクト

武井直紀
石田恵里子
野原佳代子
橋本ゆかり
原瑞穂
丸谷しのぶ
山下治之
吉沢由香里
高野愛子
山口真紀

インターンシップ プロジェクト
知的財産権プロジェクト
仕事と家族プロジェクト
社会的起業
企業・会社を知る

自立支援による地域振興の試み

東アジアの進出 企業の海外戦略

山本富美子
糸川優
渋谷倫子
関裕子
副島健治
戸坂弥寿美
星野智子
許南薫

ITコース：企業の情報化活動研究入門

浅井宗海 惟任将彦 立和名房子
亀田美保 佐藤真紀

男女共同参画の推進
地域おこしエコイベント、
エコツアーの企画

仕事を知る
〜企業活動シミュレーション〜

堀井惠子
鈴木洋子
高橋薫
綱島珠美

環境に優しい製品の開発プロジェクト
（製造業）
コンビニ新規店舗企画プロジェクト
（流通業）

向山陽子
村澤慶昭
村野節子
山辺真理子

※2：アジア人財資金構想事業関係者のみに公開されています。

本教材は、2007年度から2010年度に財団法人海外技術者研修協会が経済産業省より受託し実施した
「アジア人財資金構想・共通カリキュラムマネージメントセンター事業」の一環として開発されました。

〒120-8534 東京都足立区千住東1丁目30番1号
TEL：03-3888-8250 FAX：03-3888-8262
E-mail：information@aots.or.jp
URL：http://www.aots.or.jp

日 本 で の 就 職 を 目 指 す
外 国 人 留 学 生 の た め の ビ ジ ネ ス 日 本 語 教 材

留学生のための
ビジネス日本語シリーズ
−人財−

グローバル人材としての幅広い能力

1
仕事を知る

ビジネス日本語力
●状況に応じた適切な言語使用
●非対面コミュニケーション

「自国を売り込むツアー 企画プロジェクト（旅行観光業）」の例

●文書読解作成
など

2

企業で
求められる
能力

3

ビジネスのグローバル化に伴い、多くの日本企業が海外との架け橋とな

ビジネス文化・知識

りうる高度な外国人人材の採用・育成を急いでいます。留学生が日本企

●仕事の進め方

社会人としての行動能力
（社会人基礎力）

●業界や経済界の知識

●積極性 ●協調性 ●柔軟性

●キャリアに対する考え方

業で活躍するには「ビジネスレベルの日本語能力」
「日本のビジネス文化・

●傾聴力 ●発信力

など

など

知識への理解力」
「社会人として行動能力」といった幅広い能力が求め
られます。
「留学生のためのビジネス日本語シリーズ −人財−」はこれ
らの能力をProject Based Learningによる体験的活動を通じて習得
することを目的とした教材です。

Project Based Learning（PBL）による体験的活動を
通じて、必要な能力を包括的に育成し、社会人として日本
語を用いて業務を行える人材を養成

日本企業へ就職後、
どのような業務を行うのかを旅行観光業をテーマにしたプロジェクトを進
めながら体験的に学ぶことができます。
●ビジネス場面をバーチャル体験
自国への観光を日本人に売り込むためのパッケージツアーをグループごと
に企画を立案し、バーチャルカンパニーのプロジェクトチームとして活動を
進めます。
●実践的な課題でビジネス日本語を育成
ツアーの企画書や報告書作成など、
ビジネスの流れに沿った実践的な課
題により、就職後に求められるビジネス日本語力を育成します。

本教材は、
日常的な日本語の運用力を身につけている中上級〜上級レベルの外国人留

教材の特徴

●ビジネスに求められる
基本工程をシミュレーション学習

学生を対象にした教材です。日本のビジネス環境に関する知識がない外国人留学生で
も容易に学習できるよう、基礎から応用までのステップ式学習や、
クイズ、
イラストを使っ
たわかりやすい紙面、
自習用課題シートの提供など、
さまざまな工夫がなされています。
企画書

報告書

就職活動を知る
●プロジェクトの参加を通じて社会人基礎力を養成
プロジェクトの企画立案からプレゼンテーションを行う過程で、情報収集
力、分析力、
チームワーク力、調整力を身につけていくようにデザインされ
ています。

「就職活動ワークブック」の例
就職活動の流れから面接対策まで、外国人留学生特有の課題を乗り越えられるように、
就職活動の基礎を学ぶことができます。

●関連キーワードの記載によりビジネス用語の習得が容易
●イラストやマンガを多用したわかりやすい紙面
キャラクターに自己投影しながら、
自主的に学習を継続できる
ようイラストやマンガを効果的に配したわかりやすい紙面となっ
ています。

教 材 全 体 に 共 通 す る

1

公開教材を無償で提供
教材・評価ツールは下記サイトから無償でダウンロードして
利用できます。
教材ダウンロードサイト

●チェックシートによる
自己分析が可能
学習の流れに組み込ま
れたチェックシートを使う
ことで、就職活動に必要
とされる自己分析や評価
などが行えます。

各国語版
対応教材

●ビジネスで
求められる
日本語を段階的に
学べます
外国人留学生が苦手と
する敬語表現やビジネス
で求められるマナー、電
話応対時の表現など、実
践的なビジネス日本語を
学ぶことができます。

「就職活動ワークブック」に限り日本語版に加え、中国語・韓国語・英語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語の6言語に対応しています。

4つ

の 特 徴

2

ビジネスに欠かせない実践的な言語運用能力を養成
企業活動をPBL活動に置き換え、留学生が主体的に研修
テーマについて企画、調査、考察、
プレゼンテーションを行い、
就職後に必要とされるビジネス日本語能力を体験を通じて
養成します。

4

支援ツールの充実により指導が容易
1つの学習テーマに対して、留学生用の「活動冊子」、学
習の狙いや教え方を解説した指導者向けの「講師用手引き」、
教材の内容に関連する資料・情報をまとめた「リソース集」
を提供しています。

無償

http://www.aots.or.jp/jp/jltc/kyozai.html
※一部のコンテンツは、非公開となっています。

3

Project Based Learningに基づく
包括的な学習教材
単に『ビジネス』や『日本語』をテーマに開発された教材で
はありません。包括的な学習体系に則り潜在能力を底上げ
する「Project Based Learning（PBL）」の手法を用いて、
ビジネスに不可欠な言語能力および一般常識、行動能力、
コミュニケーション能力を身につけることができます。

※なお、
「就職活動ワークブック」は自習用教材です。
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