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About Shinjuku Japanese language Institute

Shinjuku Japanese Language Institute (SNG stands for Shinjuku

Nihongo Gakko in Japanese) is an educational foundation authorized by

the Ministry of Education and the Tokyo Metropolitan Government. 

SNG offers Japanese language courses to over 500 students coming

from more than 50 countries around the world. Students have

benefited from the teaching expertise of SNG for the last 40 years. 

SNG employ the Ezoe Teaching Method, a unique and visual learning

method, fine-tuned for teaching Japanese to foreigners.

Target participants

Professors introduction and program goals

Review grammatical specificity of Japanese

Practice and improve your business self-introduction  

How to request properly something 

How to take or refuse a request 

Part 1 :  Self-introduction for business

 

Part 2 :  Role play and ready-to-use phrases

Practical business Japanese conversation with Keigo that you can 

use right after classes :

 

Part 3 : Japanese business culture

Strengthen Japanese business culture and etiquette knowledge 

 

+ History of kanji / intuitive and interesting ways to review kanji (30 min)

< Online Training >

Improve your Japanese for business
 

Date & Time: April 27 (Mon) 2020   9:00-12:30    NEW DATE !

Training company

Profile of the trainers

April 27, 2020 (Mon)

9:00-12:30

Online    *Zoom

English and Japanese

Members:
20,000 JPY (tax excluded)
Non-members:
35,000 JPY (tax excluded)

C C I  F R A N C E  J A P O N  T R A I N I N G

Shinjuku Japanese Language Institute

Develop confidence and strong communication skills on business

Japanese 

Learn Japanese business etiquette and manners

Learn ready-to-use sentences for your everyday work life 

Methodology  
Interactive online session with role-play and Q&A

3 hours program  (3 part x 50 min, with break)

Objectives

Those who speak everyday conversational

Japanese and want to gain confidence in

business relationship

Program details 

Strong points
You can learn how to improve communication skills in Japanese for

business : strengthen your knowledge on Japanese business

etiquette and build confidence in your conversational Japanese. 

Intermediate level: JLPT N3 or above

- review basics and develop communication skills -

https://www.sng.ac.jp/en/


<オンライン研修>
ビジネス日本語 -日本語会話スキルアップ-
日時：2020年４月27日（月）9:00～12:30

研修会社

講師紹介
江副 隆秀 氏　学校法人江副学園 新宿日本語学校 校長
主著：『日本語の助詞は二列 』 (創拓社出版)
　　　日本語教科書『新実用日本語シリーズ 』 (新宿日本語学校)
 
今 奈津子 氏　新宿日本語学校 講師
外資系航空会社   運航スーパーバイザー  接遇マナ-教育担当
株式会社ニチイ学館会長秘書　海外/教育部門担当
専門学校講師　エアラインイングリッシュ/概論/接遇マナー
 
新宿日本語学校について
新宿日本語学校（SNG）は、東京都知事認可の各種学校で、文部科
学大臣指定準備教育課程のある学校法人立の日本語学校。1975年設
立。現在、50カ国以上、500名前後の学生がSNGで日本語を学習し
ている。視覚的に覚えられる独自の学習メソッドを開発し、より効
率的な日本語学習指導に役立てている。

プログラムの詳細

講師自己紹介と到達目標の確認
日本語の文法構造の特徴を復習
ビジネスで使う自己紹介を学び練習する

適切な表現で依頼する
依頼を引き受ける／断る

第1部：ビジネスにおける自己紹介

 
第2部：実践的な場面別ビジネス会話
ロールプレイを通してすぐに使えるビジネス会話と敬語表現を
習得する

 
第3部：日本のビジネスマナー
日本の商習慣・マナー等について理解を深める
 
+漢字の歴史/漢字の復習方法（30分）

プログラムのメリット
様々なビジネスシーンで使える表現や敬語の基本を習得し、
同時に日本のビジネスマナーへの理解を深めることで、ビジネスに
適した日本語で対応できるようになる

対象者

2020年4月27日（月）

9:00-12:30

オンライン ※Zoom使用

日本語＆英語

会員　：20,000 円(税別)
非会員：35,000 円(税別)

日本語での日常会話が可能で、ビジネスに
おける日本語でのコミュニケーションに
より自信を持ちたい方

C C I  F R A N C E  J A P O N  T R A I N I N G

新宿日本語学校

研修方法
ロールプレイやQ&Aを含むインタラクティブなオンライン研修
3時間半のプログラム（3パート×50分+30分、休憩を含む）

セミナーの目的
ビジネス日本語の知識とコミュニケーション力を身につけ、

日本のビジネスマナーへの理解を深める
ビジネスですぐに使える会話表現を学ぶ

　  自信を持って会話できるようになる

◆中級レベル
（日本語能力試験 N3程度かそれ以上)

※実施日が変更となりました

https://www.sng.ac.jp/jp/

