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プログラム詳細

「英語de人事®」は人事管理（HRM)という専門分野をグローバル人事管理のプロから英語で学べる日本では数少ない超実践
的プログラムです。英語が母国語ではない日本人がどのようにして、外国人従業員と人事関連のコミュニケーションをとるの
か、グローバルシーンで通用する人事知識とは何かなど、現場でのシチュエーションに直結した多岐にわたるトピックを学習
します。

受講対象者

• 人事部所属の方や海外事業本部関連のスタッフ及び、基礎的な人事コンセプトについて勉強
したいと考えている他部門の方。

• 基本的な英語理解力を有し人事管理における英語力を向上させたいという強い意志がある方。

【英語のレベル】
英語レベルは普段仕事で英語を使っている方、相手の話していることが6、7割理解できる方で
あれば受講いただけます。また、企業様ごとに内容をカスタマイズいたしますので、受講される
方の英語レベルに合わせたプログラム作りが可能です。一度ご相談ください。

人数 1クラス12人まで参加可能

構成

• 書籍 (テキスト)
• e-ラーニングシステム：「英語de人事® オンライン・ラーニング・ラウンジ」
• オンライン研修

費用
各企業様に合わせたプログラム構成となっており、料金設定は人数・規模・どのようなプログラ
ムを希望されているかなど、内容により異なってきます。
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COMPONENTS
オンライン・ラーニング・ラウンジ

O N L I N E L E A R N I N G L O U N G E

法人向け企業内「英語de人事®」の構成
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英語「を」学ぶのではない。人事（HRM）を英語「で」学ぶ。
「英語de人事®」は書籍（テキストとe-ラーニングシステム及びオンライン研修を組み合わせた
インタラクティブなプログラムで、グローバル人事のプロを育てるトレーニングプログラムです。

I. 書籍（テキスト）

II. e-ラーニングシステム

III. オンライン研修
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白木三秀／ブライアン・シャーマン著

英語de人事®
日英対訳による実践的人事

A5判並製 554頁 C3034

ISBN 978-4-8309-5072-8（4-8309-5072-2）
定価 2860円（本体 2600円＋税）
2020年4月発行 文眞堂

http://www.bunshindo.co.jp/catalogue/book5072_RS02.html#book_title

書籍・本 紹介／レビュー

https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2116

I. 書籍（テキスト）

https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2116
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e-ラーニングシステムを使い、各自のペースで学習することができます。

無料トライアル公開中
www.eigodejinji.com

II. e-ラーニングシステム：
英語de人事® オンライン・ラーニング・ラウンジ

受講者は動画を視聴しながら、同時

に教材を目で確認しながら学べます。

クイズで理解度をテストします。

他の受講者と話し合い、質問や
ファシリテーターへのコメント
を書き込みます。
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ZOOMシステムを使い、ファシリテーターによるディスカッションで理解を深めます。

授業は主に英語で行われ、必要に応じて日本語の解説が入ります。

受講者は講師と共に様々な人事課題についてディスカッションを行い、人事アイデアやコンセプトを英語で
正しく表現する方法を学びます。

III. オンライン研修

現在の新型コロナウイルス感染拡大につき、
研修は当面オンラインのみで行われます。



III. オンライン研修: HR知識 & 英語ディスカッション (1/2) 
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テーマ

人事（HR）のグローバルコンセプトを理解し、また、グローバル人事コンセプト
を自然かつ適切に英語で議論することができるようになる。

対象者

• グローバル人事の経験があるスタッフ及び中間管理職
• 近い将来グローバル人事業務を担当する予定の方

目的

ディスカッションを通して、人事（HR）のキーコンセプトをよりよく理解し、説
明できるようになる。また、海外従業員との研修後、人事（HR）コンセプトを効
果的に説明できるように、社内のポリシーとプラクティスについて話し合う。
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トピック 詳細 回数 時間

オリエンテーション
Personal Development 目標設定

1 2h
英語de人事® プログラムの紹介

e-ラーニングシステム: 英語de人事® オンライン・ラーニング・ラウンジ

セッション 1
英語de人事®

前半：人的資源管理入門、グローバル人事として
の役割 1 4h

英語de人事® 後半： 採用、パフォーマンス・マネジメント

e-ラーニングシステム: 英語de人事® オンライン・ラーニング・ラウンジ

セッション 2
英語de人事®

前半：キャリア・ディベロップメント・と人材
育成、タレントマネジメント 1 4h

英語de人事® 後半： 報酬と福利厚生のあり方

e-ラーニングシステム: 英語de人事® オンライン・ラーニング・ラウンジ

セッション 3
英語de人事® 前半：エンプロイー・リレーションズと労使関係

1 4h
英語de人事® 後半：コンプライアンスとリスクマネジメント

e-ラーニングシステム: 英語de人事® オンライン・ラーニング・ラウンジ

セッション 4
英語de人事® 全プログラムレビュー

1 ２h
Personal Development 目標レビュー・今後の目標

III. オンライン研修: HR知識 & 英語ディスカッション (2/2) 
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テーマ

海外スタッフとの共同作業におけるコ
ミュニケーションの改善

対象者

現在、海外現地法人の人事担当と円滑な
連携をとる必要のあるスタッフ及び中間
管理職の方

目的

ディスカッションやビジネスシミュレー
ションの役割を通して、グローバルHR
プロフェッショナルになるために必要な
ものと、海外の同僚との交流の際にHR
プロフェッショナルとして強いリーダー
シップ性を持ったコミュニケーションを
とる方法を考えます。

事前学習

自己評価
グローバル人事の知識と能力及び、
英語コミュニケーション能力の自己評価

事前準備 海外の同僚によい第一印象を与える自己紹介の準備

事前準備
海外の同僚との実際の経験に基づいて、参加者は海外の同僚
のサポート/理解/協力を求めるビジネスシミュレーション
ロールプレイングの準備をします

内容

テーマ トピック 詳細

英語de人事®
オープニングとグ
ループディスカッ
ション

• 自己評価のレビュー
• グローバル人事のプロフェッショ

ナルと人事キャリアのコンピテン
シーに関するディスカッション

英語de
リーダーシップ®

成功するセルフイン
トロダクション(人事
のためのリーダー
シッププレゼンス)

生産的な関係を構築するために、よ
い第一印象を与える自己紹介の仕方
を身に付けます。

英語de
リーダーシップ®

効果的なメッセージ
（人事トピック）

講義：効果的なメッセージングプロ
セスを使用して他者が行動を取るよ
うにさせる方法
ビジネスシミュレーションロールプ
レイ：参加者は海外の同僚に依頼す
る練習をする

別オプションプラン： HRの戦略的コミュニケーション力



別オプションプラン：採用面接実践プログラム
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目的

海外拠点における現地人材、あるいは日本本社における外国
人の採用では、限られた時間の中で、候補者の能力、スキル、
経験を的確に把握し、かつ自社の考え方や求める人材を候補
者に明確に伝える、英語によるコミュニケーションが求めら
れています。本セミナーでは、ロールプレイングを通して、
外国人採用および雇用条件提示面談での論理的なコミュニ
ケーション手法を実践的に学びます。

対象者(下記いずれかに該当される方)

• 海外赴任予定がある本社社員
• 海外拠点の管理職
• 外国人部下を持つ本社社員
• クロスボーターの人事職務や海外拠点のマネジメント職を

担い、現地人材の採用、評価、育成に係わる方
• 英語で人材マネジメントの具体的手法を学ぶ意欲のある方

特徴

• 外国人社員の採用から育成に関わる実務スキルとそのキー
ポイントを短期間で学べます

• 英語で実施するクラスのため、海外拠点における、および
外国人社員に対する業務を疑似体験できます

• ロールプレイングを通して、実務で起こり得る問題への対
処方法を実践的に学習できます

講義・討議
◼ 採用面接前に準備すべきこと
◼ 効果的な採用面接の進め方
◼ 質問事項とそのより適切な表現方法

ロールプレイ

◼ 日本本社における外国人社員の採用
◼ 海外拠点における現地人材の中途採

用

ポイント

✓ 自社の魅力や募集職務内容およびそこ
で求められる知識・スキルを明確に伝
える

✓ 行動・実績に裏づけされた候補者の強
みを把握する

講義・討議
◼ 内定通知に記載されるべき雇用条件
◼ 雇用条件をいかに明確に説明するか

ロールプレイ

◼ 雇用条件の提示面談

ポイント

✓ 自社の人事制度の背景・仕組みを論理
的に説明する



参加者の声
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全体として大変良く練られた構成であると感じました。特にグローバル採用に関するマインド部分と英語表現のテクニカル部分のバランスが私にはと
ても良と思います。講師のブライアンさんのセミナーの進行の仕方がとてもうまく、あっという間の1日に感じられました。講師の話す時間、受講者
への質問の時間、個人ワークの時間、ロールプレイの時間配分が適切だったことがその大きな要因であると思います。また、日本人にもわかりやすい
英語で話していただいたので、理解が促進されました。

グローバル採用に関する

マインド部分と英語表現のテクニカル部分のバランス

講師のプレゼンテーションスキルはもちろんですが、それ以上に日本文化を理解しようとしている姿勢(もちろん十分に理解いていると思います。)や、
日本語も堪能であるということが、受講者に大きな安心感を与えていることもセミナーを良くしている重要なポイントであると感じました。

講師が日本語堪能なので

全編英語でも受講生に大きな安心感



代表プロフィール

ブライアン シャーマン
Bryan Sherman

米国Williams College 卒業（同志社大学AKP留学）

ima consulting, llc. (米国NY市）
人事コンサルタントとして主にニューヨーク市及び南カリフォルニア地域の日系企業
を対象に、人事評価制度の構築と運用、給与システム導入支援と運用サポート、各種
社内研修の企画・実施。南加地域では日系最大手人材派遣会社と業務提携、人事部ア
ウトソーシング導入を推進。積極的に現地化を目指す当地の日系企業へ人事戦略を支
援。

SCS USA, Inc (米国NY市: 米国住商コンピューターシステムズ株式会社
人事総務部長としてニューヨーク本社及びテキサス支社の人事管理責任者、人事制度
関連業務福利厚生制度の企画・運営（401kプランの管理、団体健康保険契約時におけ
る交渉等）採用解雇の管理、就業規則改訂及び他諸規定の作成、人事制度、報酬制度、
業績管理制度構築。

ファーストリテイリング株式会社東京本社
グループ人事部にてグローバル人事業務に参画。拡大する欧米露アジア店舗の人事戦
略の構築。グローバル採用に向け、アジア主要大学にて学生への企業PR活動。

グラマシーエンゲージメントグループ株式会社設立
【専門分野および講師経験】
専門分野： グローバル組織人事管理: 人事コンサルティング、グローバルコミュニ
ケーション戦略、グローバル会議ファシリテ―ション、リーダーシップ、マネジメン
ト
講師経験： 企業内研修「英語de人事®」及び「英語deリーダーシップ® 」コースの構
築及び講師を担当
大手企業の中間管理職研修の講師を担当
中堅企業のグローバルマインド育成研修の講師を担当
事業実績： http://www.gramercyengagement.com/case_study/case.html
【資格および著書】
• Senior Professional Human Resources (SPHR), Society of Human Resources
• 早稲田大学トランスナショナルHRM研究所 招聘研究員
• 著書：英語de人事® 日英による実践的人事

白木三秀／ブライアン・シャーマン 著 文眞堂 2020年4月発行
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会社概要

社名：
Company Name：

グラマシー エンゲージメント グループ株式会社
Gramercy Engagement Group, Inc.

代表取締役社長：
President：

ブライアン シャーマン
Bryan Sherman

設立日：
Establishment Date：

2010年2月1日
February 1, 2010

取引銀行：
Bank Information：

三井住友銀行
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

所在地：
Our Location：

〒105-6027 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 27階
Level 27, Shiroyama Trust Tower 4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-6027 
Japan
※ 弊社本社は 平成 27 年 6 月 1 日付で上記に移転いたしました。

TEL：
E-Mail：
Website：
Affiliate Websites:

(03) 6751-3526
info@gramercyengagement.com
www.gramercyengagement.com
www.worklifejapan.com
www.eigodejinji.com
www.eigodeleadership.com
www.eigoderinen.com
www.funinmae.com 
www.corejourneyprogram.com                                

弊社ウェブサイト
e-ラーニング・ビデオ配信サイト
英語de人事®
英語deリーダーシップ®
英語de理念™
赴任前研修
C.O.R.E.de世界を動かす™
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