
 
日本英語交流連盟 

The English-Speaking Union of Japan 

 

 

【Zoom開催】 

ESUJ講演会【英語での講演】 

 

「世界の礼儀作法とコミュニケーション」 

 

赤阪 清隆氏 

                  （元国連事務次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時: ２０２1年 ４月１６日（金）１９：００−２０：３０ 

会場：  Zoomで開催 （４月 14日（水）にリンクをお送りする予定です。） 

会費： ESUJ & JSA会員：無料！  必ずお申込みをお願いいたします。 

CCCJ 会員 1,000円   ＜事前のご入金をお願い申し上げます。＞ 

一般 2,000円 / 学生 500円 (学生証) 

 

詳細： http://www.esuj.gr.jp/event/ 

申込： https://ws.formzu.net/fgen/S71509838/ 

申込締切：ESUJ会員 4月 13日（火） 

  ゲスト    4月 11日（日） 

  

定員になり次第締め切らせていただきます.ご了承ください。 

4月 8日（木）以降のキャンセルは会費を頂戴いたします。 

 

  

日本人が礼儀正しい国民であるというのは、自他ともに認め

るところです。 

しかしながら、日頃よく見みられる日本国内での行動には、

国際的なマナーとは異なるものが多くありますし、また、 

「おもてなし」は、一方的な押しつけだという外国人の批判も

あります。 

世界で活躍する人材が求められている現在、国際礼儀をわき

まえると同時に、コミュニケーション能力にも優れたグローバ

ル人材になるにはどうすれば良いのでしょうか。自身の経験を

踏まえつつ、具体策を探ります。 

プロフィール：赤阪 清隆 

京都大、英国ケンブリッジ大卒。1971年外務省入省。国際機関での勤務が長く、
ガット（世界貿易機構WTO の前身）世界保健機関（WHO）事務局に勤務。2000

年国連日本政府代表部大使。2003年経済協力開発機構（OECD）事務次長、2007

年から 2012 年まで国連広報担当事務次長。2012 年から 2020 年まで、財団法人
フォーリン・プレスセンター理事長。「国際機関で見た「世界のエリート」の正体」
（中公新書ラクレ）、「世界のエリートは人前で話す力をどう身につけるか」（河出
書房新社）の著作がある。 
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日本英語交流連盟 

The English-Speaking Union of Japan 

 

 

【Zoom】 

ESUJ Lecture【Lecture in English】 

  

 “Good Manners Around the World and Communications” 
 

Mr. Kiyotaka Akasaka 
Former UN Under-Secretary-General 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Date: Friday 16th April, 2021  7:00-8:30 p.m. 

 

Place: Zoom (Link will be sent to your registered email address on 4/14.) 
 

Admission:  

Free of charge for ESUJ & JSA Members;  

¥1,000 for CCCJ Members;  

¥2,000 for non-members;  

¥500 for non-member students with Student ID 

 

Details:    http://www.esuj.gr.jp/en_event/ 

To attend:  ESUJ Members: Apply by Tuesday, April 13. 

     Guests: Apply by Sunday, April 11, 

Cancellation on/after April 8 (Thurs.) or no show will be charged. 

           We will stop accepting applications once the limit is reached. 

 

一般社団法人 日本英語交流連盟   The English-Speaking Union of Japan (ESUJ) 

http://www.esuj.gr.jp   E-mail: esujoffice@esuj.gr.jp  Fax: 03-3423-0971 Tel: 03-3423-0970 

Japanese people are generally considered to be polite and 

courteous. However, there are many idiosyncratic practices 

in Japan which are not in harmony with international good 

manners and practices. Even the praised “omotenashi” 

(hospitality) of the Japanese people is not devoid of criticism 

by some foreigners as obtrusive and one-sided.  

  Japan needs more people who will be able to work on the 

global stage. Our manners and communication styles must 

be in keeping with good manners and standards around the 

world. But how? 

Based on his own experiences, Akasaka gives some tips 

for that.   

Profile: Mr. Akasaka was Under-Secretary-General of the United Nations for Public 

Information and Communications from 2012 till 2012. From 2012 till 2020, he was 

President of the Foreign Press Center Japan. He worked as a diplomat for more than 40 

years in various places, including U.K., Malaysia, Switzerland, U.S., Brazil and France. He 

worked in the secretariat of four international organizations (GATT, WHO, OECD and 

UN). In recent years, he has been lecturing on global issues at various universities, and last 

year he gave a series of lectures on public speaking and presentation at the ESUJ. He has 

written several books and articles on international organizations and public speaking. 
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