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＜到達目標と授業内容＞ 

Lesson 1: Job and school admission Interviews 

◯ 到達目標：就職、転職、資格試験、入学試験などのインタビューに自信をもって臨み、 

自己アピールを十分に行う。 

◯ 授業内容 

● Useful tips 

● How best to present yourself; your strengths, your weaknesses in a positive light. 

● Other common interview questions. 

 
Lesson 2: Mock interviews (job and school) and media interviews 

◯ 到達目標：Lesson 1 で学んだ点を実践。メディアインタビューにつき対象となる読者、 

視聴者を把握し、説得力のあるメッセージを発出し、インタビューを 

コントロールする。 

◯ 授業内容 

● Practice the points learned in Lesson 1 through mock interviews.. 

● Media interviews. 

- Analyze your media audience. Understand the ground rules. 
- Key messages and soundbites. 
- Keep control. Use of transition phrases. 

 
Lesson 3: Mock media Interviews 

◯ 到達目標：Lesson 2 で学んだ点を実践。メディアインタビューを受ける自信をつける。 

◯ 授業内容 

● Practice media interviews in hypothetical situations. 

 
教材：資料をメールでお送りします。 
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入学試験、就職・転職、資格取得試験の際の面接（インタビュー）となると緊張してしまう方は多いで

しょう。これが英語となると一層ハードルが高くなり、外国のメディアのインタビューを受ける場合に

はどうしたら良いのでしょう？外交官のキャリアの中で内外メディアを相手とするスポークスマンとし

て豊富な経験を有する講師が、国際機関、ビジネスおよびメディアの経験者の協力を得つつ実践的な授

業と練習を行います。 

 

講師： 沼田貞昭 日本英語交流連盟会長、元駐カナダ、パキスタン大使、元外務報道官 

協力者：赤阪清隆 日本英語交流連盟副会長、前フォーリン・プレスセンター理事長、元国連事 

    大島慎子 （国）筑波技術大学監事、元ルフトハンザ社広報室長 

    William Sposato  ジャーナリスト・コンサルタント、元 Reuters 東京支局長（調整中） 

 

Lesson 1: Job and school admission interviews                ３月０５日（土）     14:00-16:00 

Lesson 2: Mock interviews (job & school) and media interviews ３月１２日（土）   14:00-16:00 

Lesson 3: Mock media interviews                                     ３月１９日（土）   14:00-16:00 

http://www.esuj.gr.jp/
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会場：Zoom 開催（ご入金を確認後、ご登録のメールアドレスに前日までに送信します。） 

 

参加費：お申し込み後、事前お振り込みをお願いいたします。 

    １回：ESUJ, JSA 会員：3,000 円；ESUJ 学生会員：1,500 円 

       一般：4,500 円；一般学生（学生証）：2,500 円 

    注：ご欠席の場合、振替のご要望にはお応えできません。ご了承ください。 

 

申込締切：各開催日前の木曜日。締切り日以降のキャンセルは、参加費を頂戴します。 

    第 1 回：3 月 05 日（土）の締め切りは、2 月 24 日（木） 

    第 2 回：3 月 12 日（土）の締め切りは、3 月 03 日（木） 

 第 3 回：3 月 19 日（土）の締め切りは、3 月 10 日（木） 

 

お申込み方法：ウエブサイト（http://www.esuj.gr.jp）又は下記のリンクより。 

          https://ws.formzu.net/fgen/S4558293/（自動返信メールをご確認下さい） 

 

定員：各回１０名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

 

＊ご不明な点、ご質問等は、メールでお問い合わせください。esujapan@gmail.com 

（在宅勤務により、私用メールから月曜日・水曜日・金曜日に返信させていただきます。） 

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 ; esujoffice@esuj.gr.jp 

講師紹介：沼田貞昭：東京大学法学部卒業。オックスフォード大学哲学・政治・経済修士。1966 年外務省入省。

北米局安全保障課長、北米第一課長、ジャカルタ、ワシントン、ジュネーブ、キャンベラでの在外勤務などを経

て 1994−98 年在英国大使館特命全権公使（BBC 等とのインタビュー多数）。1998−2000 年 外務報道官。2000

−2002 年パキスタン大使。2005−2007 年カナダ大使。2007−2009 年国際交流基金日米センター所長。1972−

82 年田中、三木、福田、大平、鈴木総理の英語通訳、2009 年 7 月天皇・皇后両陛下カナダ・ハワイご訪問の公

式スポークスマンを務める。2008 年 6 月より日本英語交流連盟副会長、2011 年６月より同連盟会長。 

協力者：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。1997 年外務省国際協力部参事官として、地球

温暖化防止のための京都議定書の交渉にあたる。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 20 年まで、フォーリン・プ

レスセンター理事長。著書に、「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）がある。 

協力者：大島慎子：（国）筑波技術大学監事(2019 年より現在)。米国留学後、1972 年早稲田大学第一文学部卒業。

2000 年早稲田大学大学院経営学修士。2004 年千葉商科大学大学院政策研究博士課程修了。1973 年ルフトハンザ

ドイツ航空客室乗務員、人事担当を経て 1983-1999 年同社日本・韓国地区広報室長。スイス系 PR 会社を経て

2006 年より筑波学院大学教授、2102-2018 年学長。（公財）日本パブリックリレーションズ協会、日本国際観光

学会、日本広報学会等の理事、学校法人東京家政学院理事、早稲田大学、放送大学学園の評議員を歴任。 

著書に「ドイツおいしい物語」（東京書籍）「航空会社の広報戦略の教え」（ごま書房）等。 

http://www.esuj.gr.jp/
https://ws.formzu.net/fgen/S4558293/
mailto:esujapan@gmail.com
http://www.esuj.gr.jp/

