
日本人社員向け
異文化コミュニケーション

外国人社員向け日系企業の働き方
E-Learningプログラムご案内資料
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日本人向け
異文化研修 E-Learningプログラム
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異文化
コミュニケーション

• 外国人とビジネスをする方
• 海外出張や海外派遣社員として

海外現地でビジネスをする方
• 外国人社員を受け入れる部署の

メンバー

プログラム内容

対象者
外国人社員と働く
日本人

学習時間
1-2時間
（一つの項目につき約
15-20分の視聴・演習）

費用
2000円(2か月)/名

章 レッスン

1 日本と海外の文化の違い 目に見える/見えない文化の違い

2
日本人のコミュニケーションの傾向 日本人がぶつかる海外ビ
ジネス場面

3
言語コミュニケーション ハイコンテクスト/ローコンテクスト
コミュニケーション

4 言語コミュニケーション 信頼関係構築

5 言語コミュニケーション 時間間隔

6 非言語コミュニケーション（会話の間・アイコンタクトなど）

E-ラーニング

異文化背景を持つ外国人と働
く上で必要な異文化を理解し
お互い良好な関係を築けるコ
ミュニケーションを学びます

こんな方におすすめ

*プログラム、時期、価格は仮のため多少変動する場合がございます



外国人社員向け
異文化研修
E-Learningプログラム
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日本人とのコミュニ
ケーション

～日本人ビジネスパーソンと
信頼関係を築くために～

日系企業特有の商習慣を理解す
ることで、疑問に感じていた違
和感を払拭しスムーズに業務を
進められるようになりたい方

プログラム内容

対象者
日系企業で働く
外国人社員

学習時間
1-2時間

費用
2000円 (2ヵ月間）/人

章 レッスン

1 “和”の大切さ

2 日本人のコミュニケーションスタイル

3 おもてなし

4 礼儀

5 規律の文化

E-ラーニング

こんな方におすすめ

※ etudes（クラウド型LMS）にて受講いただきます
※ 所要時間には、動画でのインプット時間だけではなく、受講生自身がワークに取り組む想定時間も含
んでいます

ビジネス場面で見られる日本人の特徴的な態度やコミュニケーシ
ョンを学習し、日本企業と働く上での失敗を回避できるようにな
ります。

日本人に対して違和感を覚えたときに、日本人がなぜそのように
振舞うか、背景を理解できるようになることで、誤解や不満を緩
和し、場面に応じて反応の仕方を考えていく内容になっています。



日本の職場文化
～日本企業の文化理解～ 章 レッスン

1 集団主義

2 カイゼン意識

3 日系企業のマネジメントスタイル

4 日系企業の人材マネジメント

こんな方におすすめ

• 日本企業特有の商習慣が理解できず、
自社特有の変わった商習慣と誤って認
識してしまい会社にネガティブなイメ
ージを持ってしまう社員に一般的な日
系企業の商習慣を理解したい方

日本企業での働き方について違和感を覚えたときに、日本
企業の特徴的な仕組みや日本人の行動を理解していくこと
で、日本企業での働き方・キャリア形成を考えやすくなり
ます。

日本企業と働く前に母国との違いを理解しておくことで、
課題に遭遇した際に、適切に状況を捉え、日本人の職場メ
ンバーと仕事を進めていく方法を学びます。
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対象者
日系企業で働く
外国人社員

学習時間
1-2時間

費用
2000円 (2ヵ月間）/人

E-ラーニング

※ etudes（クラウド型LMS）にて受講いただきます
※ 所要時間には、動画でのインプット時間だけではなく、受講生自身がワークに取り組む想定時間も含
んでいます

プログラム内容



研修の目的、概要

学習の全体像

ラーニングポイント① 演習

ラーニングポイント① 解説

振返りシート

・
・
・

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

学習内容に必要性と何を学ぶかを理解することでレディネスを整えます

学習内容の全体像とラーニングポイントを理解します

ラーニングポイントの内容を使って考える演習を行います

ラーニングポイントにおける実践のポイントを理解します

学びの振り返り、職場での実践について回答します

（ラーニングポイントの数の分、動画・演習・解説を繰り返します）

ラーニングポイント① 解説 ラーニングポイントに沿って必要な知識とスキルを理解します

ビジネス場面 動画 外国籍社員がぶつかるビジネス場面の事例を理解します

「眺めるだけ」ではない、「理解を深めていく」コンテンツの構成と設計

コンテンツ構成と学習フロー



解説

学習内容イメージ

具体的な場面の事例動画でインプットを行い、解説を見ながら背景を
理解し、対応を考えていきます。

学習イメージ①



映像など具体的な実務シーンを題材にした演習を多数繰り返すこと
で、具体化しやすいようにしております

学習イメージ②



受講環境について
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eラーニングシステム「etudes」上で受講いただきます
数人～数十万人まで使える、最新のクラウド型eラーニング

⚫ 分かりやすい学習画面

⚫ 豊富な管理機能

⚫ 万全のセキュリティ対策

• ビジュアルで分かりやすく直感的に使える

• ユーザサポートの手間を大幅に削減

• 反転学習、マイクロラーニングにも対応

• eラーニングと集合研修を一元管理

• 動画を何秒間見たのかまで記録

• 大規模な組織での緻密な学習管理が可能

• Microsoft AzureのPaaSで構築

• VPNや閉域網でのアクセスにも対応

• 定期的な脆弱性試験も実施



受講前ご確認項目

クラウドサービスの利用は、社内規定上問題ない

etudesはクラウド型のサービスです。セキュリティポリシー上、クラウドサービスの利用が許可されているこ
とをご確認ください。

クラウドサービスにアクセスする端末がある

パソコン、タブレット端末、スマートフォンでアクセスいただく必要があります。端末が用意できることをご
確認ください。

システムの動作環境は問題ない

受講画面の動作環境は以下の通りです（2020年3月時点）。動作環境を満たしているかご確認ください。最新
情報は https://etudes.jp/requirement を参照ください。

システムにアクセスが可能であること
トライアルIDを発行し、お客様の環境でアクセスできるかを確認いただくことが可能です。弊社担当にご用
命ください。

https://etudes.jp/requirement


お申込フロー

お申込みから10営業日でeラーニング開始に必要な
環境をご用意いたします。
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お客様

アルー

お申込み

申込み
受付

ご利用
準備

登録内容
の確認

⚫ 申込書
⚫ 受講者登録フォーム
（ID登録シート）

⚫ コース設定
⚫ 受講者登録
⚫ コース割当

⚫ 管理者様へ登録
完了をご報告

10営業日

ご利用
開始

⚫ 管理者様より受講者
様へ、ID/パスワード
を連絡



• 弊社が提供可能な日本人向け・外国人向け異文化E-Learningプログラムとなります

• 一部今後リリース予定のプログラムも掲載しております（グレー色箇所）
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対象 E-Learningプログラム 学習時間 期間 価格/人 弊社LMS登録費 リリース

日本人向け

異文化コミュニケーション 1-2時間 2か月 2000円 Free of Charge リリース中

外国人部下マネジメント 1-2時間 2か月 2000円 Free of Charge
2020年11月リリ
ース予定

日中異文化コミュニケーション 3-4時間 1か月 2000円 500円 リリース中

日タイ異文化コミュニケーション 1時間 1か月 2000円 500円 リリース中

外国人向け

日本人とのコミュニケーション 1-2時間 2か月 2000円 Free of Charge リリース中

日本の職場文化 1-2時間 2か月 2000円 Free of Charge リリース中

日系企業のビジネスマナー 1-2時間 2か月 2000円 Free of Charge
2020年10月末
リリース予定

（ご参考）ご提案E-Learningプログラム



お問合せ先

アルー株式会社

• 住所：東京都千代田区九段北1丁目13-5 ヒューリック九段ビル2階

• 電話番号：+81-6268-9794

• 問い合わせフォーム：
https://qpib.f.msgs.jp/webapp/form/23390_qpib_93/index.do

• Eメール：info@alue.co.jp

• ウェブサイト：https://www.alue.co.jp
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https://qpib.f.msgs.jp/webapp/form/23390_qpib_93/index.do
mailto:info@alue.co.jp

