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いま必要な英語力で「”人は変われる”を証明する」 

ニューノーマル時代にコミットできる英語力とは？ 

～「RIZAP ENGLISH WEBINAR」無料セミナー開催～ 
 

RIZAP グループ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸健、以下 「RIZAP」）のグループ企業である RIZAP 

ENGLISH 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原達也）は、英語学習にまつわるノウハウをオンラインで講義

する「RIZAP ENGLISH WEBINAR」を、2020 年 9 月 16 日より開始いたします。 

認知科学・脳科学者で医学博士の細田千尋氏を招いた「脳科学からみた英語脳と英語トレーニング」に関する講義の他、「グローバ

ルでの市場価値の上げ方」「日本人クリエーターのトレーニング法」など、様々なゲストを招き"英語力"についてお伝えします。 

 

          

 

■公開セミナー開始の背景 

  新型コロナウイルスの感染拡大を機に訪れた「ニューノーマル」時代。そんなニューノーマル時代、多くの企業でリモートワークが導入され、

オンラインでの会議や商談が日常化しつつあります。仕事や友人も国境を超える時代がやってきました。新たなライフスタイルを有益な時

間にしていくため、確立されたトレーニングで新しい自分の価値を見出す為のサポートをさせていただきたいという想いから、RIZAP 

ENGLISH は“「人は変われる」を証明する®”企画として、オンライン WEBINAR （無償）を提供させていただく事といたしました。 

 

設立から 4 年を迎えた RIZAP ENGLISH は、都内に９店舗展開する、独自のトレーニングプログラムにより、「英語力をコミット」さ

せるコーチング型英会話スクールです。マンツーマンで行われる定期的なパーソナルセッションの他、お客様の宿題のサポートに毎日寄り

添います。これには本来、体感された方ではないと味わえない RIZAP のノウハウが詰まっています。この公開セミナーでは、「RIZAP メソ

ッド」の他、「なぜ英語が必要なのか」「TOEIC®L&R TEST であと 30 点 UP する方法」「なぜ人は３日坊主で諦めてしまうのか」 等

を、ライブ配信・オンデマンド配信で公開いたします。弊社の掲げる「人は変われる」が、なぜ証明されるのか、この WEBINAR の中で感

じ、知っていただけたら幸いです。 
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■【RIZAP ENGLISH WEBINAR】今後の配信予定 

◇Live Webinar (生配信)  

様々なゲスト様をお迎えして「英語トレーニング」と今のお仕事を絡めながら、様々な角度からディスカッションしていきます。                           

ここには、英語を使った仕事で成功するためのヒントが、たくさん詰まっています。 

・第１回 2020 年９月 16 日 水曜日 19：00～20：00 

「グローバル転職市場で自分の市場価値を上げるには」   

・第２回 2020 年９月 23 日 水曜日 14：00～15：00 

「スターバックス®のパッケージデザインを手掛けた日本人クリエーターの英語トレーニング方法」 

・第 3 回 2020 年９月 30 日 水曜日 14：00～15：00 

「脳科学からみた英語脳と英語トレーニング～「英語学習」をやりきる力は脳科学でわかった～」 

 

◇On Demand Webinar（録画） 

  なぜ 英語が話せないのでしょうか。 なぜ 英語が伝わらないのでしょうか。 なぜ 英語力が伸びないのでしょうか。私たちは、一人一 

人違う英語能力の不足部分を分析、コンサルティングし、トレーニングの圧倒的「質」と継続できる毎日の「量」を確保し、優先順位の 

高い習得項目を提案し、発音、言い回しをコーチング指導しながら解決しています。 

上記を踏まえ、具体的なやりかたをこの Webinar にてご説明して参ります。※動画は今後随時更新予定 

・「TOEIC®L&R TEST スコアアップ！～あと 30 点 UP？！パート別解き方のコツ～」 

・「ライザップメソッド６STEPS のやり方公開」 

・「映画だから楽しめる RIZAP 流英語トレーニング」 

 

◇詳細・申込はこちら 

RIZAP ENGLISH WEBINAR 特設ページ 

https://ma.rizap.jp/re_webinar_lists.html 

 

 

■第１回 Live Webinar 「グローバル転職市場で自分の市場価値を上げるには」 

新型コロナウイルス感染症によって大きく変わったビジネス市場と企業の働き方や雇用や人材に対する価値観。現在の転職市場や

外資系企業で求められている英語のレベル、スキルは何か、また、英語を使ったコミュニケーションで重要なポイント等をグローバル人材  

に特化した人材紹介会社 エンワールド・ジャパンの転職コンサルタントがお伝えします。英語が出来ないだけでキャリアアップのチャンスが

減っている事も事実としてあります。アフターコロナでも生き抜くために自分の市場価値を上げていきましょう。 

 

出演者プロフィール： 

エンワールド・ジャパン株式会社 

取締役 シニアヴァイスプレジデント 

佐藤 有 氏 

 大学卒業後、外資系人材紹介会社に入社。2008 年にエンワールド・ジャパンに転職コンサルタントとして  

入社し、営業部門の責任者を経て 2016 年に取締役就任。現在は、企画部門の責任者としてマーケ 

ティング、採用、教育研修、営業企画、カスタマーサクセス部門の統括と、アジア現地法人の経営サポート

を行っている。タイへの赴任経験もあり、多国籍組織のマネジメントを得意としている。 

 

https://ma.rizap.jp/re_webinar_lists.html
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エンワールド・ジャパン株式会社 

コントラクトプロフェッショナルズ事業部 シニアマネージャー 

星野  ファビアン 氏 

ドイツ出身、大学院卒業後来日。2012 年エンワールド・ジャパン入社、コントラクトプロフェショナルズ事業 

部に配属。経理・財務、SCM・購買からスタートし、現在は金融業界と IT 業界に特化。特にソフトウェア 

開発とプロジェクトマネージメントに関する人材コンサルティングを得意とし、プロジェクトに必要な派遣社員の

紹介を行う。リーダーシップと異文化コミュニケーションのスペシャリスト。 

＊コントラクトプロフェッショナルズ事業部とは・・・バイリンガルのスペシャリスト派遣、契約社員の採用／転職支援を専門とする事業部 
 

●エンワールド・ジャパンについて（https://www.enworld.com/） 

アジア太平洋地域 4 か国に拠点のある、グローバル人材に特化した人材紹介です。外資系企業・日系グローバル企業の、ミドル～ハイ

クラスポジションの転職支援を専門としています。正社員、プロフェッショナル人材派遣、エグゼクティブ人材紹介、採用代行サービス

（RPO）を通し、あらゆる方面から人材採用や転職に関する支援を行っています。 

 

◇生配信日時 

2020 年９月 16 日 水曜日 19：00～20：00 

 

 

■第２回 Live Webinar 「スターバックス®のパッケージデザインを手掛けた 日本人クリエーターの英語トレーニング方法」 

シアトルに本社を置くスターバックス®が発表した「グリーン・カップ」。そのデザインを手がけた日本人アーティストの太田翔伍さんに、全く

英語が話せない状態から海外で働くまでに至った経緯と、英語学習で苦労した点、日本人が海外でビジネスするために大切なことは何

かをお伺いします。また、実際に英語学習においてご自身で工夫したこと等、経験をもとにお話しいただきます。 

 

出演者プロフィール： 

太田 翔伍 氏 

高校卒業後英語が全く分からないまま渡米。ESL コースを履修後、アイダホ大学でアートを学ぶ。 

2005 年、同大学卒業。Modern Dog Design Co.の就職を機にシアトルに引っ越す。 

2012 年に独立。以後、ポスター、パッケージ、ロゴなど、幅広く活躍。スターバックス®の期間限定カップの 

イラスト（2016 年アメリカ、2018 年日本）や店舗内の壁画など手がける新進気鋭のアーティスト。 

 

 

◇生配信日時 

  2020 年９月 23 日 水曜日 14：00～15：00 

 

■第３回 Live Webinar 「脳科学からみた英語脳と英語トレーニング～「英語学習」をやりきる力は脳科学でわかった～」 

なぜ英語が出来るようにならないのか？大人になってからだと英語脳にはもうならないのか？答えは NO で、実はトレーニング次第で

脳が発達したこと研究から分かっています。生まれ持った脳で英語能力が決まるのではなく、成人を過ぎても学習によって脳が変化し英

語が得意な人の脳に近づくことができます。脳科学から見た効果的なトレーニング、3 日坊主の克服方法、「やる気」を伸ばすためにはど

うすれば良いかなど、科学的根拠に基づいた視点でご紹介します。 

 

https://www.enworld.com/
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出演者プロフィール： 

医学博士 認知科学・脳科学  

細田 千尋 氏                                              

東京大学大学院総合文化研究科特任研究員、帝京大学戦略的イノベーション研究センター講師を兼任。 

東京医科歯科大学大学院を卒業後、国立精神・神経医療研究センター研究員、科学技術振興機構

（JST）さきがけ研究者等を経て現職。学習と脳について研究を行い、英語能力が高い日本人の脳構造

特徴や英語能力獲得に伴う脳構造変化について初めて明らかにする。また、「やり抜く力 Grit」を脳から予測

する手法を開発し特許も取得。個人差に合わせた効果的な学習法により Grit と脳の発達を促進する教育法も明らかにし、英国科学

誌に発表。これら研究成果は、日経新聞や日本テレビ「スッキリ」など多数のメデイアで掲載/特集される。現在、JST CREST 研究支

援のもと、従来定量化できなかった個人差を脳からスクリーニングする技術開発や、やり抜く力を up させる教育法（プログラミング学習

や VR 利用学習など）開発研究を行なっている。 

 

◇生配信日時 

  2020 年９月 30 日 水曜日 14：00～15：00 

 

 

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This advertisement is not endorsed or approved by ETS. 

※L&R means LISTENING AND READING. 


