
マンツーマンビジネス中国語コーチング

中国語コーチ 　笠島　稚子



 中国語コーチングとは？ ・・・

あなたが求める中国語力がたった３ヶ月間でマスター出来るプログラムです。

このプログラムは、一般的な中国語スクールや中国語レッスンで１−３年かけて到達するような内容を、
あなたのゴール設定を具体的に明確にすることで、たった３ヶ月間でマスターしようというものです。

それだけ聞くと、「そんなこと本当に出来るの？」と半信半疑になる方もいるかもしれません・・・。

ですが、語学をマスターするというのはあくまで副次的な目標にしかすぎません。

それなのに、そこまで中国語に時間をかけることで、本当にやりたい夢や
目標を更に先延ばしにしていると言っても過言ではありません。

私の中国語コーチングでは、あなたが本当に心から望む未来を引き出し、
あなたが求める中国語力を引き出していきます。

そして、一切無駄のない効率的な学習方法で、中国語を続ける仕組みを作りながら、たった３ヶ月で、
あなたが引き寄せたい未来や中国語力を、現実に手に入れられるように全力でサポートしていきます。

中国語コーチングは、無理なくあなた個人の特性に合わせたプログラムなのです。



こんにちは、笠島稚子です。少しだけ自己紹介をさせていただきます。

中国語検定９５％以上の合格率！
明日から話せるようになるマンツーマンビジネス中国語コーチング代表の笠島稚子です。

私は2003年から2009年までの６年間中国北京に滞在していました。

その間、北京師範大学を卒業後は、パナソニック、伊藤忠商事の中国支店を経験しました。

現地では周りの同僚は全て中国人。
会話は全て中国語という環境に身を置き、ビジネスでの中国語会話を徹底的に身につけました。

その後、日本に帰国後は、中国語のプロコーチに転身。

独自に開発した「五感メソッド」をもとに、日本人ビジネスマンが中国語を短期で楽しく習得出来るよう、情
熱を持って親身に指導しています。

中国での起業経験も持ち、中国文化や商習慣にも精通しています。



笠島稚子からのファーストメッセージ

現在は、会社員、会社役員、大学職員、公務員、主婦、など
ジャンルを問わず、さまざまなクライアントがいます。

中国語学習法、タイムマネジメント、中国語検定やHSK合格、
中国語が話せるようになるためのメンタル管理をサポートをしています。

中国語学習だけに時間を費やしていられない
状況や気持ちは、とてもよくわかります。

だからこそ、中国語で結果を少しでも
早く手に入れられるようにサポートがしたいと思って活動しています。

中国語をきっかけに未来の扉が開く。
あなたが実現したい未来を応援したいと思っています。

私からのこの手紙を読むだけでも、学習法のヒントがあります。

最後までお付き合いいただけましたら嬉しく思います。



中国語学習でこんなお悩みはありませんか？

・残業が多く、勉強時間を確保できない。

・不合格続きでモチベーションが続かない。

・学習計画が立てられない。

・これから勉強をスタートするので、絶対に一発合格したい。

・効率的な勉強法で進めたい。

・周囲に自分の状況を分かってくれる人がいない。

・孤独と不安を抱えながら毎日を過ごしている。

もし、あなたがなかなか結果が出ない。勉強が上手くいっていないとしたら・・・。

それには原因があります。



私は多くの中国語学習者と接してきて、
上手くいかない人の原因（共通点）があることが分かりました。

• 効率的な正しい学習法を知らない。

• 勉強の方向性を間違えている。

• 不合格になる勉強法で勉強している。

• 毎日のやることが明確になっていない。

• 生活においての勉強の優先順位が低い。

• 合格したい気持ちが強くても、焦って空回りする。

• 合格がゴールになっている。

思い当たるものはありますか？これらの原因を解消するために

充実のサポート体制と超実践的なプログラムを作りました。



充実のサポート体制と超実践的なプログラム

★ 無制限メールサポート

レッスンで聞けなかったことや自主学習で出て来たことなど疑
問や質問にサポート期間中お答えします。

★ 中国語レッスン

実践のロールプレイングの会話練習を１〜２回入れながら、毎月
のレッスン

★ ネイティブ実践会話

中国人ネイティブとの実践会話練習
私とあなたとネイティブの先生との３人での会話練習です。

★ 中国語お役立ち資料

発音オリジナルテキスト
中国語文型一覧表、動詞文語順表など
中国語を学ぶ上で役立つ資料がついてきます。



具体的な内容は・・・

「なんでこうなるんだろ?」「中国語でこういう時はなんて言えばいいんだろ?」という疑問

や質問に、100日間、無制限でお答えします。今まで聞きたくても聞けずに、チャンス

を逃してきた方は、ぜひご利用ください。

実践のロールプレイング会話練習をコース期間中、計3回レッスンを行います。 

明確なゴール設定のもと、 実際に現場で話せるようになるところまで持っていきます。 →課題

の進み具合をお聞きします。 進捗具合によってテストなどを実施し、次回までに行う課題を再

設定し、次回レッスンの日時をセッティングします 。

無制限メールサポート

中国語レッスン



★ 特典も充実しています。

【特典１】 中国人ネイティブとの実践会話練習  

期間中に3回、中国人ネイティブ(中国本土のプロの中国語の先生)と笠島稚子と3人で贅沢なセッションを受けられ
ます。 実際に現場で想定したロールプレイング練習をしたい時にお使いください。

【特典３】 モチベーションKEEPメール

【特典２】 中国語のお役立ち資料  

中国語をやる上で、必要な思考法、それは「シンプル中国語思考」です。やればやるほど迷宮入り、いつの間にか「さま
よえる中国語学習者」になってしまう方がとても多いからです。私にもかつてそういう時代があり、こういうのがあったらい
いなというものを、今回お役立ち資料として作成しました。具体的には・・・

①中国語発音オリジナルテキスト 、②中国語文型一覧表、 ③動詞文語順表 

あなたの中国語学習にぜひ、お役立てください。

毎日の中国語学習でモチベーションを維持させることはやはり難しいと感じる方もいるでしょう。このモチベーション
KEEPメールでは、脳科学やコーチングの観点から、あなたの中国語学習をサポートします。絶対に結果を出して頂きた
いという思いで書きました。



中国語コーチングの流れ

『中国語力アップ』目標達成！！！
STEP2～3のサイクルを３ヶ月間行うと「あなたが求める中国語力」の達成となります。

目標設定&カリキュラムの共有

自主学習(7～10日間） レッスン (６０分)

STEP１.

STEP２. STEP３.



STEP1．目標設定&カリキュラムの共有

まずは、じっくりとお話を伺った上で

「あなたが求める中国語力と目標」を決定します。

それを基に、あなただけのオーダーメイド

カリキュラムを作成し、毎日の課題をお伝えします。

(例1) 中国語で５分間、話が途切れずに会話できる能力を身につける。

(例2) 中国語検定で２級を取得する。

(例3) HSK６級に合格する。



STEP2．自主学習（7～10日間）

課題や進捗状況は、指定した

「フォーマット」で毎日提出して頂きます。

期間中のご質問や課題の添削は、

メールで「回数無制限」 

効率的で正しい学習方法を手に入れても、
実践できるまでに至らなければ、意味がありません。

実践できるまで、しつこくサポートします！



STEP3．レッスン (60分)

課題の進み具合をお聞きします。

進捗具合によってテストやロールプレイなど
を実施し、 次回までに行う課題を再設定します。 

※ロールプレイは、中国人ネイティブと私の３人で
進めます。一番最初に話す時は不安と緊張の連続
のはず。私が加わることで、安心と信頼の環境を
ご提供します。

※３ヶ月間この流れで行います。



中国語コーチング
各コースのご紹介



■ すぐに中国語を使う方や、中国語コーチングを試してみたい方向け

中国語コーチング
超短期集中１ヶ月コース



このような方にオススメのコースです

✔�　急に仕事で中国出張が決まった方

✔�　急にアジア圏に一人で行くことになった方

✔�　３ヶ月コースがやれるかどうか不安な方

✔�　中国語コーチングを試したい方

✔�　私、笠島稚子との相性を見たい方

※このコースでは中国語検定・HSK合格対策レッスンは受け付けておりません。



コース内容

すぐに現場で中国語を使う必要のある方や、まずは私の中国語コーチングを試してみたいという方に

人気のプログラムてす。たった1ヶ月とは言え、しっかりとサポートさせて頂きます。

■ 1ヶ月間の無制限メールサポート

■ 中国語レッスン【1ヶ月間 3回 × 60分】

■ ネイティブ実践中国語会話【1ヶ月間 1回 × 60分のレッスン】

▶ 料金については２５ページ参照



■ しっかり結果を出したい方向け

中国語コーチング
結果に繋がる３ヶ月コース



このような方にオススメのコースです

✔�　中国語検定やHSKで結果を出したい方

✔�　もう一度中国語を本気でやり直したい方

✔�　アジア圏に出張や駐在が決まり、真剣に中国語に取り組みたい方

✔�　中国語を使って、就職や転職を考えている方

✔�　中国語で人生を好転させたい方



コース内容

※３ヶ月間  あなたの進み具合や、つまづきやすいポイントに照準を合わせ、適宜、課題やセッションを追加・変更していきます。  

中国語検定やHSKの資格を取得したり、話せるようになったり、または、あなたが必要とするビジネス中国語だけを徹底的にマス

ターすることが出来るプログラムです。 あなたのゴールから逆算した無駄のない学習で、ネイティブと現場で使える活きた中国語を

練習することができます。

■ ３ヶ月間の無制限メールサポート

■ 中国語レッスン【３ヶ月間 ３回 × ６０分】（計１０回）

■ ネイティブ実践中国語会話【３ヶ月間 ３回 × ６０分のレッスン】

■ 中国語お役立ち資料

▶ 料金については２５ページ参照■ モチベーションKEEPメール



■ 中国語検定やHSKに絶対合格したい方向け

中国語コーチング
合格保証付き！３ヶ月コース



このような方にオススメのコースです

✔�　今度こそ絶対に中国語検定や HSKに合格したい方

✔�　独学での中国語検定やHSKの勉強に行き詰まっている方

✔�　中国語検定やHSKの点数が思うように上がらない方

✔�　中国語検定やHSKを通して、中国語のお仕事に就きたい方

✔�　中国語検定やHSKを通して、グローバルに活躍したい方



コース内容

どうしても中国語検定やHSKに合格して、転職をしたい方や

中国語を使ったお仕事に就きたい方などを対象にした、合格保証付きのプログラムです。

※3ヶ月のプログラムの受講終了後に、中国語検定もしくはHSKに受験して合格しなかった場合 、サポート期間を更に30日間延長致します。

■ ３ヶ月間の無制限メールサポート

■ 中国語レッスン【３ヶ月間 ３回 × ６０分】（計１０回）

■ ネイティブ実践中国語会話【３ヶ月間 ３回 × ６０分のレッスン】

■ 中国語お役立ち資料

■ モチベーションKEEPメール　　■ 合格保証付き ▶ 料金については２５ページ参照

※３ヶ月間  あなたの進み具合や、つまづきやすいポイントに照準を合わせ、適宜、課題やセッションを追加・変更していきます。  



中国語コーチング料金表

コース名 超短期集中コース ３ヶ月コース
合格保証付き
３ヶ月コース

期間 １ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月

セッション回数 ３回 月３回 月３回

セッション時間 ６０分 ６０分 ６０分

メールサポート ◯ ◯ ◯

ネイティブ実践会話 ２回 ３回 ３回

中国語お役立ち資料 × ◯ ◯

合格保証 × × ◯

金額 ５４,０００円（税込） １９４,４００円（税込） ３２４,０００円（税込）



よくある質問

Q. 一般的な中国語スクールと何が違うのでしょうか？

A. サポート体制が違います。

中国語スクールは、中国語の知識を教えてくれる所です。勉強法や精神面のフォローまではしてもらえないでしょう。一方、このコースでは、単純な知識提供にとど

まらず、しっかりと行動し結果に繋がるようなフォロー、メンタル管理までもサポートします。単発的ではなく、継続的に伴走いたします。

Q. 申し込んだら確実に勉強できるようになりますか？

A. しっかりと実践すれば結果がでます。

何事もそうですが、あなた自身がしっかりと行動していただく必要があります。行動すれば結果が出ますので、宝の持ち腐れにならないように、学んだことを全て

実践していただきたいと思います。

Q. 返金保障はありますか？

A. ありません。

中国語コーチングは直接的な役務提供になりますので、返金はお受けしておりませんのでその点はご了承ください。



お客様の声① 小佐野宇志さん（30代・経営者）

笠島先生のレッスンは、今まで習い事が長続きしない自分にとって、本当に革命的な内容でした。

＜その１＞

私は中国語を習った経験が全く無く、声調（四声）や拼音（ピンイン）のことも全く知らない状態でしたが、笠島先生は最初

のオリエンテーション時に、正確な声調（四声）をマスターすることで、自己紹介や単語を伝えることはできるようになる”と
いう適切なアドバイスをいただき『正確な声調（四声）をマスターする』という目標を作っていただきました。明確な目標を

作っていただいたおかげで、自分がやらなくてはいけないことが分かり、レッスン以外のときでも自分自身で学習すること

ができるようになりました。

＜その２＞

レッスン以外の時間でも私から特に何も言わなくてもメッセージでアドバイスをしていただいたこと。普通の中国語教室で

あれば、レッスンの時間以外にアドバイスを受けることはできないですが、笠島先生はこちらが何も言わなくてもアドバイ

スのメッセージを送ってくれました。なので私は「やばいやらなきゃ！」と思って自主練習を行うようになりました(笑)このよ

うな感じでビシビシとメッセージを送ってくれるので、さぼりがちな私でも自主練習を行い、早く上達することができたと思

います！

今まで続いたことがなかった習い事を最後までやり抜いた！



お客様の声②  吉本幸司さん（30代・経営者）

学びながら自信が出てきました。

独学での学習はどれがよいか、悪いかわかりません。

わからないところをどのように修正、学んでいけばよいかわかりません。

でも、教わりながら学習するとクセや修正点を細かく教えて頂けるので理解度が深まりま

すね。勇気を出して申し込んでよかったです。

また、中国語を使ったビジネス展開のことなど知ることができ、狭いところから広い世界

へ飛び出せたような感じがしています。

笠島さんの講座を受講すると、中国語と中国語を使ったビジネス展開を知ることができま

す。

中国語を教える中国語コーチの枠を越えた、中国語ビジネスコーチのような存在でした。

仕事で使える中国語をマスター！



お客様の声③

多忙で残業続きでも、中国語検定３級に見事合格！

やりました！中国語検定合格！めちゃくちゃ嬉しいです！！！ありがとうございます＾＾

完全に先生のおかげです！！長文問題で足を引っ張ったにも関わらず、他でカバー出来ていることがキセキです笑。

やっぱり特に文法は中国語がペラペラの日本人の先生から教わるのが 1番ですね。

こんなにハッキリ成果に現れて、ビックリ &感激です。【 S・Cさん（女性・３０代会社員）】

他にも、・ほんとに親身に手厚いサポートをして頂いて嬉しかったです。【あずみさん（女性・ 40代会社員）】

　　　　 ・レッスンが、楽しくて、とても分かりやすかったです。【 H・Mさん（女性・40代専業主婦）】

などのお声を頂いています。

挫折ばかりで、限界すら感じていた発音が楽しくマスター出来ました！

何度もチャレンジしてきたけれど、その度に挫折して、もう限界すら感じていたほどでした。

それが、「レッスンを受けてから中国語の発音が楽しいとまで感じるようなりました！」

この出逢いとてもよかったです。また、ご連絡させていただきたいと思っています。

わかこさんがコーチでいてくれたのでこんな私でもなんとか３ヶ月中国語に触れられました。 【Y・Aさん（４０代・経営者）】



★特別料金のご案内

無料体験セッションから各コースをお申し込み頂いた方で、
体験セッション日より１週間以内のお申し込みの方に限り、

①〜③のすべての商品を【１０％OFF】にて承ります。

①１ヶ月コース　　　54,000円  →  48,600円（税込）

②３ヶ月コース　　　194,400円  →  174,960円（税込）

③合格保証付き！３ヶ月コース　　　324,000円  →  291,600円（税込）



まずは無料体験セッションから

無料体験セッションは

下記のリンクをクリックしてください▼

リンク先：http://www.reservestock.jp/inquiry/14859

http://www.reservestock.jp/inquiry/14859


最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

中国語の勉強は、継続しなければ意味がありません。

そして、中国語は、ゴール達成後の「目的」を果たすための「手段」ですので、中国語が「目的」ではないはずです。
あなたがゴールを達成し、手に入れたいものは何ですか？一緒にゴール達成までサポートできたらと思っております。

中国語コーチングは、完全1対1のパーソナルセッションです。
私が対応できる人数には、物理的に限界があります。

そのため、あくまでも【月3名限定】これを原則とさせていただきます。 

人数を絞っている分、お伝えできることの質を
最大限に高めていくことをお約束いたします。

もし、迷っているのであれば、早めに決断されることをおすすめいたします。 

中国語を通して豊かな人生を送られることを心から願っております。 

お会いできる日を楽しみにしております！


