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臼井 京子
マナー・礼儀作法

お電話・メール・ホームページからのお申込も受け付けております。

講師として必要な専門知識とレッスンスキルを習得する

Infini Finishing Academy

パーフェクトマナー講師養成講座

日本の礼儀作法、国際プロトコール、

ビジネスマナーといった幅広いマナーの全体像を学び、

大学や専門学校、企業研修、ホテルやレストランなどの

サービス指導など、多方面で活躍できるマナーの

スペシャリストを育成する講座です。

パーフェクトマナー講師養成講座は、
このような方におすすめです。

マナー講師を目指している方

教室やサロンのレッスンに・・・

礼儀作法の知識を深めたい方

自分磨きやキャリアアップとして社員の育成や研修をご担当の方

教室やサロンをはじめ各種講師の方には、
専門分野に加えてマナーを取得することで、
レッスン内容の幅が広がります。

部下育成や社員研修などで求められるのが
「説得力があり効果が望める指導力」。
社会人に必要なマナー指導にお役立てください。

年齢や立場にふさわしいマナーを学び、
家族の躾から職場のマナーまで指導できる、
大人の女性を目指しませんか。

マナー講師になりたいけれど、何から始めれ
ばよいのかわからない方や、マナー講師とし
てさらに活躍の場を広げたい方。

日本の礼儀作法やしきたり、国際基準の
マナーなど専門的な知識を深め、実践を
通して身につけることができます。

登壇実績
　インフィニのマナー講師養成講座を修了した方は、マナー講師として、下記の学校・企業に登壇してもらいました。
　九州女子大学・九州女子短期大学・香蘭女子短期大学・西南女学院大学・九州大谷短期大学
　西鉄国際ビジネスカレッジ・大村美容ファッション専門学校・福岡歯科衛生専門学校・福岡雙葉学園 など

【HP はこちらから】

　日本人は元来、素晴らしい文化としての礼儀・礼節・作法・マナーを学び、身に付けています。
世界に誇れる日本の礼法は海外でも評価が高いと言われており、ひとえに、人に敬意を払い
大切に思う心を育んでいるということでしょう。
マナー講師として、多くの方に礼法の基本とホスピタリティ精神を伝えていただき、社会生活を送る
うえでも非常に有用なマナーを未来の日本社会のために繋げていただきたいと思います。

副校長
本多 美智子

校長
大野 祐子

　この講座は「教え方」を習得する講座ですが、登壇する講師のためだけの内容ではありません。
勿論、講師として必要なスキルが欲しい、先輩として後輩に教えているがどうも伝わっていない、
マナーの知識を深めたい、キャリアアップしたいなど。目的は様々でしょうが、相手に対して自分の意思
をわかりやすく確実に伝える技術を学びます。講師として登壇することは、「教える側に立つ」ことです。
私の場合、いざ教える側に立ってみると「分かりやすく教える」のは、「分かりやすく伝える」だけでは不
十分だと気づかされました。
では教えるために「伝える」以外に何が必要なのでしょうか。それは講師としての「教える心構え」と「教
える技術」  です。
受講者にとって信頼に値する講師になるために、ベーシックコース・アドバンスコース・マスターコース
と段階を追ってステップアップすることで確実に実力をつけていきます。あなたもマナー講師として新
たにスタートしてみませんか。

～2022～

エフエム福岡のアナウンサーを経て、数
多くのテレビ・ラジオに出演。映画監督・
俳優など250人以上のインタビュー経験
を持つ。話すテクニックに加え、人間関係
を豊かにするための会話力を身につけ
ることを目的とした、丁寧な指導に定評
がある。

戸川 悦子
話し方・茶道

KBC九州朝日放送アナウンサーの経験を活
かし、コミュニケーション講師として講師実
績を積む。2015年インフィニのマナー講師
養成講座を修了。2016年インフィニ認定マ
ナー講師。大学・短大・専門学校でのマナー
教育や企業研修など多方面でも活躍中。



3．社会人に必要な
    「ビジネスマナー」

マナー講師として、 キャリアアップを実現しませんか。
インフィニのマナー講師養成講座は３ステップ。ベーシックコースでは、マナー全体の基本知識を習得す

ることを目的とします。アドバンスコースでは、マナー講師としてのふるまい、表現力などを身につけること

ができます。マスターコースは、今まで習得したことを、実際に講義を担当し、アウトプットします。

マスターコース修了後に行う試験に合格された方には、企業・大学・専門学校などで、マナー講師とし

て活躍できる場を提供いたします。（希望者対象）

授業料 ： 135,000円　＊分割、クレジット決済可能
教材費 ： 20,000円
入学金 ： 10,000円　＊1度納入された方は不要です。
　　　　　　　　　    （＊全て税別）

条　件 ： フィニッシングコース修了
　　　　同等の知識を有する者（要相談）

ベーシック3回コース ベーシックコースでは、現代に求められているマナー講師の

全体像を知り、講師に必要な「幅広い分野の基礎知識」を習得します。

また、受講生の手本となるような立ち居振る舞いを身につけ、信頼を

もたれる講師となるようトレーニングを重ねることで、理想の講師像の

イメージを定着させていきます。

「パーフェクトマナー講師養成講座」

授業料 ： 135,000円　＊分割、クレジット決済可能
教材費 ：      5,000円　（＊全て税別）

対象者 ： ベーシックコース修了者
　　　

※毎時間、講師として相応しい服装と振る舞いを
　意識してご参加ください。

アドバンス3回コース
「パーフェクトマナー講師養成講座」

アドバンスは、ベーシックコースで学んだ知識を活かし、講師としての自分

自身の見せ方も含め「表現する」ことを目的とします。

講師という立場は、指導者としての技能が必要であり、受講生の意欲を高める

ことも求められます。そこで必要不可欠な教育目標の立て方、レッスンプラン

の作成、講義実習などを学び実践します。

＊毎時間の準備物は使用テキスト（マナー＆プロトコールの基礎知識）と参考書などをご持参ください。
＊上記カリキュラムは、内容・日時など変更になる可能性がありますので、予めご了承ください

オリエンテーション
「インストラクションスキル」について
①レッスンプランシート（L/P）作成の説明
②レッスンプランシート（L/P）を作成する

10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15

見本講義
・マナー/姿勢とお辞儀
・婚のしきたり/祝儀袋
・和食/箸と器

講師と企業との関係について
・雇用者と雇用側

＊上記カリキュラムは、内容と日時など変更になる可能性がありますので、予めご了承ください

授業料 ： 50,000円（税別）　＊分割、クレジット決済可能
教材費 ：    5,000円（税別）
対象者　アドバンスコース修了者
※講座日時は、開講時に相談し決定

マスターコース
「パーフェクトマナー講師養成講座」

マナー講師として基礎から応用までのスキルを学ばれた方を対象とします。

マスターコースでは講義実習を中心に行います。講師として登壇し、実際に

模擬レッスンを行うことで、ベーシック、アドバンスで学び得た知識と指導力

がより鮮明にフォーカスされます。講義評価は学校長をはじめ当校の講師

から直接アドバイスを受けていただく、最終的な仕上げのコースです。

STEP 1 STEP 2 STEP 3
課題講義の受講

デモンストレーション前に講座
の流れや時間配分の組み立て
準備を行う（各自）

与えられたテーマから2つ選び、
レッスンプランをもとに講義
を行う（70分/1回）

レッスンプラン 模擬講義実習

マナー全体の基本知識を
習得

ベーシックコース
マナー講師としての振る舞い
表現力などを習得

アドバンスコース
習得内容を実際に講義を
担当し、アウトプットを
おこなう

マスターコース

「パーフェクトマナー講師養成講座」

⇨
更なる

講師が行う講義を受講し、
組立て、事例、表現方法など
を確認する

インフィニ認定講師を目指しませんか？

ステップアップ

・ 知識を深める　　・表現する　　・トレーニング

10：30 ～ 12：00日曜日
（90分）

13：00 ～ 14：30 14：45～ 16：15

1 回目

6月19日

2 回目

7月17日

3 回目

8月21日

オリエンテーション
講師について
「教える技術」
①説明・分析・誘導の重要性
②相手に合わせて、反応を見る

6．「和食の作法」
＊10分講義

「教える技術」
③相手に合わせる
④相手の反応を見る
⑤目標の明示

ビジネスマナー
＊10分講義

1．「マナーとは何か」
2．「国際人としての
　 プロトコールマナー」

日曜日 （90分）

1 回目

9月18日

2 回目

10月16日

3 回目

 11月20日

レッスンプランに基づく
デモンストレーション①
【課題】マナー (20分間)
LPシート提出／フィードバック

ボイストレーニングⅡ
・ベーシックの復習
・講師としての話し方
個人チェック／フィードバック

婚のしきたり
＊10分講義

ボイストレーニングⅠ
・届く声のための発声
・明瞭な言葉遣い

4．「婚と葬のしきたり」
5．「冠と祭のしきたり」

山路を登りながら

レッスンプランに基づく
デモンストレーション②
【課題】婚のしきたり (20分間)
LPシート提出／フィードバック

レッスンプランに基づく
デモンストレーション③
【課題】和食 (20分間)
LPシート提出／フィードバック

レッスンプランに基づく
デモンストレーション
【課題】①～③振り返り (20分間)
LPシート提出／フィードバック

オプション講座のご案内

◎ 食事の実践レッスン
・和食/洋食/アフタヌーンティー
  からお選びいただけます.

◎ ショッピングエスコート

１レッスン 90分
 受講料 12.000円（税別）
 ※食事代別

１レッスン 60分
 受講料 12.000円（税別）

◎ オンラインレッスン
・プライベートレッスン.
・質疑応答を中心に行います.

◎ 立ち居振る舞い １レッスン 60分
 受講料 12.000円（税別）

１レッスン 60分
 受講料 5.000円（税別）
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臼井 京子
マナー・礼儀作法

お電話・メール・ホームページからのお申込も受け付けております。

講師として必要な専門知識とレッスンスキルを習得する

Infini Finishing Academy

パーフェクトマナー講師養成講座

日本の礼儀作法、国際プロトコール、

ビジネスマナーといった幅広いマナーの全体像を学び、

大学や専門学校、企業研修、ホテルやレストランなどの

サービス指導など、多方面で活躍できるマナーの

スペシャリストを育成する講座です。

パーフェクトマナー講師養成講座は、
このような方におすすめです。

マナー講師を目指している方

教室やサロンのレッスンに・・・

礼儀作法の知識を深めたい方

自分磨きやキャリアアップとして社員の育成や研修をご担当の方

教室やサロンをはじめ各種講師の方には、
専門分野に加えてマナーを取得することで、
レッスン内容の幅が広がります。

部下育成や社員研修などで求められるのが
「説得力があり効果が望める指導力」。
社会人に必要なマナー指導にお役立てください。

年齢や立場にふさわしいマナーを学び、
家族の躾から職場のマナーまで指導できる、
大人の女性を目指しませんか。

マナー講師になりたいけれど、何から始めれ
ばよいのかわからない方や、マナー講師とし
てさらに活躍の場を広げたい方。

日本の礼儀作法やしきたり、国際基準の
マナーなど専門的な知識を深め、実践を
通して身につけることができます。

登壇実績
　インフィニのマナー講師養成講座を修了した方は、マナー講師として、下記の学校・企業に登壇してもらいました。
　九州女子大学・九州女子短期大学・香蘭女子短期大学・西南女学院大学・九州大谷短期大学
　西鉄国際ビジネスカレッジ・大村美容ファッション専門学校・福岡歯科衛生専門学校・福岡雙葉学園 など

【HP はこちらから】

　日本人は元来、素晴らしい文化としての礼儀・礼節・作法・マナーを学び、身に付けています。
世界に誇れる日本の礼法は海外でも評価が高いと言われており、ひとえに、人に敬意を払い
大切に思う心を育んでいるということでしょう。
マナー講師として、多くの方に礼法の基本とホスピタリティ精神を伝えていただき、社会生活を送る
うえでも非常に有用なマナーを未来の日本社会のために繋げていただきたいと思います。

副校長
本多 美智子

校長
大野 祐子

　この講座は「教え方」を習得する講座ですが、登壇する講師のためだけの内容ではありません。
勿論、講師として必要なスキルが欲しい、先輩として後輩に教えているがどうも伝わっていない、
マナーの知識を深めたい、キャリアアップしたいなど。目的は様々でしょうが、相手に対して自分の意思
をわかりやすく確実に伝える技術を学びます。講師として登壇することは、「教える側に立つ」ことです。
私の場合、いざ教える側に立ってみると「分かりやすく教える」のは、「分かりやすく伝える」だけでは不
十分だと気づかされました。
では教えるために「伝える」以外に何が必要なのでしょうか。それは講師としての「教える心構え」と「教
える技術」  です。
受講者にとって信頼に値する講師になるために、ベーシックコース・アドバンスコース・マスターコース
と段階を追ってステップアップすることで確実に実力をつけていきます。あなたもマナー講師として新
たにスタートしてみませんか。

～2022～

エフエム福岡のアナウンサーを経て、数
多くのテレビ・ラジオに出演。映画監督・
俳優など250人以上のインタビュー経験
を持つ。話すテクニックに加え、人間関係
を豊かにするための会話力を身につけ
ることを目的とした、丁寧な指導に定評
がある。

戸川 悦子
話し方・茶道

KBC九州朝日放送アナウンサーの経験を活
かし、コミュニケーション講師として講師実
績を積む。2015年インフィニのマナー講師
養成講座を修了。2016年インフィニ認定マ
ナー講師。大学・短大・専門学校でのマナー
教育や企業研修など多方面でも活躍中。


