ICC Online Talk
Session

様々なバックグラウンドを持った人が交流するビジネスの場面では
、相手の育ってきた文化や価値観を理解することが不可欠です。
今回のICCトーク・セッションでは、シンガポールでプライムビジネス
コンサルタンシー株式会社を起業、シンガポールに進出する日系
企業のコンサルティング業に従事されている川村千秋氏をお招き
し、オンライントーク・セッションを開催します。多民族国家、シンガ
ポールで長年生活され、起業された川村氏だからこそ語れるリア
ルな異文化体験、ビジネスに必要な異文化理解力についてお話
しいただきます。 グローバル化の加速により、ビジネスの世界では
異文化理解力の重要性が高まっています。海外で働くことに関
心のある方はもちろん、組織における異文化マネジメントスキルや
リーダーシップを学びたい方にも貴重な機会です。
ぜひこのチャンスをお見逃しなく！ご参加お待ちしております。

In a business setting where people from various backgrounds mix together,
understanding your potential partner or client's native culture and values
is indispensable.
For this ICC talk session, we have invited Ms. Chiaki Kawamura from
Singapore Prime Business Consultancy Pte Ltd. a consulting company that
assists Japanese businesses seeking to expand to Singapore, to give an
online talk session. A country of great diversity, Ms. Kawamura has been
living and doing business in Singapore for many years and will speak about
her real experiences of multiculturalism and the intercultural
understanding necessary for doing business there.
With the acceleration of globalism, intercultural understanding is
becoming ever more important in the business world. For those interested
in working abroad, as well as those interested in learning about
intercultural management and leadership skills needed within companies,
this is a chance you cannot miss!

Guest Profile
川村千秋氏
プライムビジネスコンタルシー株式会社代表取締役
明治大学政治経済学部卒業後、都内外資系投
資銀行に約10年間勤務。1996年にシンガポー
ルへ移住、現地に本社を置く緊急医療サービス会
社にてアジア太平洋地区のマーケティングに従事し
た後、アジア最大規模のヘッドハンティング会社HR
ネットワン入社。シンガポール本社に3年半勤務の
後、同社の東京本社に3年間勤務。2006年、シ
ンガポールにて起業、2009年プライムビジネスコン
サルタンシーを設立。

日時：

2020年 12月8日（火） 18:15-19:45

（18:00より入室可）
早大生・教職員

対象：
会場：
Zoomにて実施。
言語：
日本語（質疑応答は日英可）
参加費用：無料
事前登録：必要。QRコードをスキャンしてください
登録締切：2020年 12月2日（水） 9:00

Ms. Chiaki Kawamura
Managing Director of Prime Business Consultancy Pte Ltd.
Graduated Bachelor of Economics from Meiji University.
Joined a foreign investment bank in Tokyo and worked there for about 10
years. Moved to Singapore in 1996, joined an emergency medical
service company headquarters in Singapore and did marketing for them in
the Asia-Pacific region. Afterwards, joined one of the largest head-hunting
companies in Asia HRnet One Pte Ltd. and worked in the Singapore head
office, then in the Tokyo head office for 3 years after that.
Returned to Singapore in November 2006 and founded Prime Search
International. Founded Prime Business Consultancy Pte Ltd. in 2009.

Date & Time : Dec 8th, 2020 (Tue.) 6:15pm-7:45pm
(Doors Open: 6:00pm)
Eligibility
: Waseda Students & Faculty
Place
: Held online on Zoom.
Language : Japanese (Q&A in Japanese & English)
Fee
: Free
Registration : Required. Scan the QR code to apply
Registration Deadline : Dec 2nd (Tue.), 9:00am

お問合せ／Inquiries: ICC（異文化交流センター） | TEL: 03-5286-3990 | E-mail: icc-talk@list.waseda.jp

