
最前列から６列めまでに
２人ずつ座ってください。

毎回知らない人のとなりに
なるべく留学生と日本人で
座ってください
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多摩大学経営情報学部「ビジネスコミュニケーション2」 2019第9回

プロフィール写真とカバー写真の作り方

多摩のおすすめラーメン

instagram.com/nobukume/ blog.canpan.info/tama-snsfacebook.com/nobukumetwitter.com/nobukume

多摩大学経営情報学部客員教授 明治大学商学部講師 久米繊維工業（株）相談役

一社)墨田区観光協会 DMO担当理事 観光地域づくりプラットフォーム推進機構理事
東京商工会議所健康づくり・スポーツ振興委員／墨田支部副会長（IT担当）
公財）新日本フィルハーモニー交響楽団評議員 公財）墨田区文化振興財団評議員
公財）NBS日本舞台芸術振興会評議員 公財）日本吟剣詩舞振興会評議員
公財）社会貢献支援財団評議員 特）CANPANセンター理事 特）ネットワークオレンジ理事

久米 信行
nobukume

https://www.instagram.com/nobukume/
http://blog.canpan.info/tama-sns/
https://www.facebook.com/nobukume
https://twitter.com/nobukume


最初に心をこめてごあいさつ

●始業時

ようこそいらっしゃいました！（復唱）

どうぞよろしくお願いいたします！（復唱）

●終業時

どうもありがとうございました！（復唱）

またのおこしをお待ちしております！（復唱）
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多摩大ビジネスコミュニケーションII

「授業理念」

スマホで 「多摩と自分」の
魅力を発信しよう

就活でも 社内でも
ネットでも リアルでも
さりげなく目立って

好きな仕事を勝ち取ろう
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◎今日の２分対話テーマ
私の名前は〇〇です。
出身は□□の△△です。

私のおすすめラーメンは＿です
おすすめポイントは＿＿です
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#多摩大SNS

先週の課題「多摩の美術館」みんなの評価

http://blog.canpan.info/tama-sns/archive/64#comment

http://blog.canpan.info/tama-sns/archive/64#comment


顔写真・カバー写真の力

履 歴 書 や 肩 書 き

プロフィール以上に

自 分 ら し さ を

表 現 で き る

親 し く な れ る
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多摩大SNS論：８つの特色
１．SNSを使い倒す講師がコツや注意点を伝授

２．多摩の名店を探して、店主とも親しくなれる

３．写真撮影・加工術と文章表現力が磨かれる

４．ネットの友達やフォロワーが増えて縁が広がる

５．毎回のレポートと人気投票で聴く力書く力を磨く

６．私の多摩ベスト10が名刺代わり。就活に役立つ

７．学外のビジネスパーソンやメデイアも注目

８．脳のパラボラ力と心のズーム力が磨かれる
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コミュ力&ネットワーク力UP→就活にも役立つ
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私の「友達」の
写真とカバーを
ご紹介します
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プロフィール写真づくりに挑戦しよう！

小さな正方形の中でどうすれば目立ているか

顔もおぼえていただけるようにバストアップで

何より大切なのは、満面の笑顔

自分らしい背景を考えよう（ふるさと、部活、バイト先）

自分らしいコスチューム（おしゃれ、部活、コスプレ）

顔が明るくなるように光を（自然光、ライト、レフ板）

友人にスマホで良いから100枚は撮ってもらおう

その中からお気に入りの笑顔とポーズを

どうしても写真がダメならイラストで

→自分ならどんな人と友達になりたいか？

→自分ならどんな人なら信用するか？
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カバー写真づくりに挑戦しよう！

大きな長方形の中でどうやって自分らしさを伝えるか

自分が大好きなモノやコト、場所などを撮影

自分が創った作品を大きく美しく撮影

自分が登場した晴れ舞台を作成

自分の仕事場や商品・道具などに撮影

お客様に役立つ地図などの情報を表示

自分のモットーや人生観を書く

自分のチームや仲間たちを描く

→自分ならどんな人と友達になりたいか？

→自分ならどんな人なら信用するか？



#多摩大SNS

今週の課題「多摩のラーメン」みんなで発表

https://blog.canpan.info/tama-sns/archive/66#comment

https://blog.canpan.info/tama-sns/archive/66#comment


SNS論宿題「多摩のイチオシ」一覧
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多摩の面白いor美しい風景
多摩のおいしいパン屋さん
多摩のおすすめスポット
多摩のおいしいスイーツ屋さん
多摩のおすすめ美術館・博物館
多摩のおいしいラーメン屋さん
多摩（動物園）のおすすめ動物
多摩のおいしいカレー屋さん
多摩の面白いor美しい看板
あなたのこだわりテーマ

→見つけておいてください！



#多摩大SNS

先週のご質問に答えます！

https://blog.canpan.info/tama-sns/archive/65

https://blog.canpan.info/tama-sns/archive/65


最後に心をこめてごあいさつ

●始業時

ようこそいらっしゃいました！（復唱）

どうぞよろしくお願いいたします！（復唱）

●終業時

どうもありがとうございました！（復唱）

またのおこしをお待ちしております！（復唱）
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＜連 載＞
日経カレッジカフェ

＜書 籍＞
「メール道」 「ブログ道」
(NTT出版)

「すぐやる技術」「やり抜く
技術」

「認められる技術」

「３３のエール」
（日本実業出版社）

「ビジネスメール道」
（中継文庫）

「コミュ力の鍛え方」
（宝島社）

「仕事と人生が同時に

上手くいく人の習慣」
（青春出版社）

「入社３年目までの仕事術」
(PHP研究所)

「ピンで生きなさい」
（ポプラ新書）

「すぐやる人の出会う技術」
（かんき出版）

ご清聴ありがとうございました
日本でこそ作りえるものを世界に。未来の子供たちに。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
久 米 信 行 nobu.kume@nifty.com Profile>>http://bit.ly/kE1W3y

facebook＋Instagram＋Youtube＋twitter＞nobukume
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□□■□□■ 久米繊維工業(株) 取締役相談役 http://t-galaxy.com

http://kume.jp/
■□□□□□■ 創業1935年 日本最初の国産Ｔシャツメーカー
■■□□□■■ ISO14001/グリーン電力証書/オーガニックコットン
■■□□□■■ [色丸首] [楽] [北斎] [蔵印] [老舗屋号] [3.11復興支援]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒130-0012 東京都墨田区太平3-9-6 T:03-3625-4188 F:03-3625-2695
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著書一覧 【amazon 著者ページ 】 http://amzn.to/ohUO9Z
連載コラム【日経パソコン [焦点] 】 http://goo.gl/7XzLm

【日経カレッジカフェ】 https://goo.gl/X1CGOC
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社長ブログ【経営者会報＠社長日記】http://kume.keikai.topblog.jp/
公益ブログ【明大商学部起業論講師】http://blog.canpan.info/meiji_venture/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明治大学ベンチャービジネス論 講師 熱中小学校東京分校 用務員
特)CANPANセンター 理事 社会貢献支援財団 評議員・選考委員
東京商工会議所 起業・創業支援委員 墨田支部 副会長
一社)墨田区観光協会 観光地域づくりプラットフォーム推進機構 理事
公財）新日本フィルハーモニー交響楽団 墨田区文化振興財団 評議員
北斎コミュニティデザイン実行委員長 本所消防懇話会 会長
公財）NBS日本舞台芸術振興会 公財）日本ゲートボール連合 評議員
一社）飲食店日本酒提供者協会 監事
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