
女性のためのスマートキャリアプログラム
 2 0 1 6年 10月開講   四期生募集

あなたが輝く新たなステージへ

1 履修証明書の交付
　履修証明制度とは、文部科学省が推奨する制度で、大学が教育や研究に加えてより積極的な社会貢献として、社
会人向けに体系的な学習プログラムを開設し、その修了者に対して、法に基づく履修証明書を交付するものです。

2 女性の仕事復帰を支援するプログラム
　結婚、出産、育児等で離職して家庭に入った女性が、仕事復帰をして社会にもう一度足を踏み出すきっかけにな
ることを目的としたビジネスプログラムで、講義はすべて10:30 ～ 14:30の昼の時間帯になります。

3 半年間の短期集中ビジネスプログラム
　豊富な実績により、ビジネスの基礎を着実に学びたい方のみならず、将来的には総合職としてマネジメントを視
野に入れた働き方を目指す方にもおすすめできる充実した内容のカリキュラムです。

4 新たなネットワーク、知の交流の場を提供
　企業の課題を解決する実践的なゼミや、女性経営者をお招きするサロン形式の講義など、ビジネスの学びを通じ
て講師と受講生、受講生同士が交流できる場を設けて、新たなネットワークの創出を積極的に支援します。

5 就職支援体制
　大学関係企業・団体等の協力により、キャリア相談会、採用企業合同セミナー、企業とのマッチング等を実施し、
就職希望者をサポートいたします。

6 「リバティアカデミー」の会員特典の利用（１年度間）
　明治大学が運営する生涯学習機関であるリバティアカデミーの会員として、明治大学図書館の利用等、各種特典
が受けられます。

文部科学大臣認定「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）
明治大学履修証明ビジネスプログラム
～女性の仕事復帰・キャリアアップを支援～

プログラムの特徴

より輝くステージを自ら創り出す 娘も明治、私も明治



本認定制度は、大学・大学院・短期大学・高等専門学校におけるプログラムの受講を通じた社会人の職業
に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的として、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実
践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）として文部科学大臣が認定するものです。

明治大学履修証明ビジネスプログラム「女性のためのスマートキャリアプログラム」は、「女性活躍」に資
する特色あるプログラムとして（昼間コース）・（夜間・土曜主コース）の２コースが認定されました。

履 修 証 明 制 度 活 用 へ の 期 待

　高等教育機関である本学にとって、社会連携は教育・研究活動と並ぶ主要な柱のひとつであります。リカレント教
育や専門職育成等の社会的ニーズの増大に応えるため、本学の持つ知的資産の還元を通じて社会貢献を展開していく
ことは、本学の使命でもあります。
　このような中、「履修証明制度」は、社会人向けに体系的な学習機会を提供し、その修了者に対して、法に基づく履
修証明書を交付するものであります。本学においても、この度、四期生をお迎えすることになりました。
　文部科学省が推奨するこの制度は、各大学が人材養成の目的に応じて必要な科目を編成し、特色ある教育プログラ
ムを構築することで、社会人等に多様な分野の学習機会を提供することを目指したものです。
　また交付された履修証明書が職業キャリアの形成に活かされていくためにも、職能団体や地方公共団体、企業等と
連携した取り組みがなされることが望まれています。
　女性の仕事復帰、社会での新たな活躍を支援するこの履修証明ビジネスプログラムがスタートしたことで、本学の
生涯教育はさらに充実の一途をたどっています。リバティアカデミーが、教養・文化・地域連携等の各プログラムと
ともに、より一層の社会貢献に寄与していくことを心から期待しています。

明治大学リバティアカデミー

　履修証明制度とは、学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条の規定に基づき、大学が教育や研究に
加えてより積極的な社会貢献として、主として社会人向けに体系的な学習プログラムを開設し、その修了者に対し
て、法に基づく履修証明書を交付するものです。
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学びこそ新たな道を拓く原動力
明治大学副学長・情報コミュニケーション学部教授／内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員
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　大学卒業後、アナウンサーとしてニュースや情報番組のキャスターを務める。結婚退社後、専業主婦となるが、
一念発起し、大学院に進学。MBA取得、出産を経て博士課程を修了し、1998年に公募で明治大学専任講師に採
用される。2009年より現職（情報コミュニケーション学部教授・　同学部ジェンダーセンター　副センター長）。

　専門は経営学、人的資源管理論で、働く女性の能力発揮の問題に取り組む。公職として、内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員を務
めるほか、一部上場企業数社の社外役員や、テレビの報道番組のコメンテーター、新聞、雑誌、講演等、多方面で活動。近著に、『女性リーダーを
組織で育てるしくみ』（中央経済社）、『ラーニング・リーダーシップ入門』（日経新聞出版社）、『女性の働きかた』（ミネルヴァ書房）がある。一児の母。

　今、国の成長戦略の中で「女性の活躍を推進すること」
が、国の競争力や経済力を拡大させる上でとても重要で
あるという認識があり、社会としての推進も高まりつつ
あります。実社会で女性が活躍するという意味では、と
ても明確なチャンスが到来していると言えるでしょう。こ
れからは、家族の責任や出産・育児等があったとしても、
正社員としてある程度のポジションを目指して働き続け
られる女性がもっと増えていなければいけないと思いま
す。いったん家庭に入ったとしても、その間に新たな知
識や経験などを蓄えることで、ある程度手が空いた時に
本格的に職業人として復帰することは可能ですし、そう
いうライフスタイルを自分なりに創っていくことがさらに
求められていくのではないでしょうか。
　私自身、専業主婦になって初めて、「これからの自分の
人生」というものを考えるようになりました。独身時代を

ふりかえって、仕事といってもほんの数年アナウンサーを
していただけだし、自分には何もないのではないかと悲観
的な気持ちになってしまったこともありましたが、この先
ずっと家庭の中だけで生きていくのは自分にとって幸せな
生き方とはいえないのではないかと考えるようになり、新
たなキャリアを目指して勉学の道を志すことになりました。
　学びこそ新たな道を拓く原動力です。歩んできた道、
やってきたことに無駄なものは１つもありませんし、す
べての経験を土台にして新たな学びを積み重ね、世界に
ただ１人の存在である自分に付加価値をつけていく。そ
のことでポテンシャルが引き出されて高まることで、新
たなステージに飛躍するチャンスとなる。
　このプログラムが、履修生の皆様ひとりひとりの人生
が一段と美しく輝いていくきっかけ、ステップとなるこ
とを願っています。

女性の社会での新たな活躍を支えるためのビジネスプログラムとして

プログラムコーディネータ／明治大学商学部教授　小
お
川
がわ
　智
とも
由
よし

　明治大学商学部卒、明治大学大学院商学研究科博士後期課程単位修得。専門は、物流・ロジスティクス、お
よびマーケティング戦略。専門の研究に加え、高齢社会に向けたエルダーマーケティングの展開に関心を寄せ
ている。また大学での教育・研究活動に並行して、民間企業の経営戦略の企画メンバーや、マーケティング戦
略構築の外部スタッフ・メンバーとしての経歴を有する。

　明治大学の新しい社会人講座として、文部科学省の「履
修証明制度」の利用による、女性に向けたビジネス講座
を開講致しました。受講対象をさらなる社会での活躍を
めざす女性に限定して、そのステージを切り拓いていく
きっかけとなる講座内容となっています。
　明治大学の生涯教育の拠点「リバティアカデミー」では、
社会人向けビジネス講座を約15年にわたり開講してきま
した。またこれまでに、厚生労働省や東京都の委託訓練
講座として、求職中の方々に向けたビジネススクールの
授業に近い内容での再就職支援のためのプログラムを展
開する等、この分野ではすでに確固たる実績があります。
　この「女性のためのスマートキャリアプログラム」では、
結婚、出産、子育てなどで勤めをやめて家庭に入った女性
たちが、再度ビジネスの場に出て活躍するということも念
頭に置いた、「マーケティング」や「財務」等ビジネスの
基本の習得する科目を用意するとともに、さらには商品企

画や事業創造など、実際の企業の課題解決にチームで取
り組み、策定した企画案をその企業の経営陣に向けてプレ
ゼンするという、より実践的なゼミナール形式での科目も
用意されています。
　またもう一つの特徴と言えるのが、「マネジメントサロ
ン」という科目が用意されていることです。この科目は、
明治大学社会人大学院のビジネススクールとの連携による
もので、社会の第一線で活躍する女性経営者、プロフェッ
ショナルの方々を講師としてお招きし、受講生の皆さんと
ケーススタディを通じて学びかつ語り合うなど、様々なコ
ミュニケーションの機会を提供するサロン形式の講座です。
　このプログラムが、女性の社会での新たな活躍を支え
るためのビジネスプログラムとして、輝く女性の新しい
ネットワーク、すなわち家族の中での役割、家庭を基盤
とした地域のネットワークに加えて、仕事という場での
ネットワークの広がりの後押しになれば幸いです。

ス マ ー ト キ ャ リ ア プ ロ グ ラ ム の 狙 い
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必
修
科
目

５
科
目
72
時
間

４
科
目
48
時
間

選
択
科
目

マーケティング・コミュニケーション 

マーケティング実践プロジェクトゼミナール

マネジメント・サロン
（女性経営者等による講義、ビジネスケーススタディ）

ライフ・キャリアマネジメントⅠ
（ビジョン・ロードマップ）

ライフ・キャリアマネジメントⅡ
（ストレス・コーピング）

ビジネスコミュニケーションⅠ
（行動心理コミュニケーション）
（ビジネススピーキング）

ビジネスコミュニケーションⅡ
（コーチング入門）

Business English（ビジネス英文実務）

ITリテラシー
（ビジネスプレゼンテーション）

ロジカルシンキング
（論理的思考による問題解決・意思決定力強化）

企業戦略とビジネスデザイン

マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発

男女脳差理解と感性マーケティング

金融・財務リテラシー
（家計のリスクマネジメント）
（財務諸表の見方・読み方）
（為替・株式の基礎知識）

小川　智由（商学部教授） 

木村　　哲
（専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授）

橋本　雅隆（専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授）
樋渡　雅幸（商学部特任准教授・（株）シンクデザイン代表取締役社長）

野田　　稔
（専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授）他

藤野　公子
（琉球大学客員教授・国際キャリアコンサルタント）

竹山まゆみ（フリーアナウンサー） 

宇井美智子
（UCA研究センター所長・元TBSアナウンサー）他
小沼　俊男
（別府大学客員教授・(一財)NHK-CTI日本語センター専門委員）

森山　展行（（一社）日本コーチ連盟公認マスターコーチ） 

宮下　由紀(株)アクト・システムズシニアトレーナー 

村松かすみ（プラネット(株)シニアインストラクター） 

今井　繁之（（株）シンキングマネジメント研究所代表取締役） 

首藤　明敏（専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授）

梅村　紀彰（（株）エル・ブレイン代表取締役）

黒川伊保子（（株） 感性リサーチ　代表取締役）

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×16コマ＝24時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

90分×8コマ＝12時間

カリキュラム概要

修了要件時間数：120時間

要件 科　目　名 講師・コーディネータ 時間数 備　考

定員40名の内、
20名ずつとする

月 火 水 木 金 土

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

10月

月 火 水 木 金 土

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

11月

月 火 水 木 金 土

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

12月
月 火 水 木 金 土

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

9月

1 日２コマ 午前 10:30～12:00　午後 13:00～14:30
月 火 水 木 金 土

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

1月

月 火 水 木 金 土

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

2月

1 日２コマ 午前 10:30～12:00　午後 13:00～14:30

1

2 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26

28 29

1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24

26 27 28 29

1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30

32 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28

30 31

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

27 28

ライフ・キャリアマネジメントⅠ①

マーケティング・コミュニケーション①
マーケティング・コミュニケーション②

マーケティング実践ゼミ⑬
マーケティング実践ゼミ⑭

マーケティング・コミュニケーション③

金融・財務リテラシー③

マーケティング・コミュニケーション⑦
マーケティング・コミュニケーション⑧

マーケティング実践ゼミ①
マーケティング実践ゼミ②

Business English①

Business English③
Business English④

30

マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発①
マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発②

マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発③
マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発④

マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発⑤
マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発⑥

マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発⑦
マネジメント層に求められる
コンピテンシーの理解と開発⑧

Business English②

30 31

マネジメント・サロン⑤
マネジメント・サロン⑥

マネジメント・サロン⑦
マネジメント・サロン⑧

マーケティング実践ゼミ③
マーケティング実践ゼミ④

マーケティング実践ゼミ⑤
マーケティング実践ゼミ⑥

マーケティング実践ゼミ⑦
マーケティング実践ゼミ⑧

マーケティング実践ゼミ⑨
マーケティング実践ゼミ⑩

マーケティング実践ゼミ⑪
マーケティング実践ゼミ⑫

ビジネスコミュニケ―ションⅡ① 企業戦略とビジネスデザイン①
企業戦略とビジネスデザイン②

企業戦略とビジネスデザイン③
企業戦略とビジネスデザイン④

企業戦略とビジネスデザイン⑤
企業戦略とビジネスデザイン⑥

企業戦略とビジネスデザイン⑦
企業戦略とビジネスデザイン⑧

ビジネスコミュニケ―ションⅡ②

ビジネスコミュニケ―ションⅡ③
ビジネスコミュニケ―ションⅡ④

ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑤

男女脳差理解と感性マーケティング①
男女脳差理解と感性マーケティング②

男女脳差理解と感性マーケティング③
男女脳差理解と感性マーケティング④

男女脳差理解と感性マーケティング⑤
男女脳差理解と感性マーケティング⑥

男女脳差理解と感性マーケティング⑦
男女脳差理解と感性マーケティング⑧

ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑥

ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑦
ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑧

マーケティング・コミュニケーション④
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マーケティング・コミュニケーション⑤
マーケティング・コミュニケーション⑥

IT リテラシー① 金融・財務リテラシー①

金融・財務リテラシー②

金融・財務リテラシー④

金融・財務リテラシー⑤

金融・財務リテラシー⑥

金融・財務リテラシー⑦

金融・財務リテラシー⑧

Business English⑤
Business English⑥

Business English⑦
Business English⑧

マネジメント・サロン③
マネジメント・サロン④

IT リテラシー②

IT リテラシー③
IT リテラシー④

IT リテラシー⑤
IT リテラシー⑥

IT リテラシー⑦
IT リテラシー⑧

ライフ・キャリアマネジメントⅠ②
ライフ・キャリアマネジメントⅠ③
ライフ・キャリアマネジメントⅠ④

ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑤

入校式
10:30 ～ 12:00

修了式

ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑥

ビジネスコミュニケーションⅠ① IT リテラシー③
IT リテラシー④

IT リテラシー⑤
IT リテラシー⑥

IT リテラシー①
IT リテラシー②

IT リテラシー⑦
IT リテラシー⑧

ロジカルシンキング①
ロジカルシンキング②

ロジカルシンキング③
ロジカルシンキング④

ロジカルシンキング③
ロジカルシンキング④

ロジカルシンキング⑤
ロジカルシンキング⑥

ロジカルシンキング⑦
ロジカルシンキング⑧

ライフ・キャリアマネジメントⅡ①
ライフ・キャリアマネジメントⅡ②

ライフ・キャリアマネジメントⅡ③
ライフ・キャリアマネジメントⅡ④

ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑤
ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑥

ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑦
ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑧

ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑦
ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑧

ビジネスコミュニケーションⅠ②

ビジネスコミュニケーションⅠ③
ビジネスコミュニケーションⅠ④

マネジメント・サロン①
マネジメント・サロン②

ビジネスコミュニケーションⅠ⑤
ビジネスコミュニケーションⅠ⑥

ビジネスコミュニケーションⅠ⑦
ビジネスコミュニケーションⅠ⑧

ビジネスコミュニケーションⅡ①
ビジネスコミュニケーションⅡ②

ビジネスコミュニケーションⅡ③
ビジネスコミュニケーションⅡ④

ビジネスコミュニケーションⅡ⑤
ビジネスコミュニケーションⅡ⑥

ビジネスコミュニケーションⅡ⑦
ビジネスコミュニケーションⅡ⑧

※大学が指定するリバティアカデミービジネスプログラム講座の受講時間を、当プログラムの選択科目履修時間として加算することができるものとする。

時間割 ※一部変更・追加になる場合があります。また、出席状況を鑑み適宜補講を行う場合があります。 必修科目

講義時間は１日２コマ（10：30 12：00、13：00 14：30）
　※水曜日は午前中のみを中心とした講義 となります。
修了要件を週３～４日間の履修で満たせます。
実際の授業は10月に開講して３月中に終了します。
（修了式は３月25日に挙行）
　履修生のライフプランに配慮した、約５ヶ月間の
　短期集中プログラムです。

Point !

※選択科目履修時間加算可能科目については、別紙リバティアカデミーパンフレットにてそれぞれ開催日時及び会場を確認の上、御参加ください。
※講義日程は変更の可能性がありますので予めご了承ください。

マーケティング実践ゼミ⑮
マーケティング実践ゼミ⑯
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　「マーケティングとは何か？」という質問の答えは、時代によって大きく異
なると言っても過言ではないでしょう。アメリカにおける農産物流通に端を発
するマーケティング研究は、その後やがて新製品の開発ならびにその市場導入
のための技法として発展し、今日では、ビジネスに携わるすべての人が共通し
て理解すべき、企業経営のための基本理念であるとみなされています。
　この科目では、マーケティング発展の歴史を踏まえつつ、製品やサービスの

提供を通じて、顧客とのつながりを強めながら、顧客に対して新たな価値を提
供するという、最新のマーケティング体系の理解を深めて、ビジネスの場で活
躍するための基礎力と応用力を養います。さらには、インターネットによるマー
ケティング・コミュニケーションの急速な進展が、企業の経営戦略や各種のマー
ケティング展開にどのような影響を与えているのかについても、多面的な理解
を深めつつ、ビジネス実践の新たな手掛かりを見出していくことにします。

講座趣旨

　金融経済に関する知識は、個人の家計の将来を管理する上でも必要ですが、
ビジネスにおいては、あらゆる角度から金融経済的現象がビジネスに影響を及
ぼしますので、基本知識をひと通り学習しておくことが重要です。
　まずは、大きな金融経済政策を理解できるようになりたいと思います。財務
のプロでも意外と間違った理解をしていることもよくあります。どのような経済
指標をみれば世界経済の様子がわかるのか、アセアン市場と日本のビジネスは
どのような状況にあるのか、為替はどのような要素で決定されるのか、キャリー
トレードは経常収支と関係があるのか、異次元緩和により日銀の当座預金が現
在どうなっているのか、今後インフレはどのようなプロセスで発生するのか、
日本の財政破綻は起こるのか、公的年金は本当に破綻するのか、家計の余剰資
金1000兆円とはどのように計算されるのか、といったところを学びましょう。

　次に個人の投資としても、企業の財務戦略としても重要な、株式の価値はど
のように決まるのかを学習しましょう。株式の価値を分析する場合に必要とな
る、借り方貸方から始まる財務会計の基礎知識を学習します。財務分析の基礎
知識が理解できれば、バフェットの長期的株式投資銘柄選択手法を学習しましょ
う。きっと、株式投資について興味がわくと思います。
　最後に、家計の分析について、ファイナンシャルプランナーの分析手法の基
礎を学びましょう。自分が再び会社勤めを始めたら、将来の家計にどのように
影響するのか分析する手法を学びます。改めて長期的な家計のキャッシュフロー
見通しを分析することの重要性に気が付かれると思います。
以上を学習し、ビジネスパーソンとして身につけておくべき金融・財務リテラ
シーの習得に繋げます。

講座趣旨

人生のビジョンを明確化し、実現する

授業科目詳細

担当　小
お

川
がわ

　智
とも

由
よし

明治大学商学部　教授
　明治大学商学部卒、明治大学大学院商学研究科博士課程単位取得。専門はマーケティング戦略論、物流・ロジスティクス論。
専門の研究に加え「小売業の経営戦略」や、高齢社会に向けたエルダーマーケティングの展開に関心を寄せている。大学での
教育・研究活動に並行して、民間企業の経営戦略の企画メンバーや、マーケティング戦略構築のチームメンバーとしての経歴
を有する。

科目名　「マーケティング・コミュニケーション」

担当　木
き

村
むら

　哲
さとる

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
　1974年早大理工学部卒同年興銀入行、98年興銀（現みずほ第一）フィナンシャルテクノロジー（株）取締役投資技術開発
部長、2004年4月明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授（現職）、日本金融・証券計量・工学学会理事、日
本価値創造ERM学会評議員、日本証券アナリスト協会カリキュラム委員、MPTフォーラム特別委員、日本証券アナリスト、
国際公認投資アナリスト。

科目名　「金融・財務リテラシー」

マーケティングとファイナンスを学ぶ

　「ビジョンを明確化し、視覚化し、実現を加速化するビジョン・ロードマップ」講
座を担当いたします。ビジョンは「先見」の意ですが、「将来の成りたい像」と捉
えて良いでしょう。
　「将来の自分像」「成りたい自分像」をイメージできますか？…「思考は現実化する」
「人は心で思った通りの人間になる」の名著の通り、人間は「イメージできるも
のは実現できる」と云われています。しかしながら、我々の90%が本当にやりた
いこと、人生の中で達成したいことを明確にすることもなく、「もっと自分の人生
に挑戦すべきだった！」と後悔を残しながら人生を終えている現実があります。
　本講座では「人生を価値あるものにする」ための判りやすい理論を用いて、ライ
フスタイル・仕事と自己開発・内省と人間関係・お金の管理の４つについて、あな
たのビジョンを描いていきます。最近はポジティブ心理学・幸福度調査により、
100%主観で判断されると考えられていた「幸福感」も次第に科学的に解明されて

きました。これらの紹介も行いながら、幸福を構成する必須要素に於いてビジョン
を描き、バランスのとれた幸福の実現を目指します。受講生からは、「希望部署に転
属になった」「営業コンテストで入賞した」「理想の応援者が現れた」「望む仕事に職
を得ることができた」など、多数「ビジョン効果報告」が寄せられています。
　もうひとつ強調したいのが、画期的な「点」（達成）の部分も素晴らしいの
ですが、ビジョンを描く真価はプロセス上の「線」や「面」にもあると考えます。
ビジョンを明確にして以降、「漠然とした不安感が無くなった」「集中・切捨て
るものに迷いが無い」「やらされ感が仕事から消えた」「“生”に対し素直に感
謝できるようになった」等、これらの報告は「線」や「面」の効果、つまり幸
福感・充足感の底上げを証明しているのです。
　一度きりの人生を価値あるものにし、後悔を残さない。そのためにはまず、
仕事・プライベートに拘わらず、人生において挑戦したいこと（ビジョン）を
具体的にイメージできることが重要ではないでしょうか。

講座趣旨

　　　　⃝ビジョン・ロードマップ
担当　藤

ふじ

野
の

　公
きみ

子
こ

琉球大学観光産業科学部客員教授
国際キャリアコンサルタント

　青山学院大学…経営学部経営学科卒業。日本コカ・コーラ（株）にてファウンテン・マーケテイング・チャネル戦略組織能力開
発部門シニアマネジャー等歴任。ハーバードビジネススクールエグゼグティブコース修了。

科目名　「ライフ・キャリアマネジメントⅠ」
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　「マネジメント・サロン」では、自らのビジネス専門性を高め潜在的能力を発揮できること
及び企業の価値創造を担う人的基盤育成を使命とする、明治大学の社会人大学院であるビジ
ネススクールと連携して講座を展開していきます。
　履修生の皆様が目指すモデルになるような、社会で輝いている女性経営者やプロ
フェッショナルの方々を講師としてお招きし語り合う、あるいは実践的なゼミの中で一
緒に企画を練ってプレゼンをしていく、様々なコミュニケーション、多様なケーススタ
ディを交え、チームで学ぶことを取り入れたサロン形式の講座です。
　誰もが知る身近な企業の経営者をはじめ、キラリと光る中小企業の経営者、主婦から

個人事業主に転身し活躍されている方、登壇していただく女性経営者・プロフェッショ
ナルの方々のキャリアはそれぞれ異なります。
　実際に女性で活躍をされている方と直に対話をし、会社員時代のキャリアについて、
今の仕事に至るまでの様々な実経験からの苦労話や、どういうプロセスでビジネスを大
きくしてきたのか、家庭とのバランスなど、近しい距離で学べるのも特徴となっています。
　「マネジメント・サロン」ならではの女性経営者・プロフェッショナルとの出会い、
それぞれ目標を持つ仲間とともに学習の場を通して得られる実社会との繋がりにより、
家庭を基盤とした地域のネットワークに加えて、新しい仕事という意味でのネットワー
クの広がりのきっかけにもなることでしょう。

講座趣旨

女性経営者から学び、新たなネットワークへ

　　　　⃝女性経営者による講話／ビジネスケーススタディ
コーディネータ　野

の だ

田　稔
みのる

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
　1981年一橋大学商学部卒業…株式会社野村総合研究所入社。1987年一橋大学大学院修士課程修了。野村総合研究所復帰後、経営戦略コンサルティング室長、
経営コンサルティング一部長を経て2001年３月退社。多摩大学経営情報学部教授、株式会社リクルート…新規事業担当フェローを経て、2008年４月より現職。
リクルートワークス研究所…特任研究顧問を兼任。著書：『組織論再入門』（ダイヤモンド社）、『中堅崩壊』（ダイヤモンド社）、『二流を超一流に変える「心」の
燃やし方』（フォレスト出版）、『野田稔のリーダーになるための教科書』（宝島社）、『あたたかい組織感情』（ソフトバンククリエイティブ）など多数。

科目名　「マネジメント・サロン」

担当　樋
ひわたし

渡　雅
まさゆき

幸
明治大学商学部特任准教授

株式会社シンクデザイン代表取締役社長
　明治大学商学部卒業。コンサルティングファーム、エクイティファンドでの勤務を経て現職。現在はこれまでのキャリアを
活かし大学での講義に加え、企業とのより深い協業を実現するコンサルティングの確立を目指している。著書『「実践・内部
統制」リスクに強い会社のつくり方』（ダイヤモンド社）、『マーケティング戦略ハンドブック』（PHP研究社）『なぜこのお店
に人が集まるのか』（PHP研究所）、その他『日経情報ストラテジー』（日経BP社）、『Chain Store Age』（ダイヤモンドフリー
ドマン社）、『東洋経済』（東洋経済新報社）など多数の執筆がある。

科目名　「マーケティング実践プロジェクトゼミナール」

大同生命寄付講座　女性活躍支援セミナー

　大同生命は、「中小企業の継続的な発展を応援していきたい」という想いをお伝えする取組みのひとつとして、創業100周年を迎えた平成14年度より、全国各地の
大学で寄付講座を開催してまいりました。このたび、さまざまな企業経営者との対話から実践的な学びを得る「マネジメント・サロン」の趣旨に共感し、協賛させてい
ただくことになりました。この講座をひとりでも多くの方にお役立ていただけるよう努力いたしますので、お誘い合わせのうえご受講いただければ幸甚です。

ごあいさつ　－寄付講座開設にあたって－

〈ホームページ〉http://www.daido-life.co.jp/

　この講座では、マーケティングというものの見方を通して、企業の活動や社会のさま
ざまな課題に解決策を提示する力を身に付けていただくことを目指しています。現代の
企業は単にモノを売るのではなく、社会に対して価値あるコトを生み出すことが求めら
れるようになってきました。マーケティングは、こうした企業の基本的な経営理念を意
味しています。本講座では、このようなマーケティングの考え方を実際の企業事例を活
用しながらゼミナール形式で学び、ディスカッションし、最終的には企業のマーケティ
ング戦略やビジネス・モデルの提案まで行えるようになることを目標にしています。実
際の企業から提示されたマーケティング戦略や経営上の課題に対して受講者の皆様が

チームとして取組み、真の課題を発見し、解決案をプレゼンテーションしていただきます。
こうしたアクティブラーニングによって主体的な問題解決者になっていただくことを目
指しています。現代の企業は、女性の方々の視点やアイディアを強く求めています。こ
うした実感にもとづく新鮮な切り口を、単なる思い付きではなく、理論的な分析のもと
づく説得力のある提案に仕立ててゆくことで、実際に企業経営に活かされ、社会の改善
に役立たせることが可能になります。さらに、受講者の皆様の多様な考え方をお互いに
学び、摺合せ、高め合うことで、自身のものの見方が広がり、はじめは思いもよらなかっ
たような斬新な提案に結びつく体験を味わっていただきます。

講座趣旨

実際の企業のマーケティングに携わる

担当　橋
はし

本
もと

　雅
まさ

隆
たか

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。明治大学大学院経営学研究科博士前期課程修了。博士(商学)。三菱銀行(現三菱東京
UFJ銀行)調査部、一橋大学客員教授等を経て、2015年より現職。専門は流通論、物流論、サプライチェーン・マネジメント
論。日本物流学会、日本ダイレクトマーケティング学会理事。

科目名　「マーケティング実践プロジェクトゼミナール」

　この講座では、実際の企業からテーマをいただきそのテーマに対して答えを出すとい
うプロジェクト型の講座をみなさまと一緒に行なわせていただきます。
　プロジェクトとして構えて考えると難しく思いますが、チーム全体でゴールに向かっ
て個々の力を結集し、その成果を企業の方に伝えるという基本に立ち戻って考えると肩
の力も取れるのでは無いでしょうか？しかし、その基本を実行していくためには、「目
標に向かって方向性を決め、それに適したスケジュールを構築」（＝プロセスの構築）し、
そのプロセスに則って「調査を行い、分析結果を活用し戦略を構築し」（＝戦略の構築）、
「チームの役割を決め」（＝マネジメント）、時には「メンバーを鼓舞しながら」（＝モ

チベーション）、更にはその「進捗管理を行う」（＝リーダーシップ）、最終的は「テー
マ企業の方々に発表を行い、納得をいただく」（＝プレゼンテーション）というように
この講座で学ぶ内容を実践的に活用する場が全て網羅されています。
　これまで様々なプロジェクトを手掛けてきた経験を活かしてプロジェクトの進め方に
ついてアドバイスさせていただくので、進捗に関してはご安心いただければと思います。
しかし、マーケットも組織も生き物であり、絶対的な答えがあるものではありません。
是非、チームメンバーの方々、私を含めた講師と一緒に切磋琢磨し、ひとりひとりが適
したキャリアを描く力を手に入れていただきたく思っています。

講座趣旨
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　この講座では、ブランド戦略の概念、その前提条件について考察し、
パーソナルブランディングの考え方を学びます。講義ではディスカッ

ションやケーススタディ、ワークショップを通じて企業組織の中での
戦略立案・意思決定・戦略実行のプロセスとキャリアデザイン、その
留意点を学びますので、積極的な参加を期待します。

講座趣旨

　現在大手企業を中心に、管理職や経営幹部に登用する人材の選抜
手法の1つとして「ヒューマン・アセスメント」が活用されています。
　ヒューマン・アセスメントは、マネジメント環境を想定した演習を
通じて、管理職に求められる能力を複数の項目で多面価するプログラ
ムです。
　そしてその評価の際に基準となるのが「コンピテンシー」という、
ハイパフォーマーに見られる行動特性です。

このコンピテンシーの質を高めることが、マネジメント業務において
継続的に成果をあげるための必須事項と言えます。
本科目では、業種・業態を問わず移り変わりの激しい現在の競争環境
において企業の管理職・経営幹部に求められるコンピテンシーを「資
質」「思考」「対人」に分類して体系的に学びます。
　また、演習を通じて自身のコンピテンシーレベルを棚卸し、自身の
マネジメント能力の強み・弱みを把握します。

講座趣旨

担当　首
しゅ

藤
とう

　明
あき

敏
とし

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
　一橋大学社会学部卒業後、株式会社博報堂に入社、マーケティング局にてマーケティングプラニング業務に
従事。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了後、博報堂研究開発局にて、博報堂ブランド管理システムの開
発等に従事。2001年、博報堂ブランドコンサルティング（現博報堂コンサルティング）設立と同時に代表取締
役社長に就任。
　2016年3月、代表取締役社長を退任。同年4月、明治大学大学院グローバルビジネス研究科教授に就任、また、
博報堂コンサルティングの取締役フェローとして、引き続き経営に参画。

担当　梅
うめ

村
むら

　紀
とし

彰
あき

株式会社エル・ブレイン代表取締役
　印刷会社にてマーケティング事業部に所属し、新商品開発及び新規顧客開発業務に携わる。
その後、(株)人材政策研究所の設立に携わり、取締役就任。船井総合研究所客員コンサルタントを兼務。1997年(株)
エル・ブレインを設立し代表取締役就任。人事・営業・マネジメント領域のコンサルタントとして、企業のソリュー
ション営業力強化、人材評価、他新卒から幹部層までの人材教育・能力開発支援全般に取り組む。
特に、営業パーソンおよびマネージャー職の能力・コンピテンシー開発で高い評価を得ている。リクルートマネジメ
ントソリューションズ公認インストラクター、マイナビ認定講師。

科目名　「企業戦略とビジネスデザイン」

科目名　「マネジメント層に求められるコンピテンシーの理解と開発」

　ヒトの脳には、無意識に感じる「とっさの快・不快」があり、これ
が性別や時代によって大きく違います。ある時代に売れたものがさっ
ぱり売れない、50代男性がよいと思ったものを20代女性はまったく

ピンとこない…なんてことは脳科学的には当たり前。デザインやネー
ミングの心地よさの根源は何か、その性差と流行の波を脳科学から解
明していきます。また、男性脳型のビジネス社会において、女性がど
う振る舞えば「デキる女」に見えるかを指南します。

講座趣旨

担当　黒
くろ

川
かわ

伊
い

保
ほ

子
こ

株式会社感性リサーチ　代表取締役
　人工知能研究／脳科学コメンテイター、随筆家、日本感性工学会評議員。
脳科学の見地から「脳の気分」を読み解く感性アナリスト。
「市場の気分」を読み解く感性マーケティングの実践者であり、「男女脳の気分」を読み解く男女脳論の専門家、
「ことばが脳にもたらす気分」を読み解く語感分析の専門家でもある。人工知能（AI）エンジニアを経て、
2003年、ことばの潜在脳効果の数値化に成功、大塚製薬「SoyJoy」のネーミングなど、多くの商品名の感性
分析に貢献している。宣伝会議のコピーライター講座で講師も務める。
昨今では、「男女脳差理解によるコミュニケーション力アップ」を目的とした講座も人気。
1959年長野県生まれ、栃木県育ち。1983年奈良女子大学理学部物理学科卒。

科目名　「男女脳差理解と感性マーケティング」

⃝ブランド・マネジメント

マネジメント層として使命を果たす
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　働きやすい職場は、お互いに認め合うコミュニケー
ションサイクルが実現しています。そのキーパーソンを
目指すのがこの講座の目的です。
　円滑な双方向コミュニケーションの源になるのが相手
の立場に立って考え言葉にする意識です。相手の話を傾
聴し、何を望んでいるのかを正確に掴みながら、その実
現に向けてのアドバイスや相手のモチベーションを高め
るメッセージを送り、その結果については責任を持つレ
ベルのコミュニケーションです。講座では、形だけのも
のではなく、信頼という強い絆で結ばれた関係の構築を
前提とした言葉の力を学びます。
　またビジネス現場では新しい仕事の開発を行い業績を

伸ばす役割を担います。説明、報告、プレゼンテーショ
ンの内容が受注を左右することは言うまでもありませ
ん。そういった修羅場を乗り切るためのトレーニングの
場が「ビジネス・スピーキング」です。
　結論先行型の論理表現、情報を訊きだすインタビュー
力、決定権者の琴線に触れるプレゼンテーション能力の
獲得を視野に入れます。
　こうしたステップを踏んで身に付けたノウハウは、ま
ず家庭生活の場でのよりよいコミュニケーションサイク
ルづくりに役立てます。一方通行型から双方向へ言葉の
ハンドルを切り替える基礎体力づくりこそが、仕事への
復帰、キャリアアップの出発点となるのです。

講座趣旨

担当　金
かねざわ

澤　朱
あけ

美
み

UCA研究センター主任講師

　1987年より社員教育研修を担当、社会貢献活動として公立中学校にて、マナーアップ講習会講師をは
じめ、群馬県西部教育事務所にて教員初任者研修に従事。第２期群馬県教育振興基本計画策定懇談会委
員等歴任。
　ヨシモトポール株式会社教育相談室長、2013年UCA研究センター主任講師。（現職）

　話すときのアゴの角度ひとつで、敵が増えたり味方が
増えたり。何気ない体動リズムが部下のやる気を喪失さ
せてしまう等、コミュニケーションにおける動作・表情
の影響が占める割合は、声のトーンや話の内容をはるか
に越えています。この講座では、期待される対人対応能

力（社会的スキル）を行動心理学に基いた様々な角度か
ら検証し、より自分を効果的にアピールする方法を見つ
けていただきます。あらゆる場面での「説得力」強化、「指
導力」向上、スムーズな「意思疎通」等に活用し、充実
した毎日を自信を持って楽しく過ごしていただきたいと
思います。

講座趣旨

　　　　⃝ビジネス・スピーキング

担当　小
こ

沼
ぬま

　俊
とし

男
お

別府大学客員教授
（一財）NHK-CTI日本語センター専門委員

　明治大学経営学部卒。1961年よりNHKアナウンサーとして報道・教育番組等を担当。1988年（財）
NHK-CTI日本語センター部長、エグゼクティブアナウンサー。2005年別府大学短期大学部初等教育科教授。PHP認定ビジネスコー
チ。明治大学教育会・地域デザイン学会・日本国語教育学会会員。

科目名　「ビジネスコミュニケーションⅠ」

　　　　⃝行動心理コミュニケーション

担当　宇
う

井
い

　美
み

智
ち

子
こ

UCA研究センター所長
行動心理コミュニケ―ション研究家

元TBSアナウンサー
　明治大学卒。TBSアナウンサーを経て、松下電器と宣伝・教育契約。明治大学情報コミュニケーション学部総合講座「ジェンダーレ
スの人間関係学」講師、厚生省委嘱機関公衆衛生協会主催「保健所職員機能強化研修」に問題解決支援システム “Uの木発想法” が採
用される等、行動心理に基づいたコミュニケーションスキル研修は企業、自治体、商工会、大学等の各方面で評価を受け、数多くのトッ
プセールスと優れた人材を輩出する。著書は「Uの木発想法」（能率協会マネジメント）「女のしあわせ革命」（主婦と生活社）など多数。

科目名　「ビジネスコミュニケーションⅠ」

行動心理、コミュニケーションを極める
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　この講座では、ストレスを排除するのではなく、その
メカニズムを知り、活かしていく方法を、学んでいきます。
　社会人の、仕事に関して強い不安・悩み・ストレスな
どを抱えているとする人の割合は、６割にも達すると厚
生労働省は発表しており、日本人のうつ病は、過去20年
間で６倍も増加したといわれています。
　近年、多くの企業では、メンタルヘルスに関する研修
が導入され、様々な対策がなされるようになりました。
それでもなお、減るどころか、ストレスに悩む人々の数
は増加の一途を辿っています。
　日常の生活を送る上で、ストレスとは、なくなるもの
でも、なくせるものでもありません。さらに、なくして
しまってはならないものでもあるのです。

　悩みや不安、焦り、悲しみ、心配…そうした感情は、
喜びや感動、幸せ同様、なくすことはできません。必要
だからこそ、あるのです。
　コーピングは、こういった感情に働きかけ、ストレス
を力に変えていく技術と言えます。日本を代表するス
ポーツ選手の間では、非常によく学ばれているコーピン
グですが、日常の社会の中で身に着ける事によって、コ
ミュニケーション力、モチベーション向上、キャリアマ
ネジメントにまで、応用ができる、誰にでも必要なスキ
ルと言えます。
　困難にも立ち向かう勇気を失わず、日々、モチベーショ
ンを高く充実した気持ちで幸せに生きたい人々に…あら
ゆる成功へと人を導くメンタルスキルです。

講座趣旨

　コーチングは、その人固有の「意欲の持ち方の特性」
を活用することで自己成長を促す技術です。そのため、
感情を行動のエネルギーとして活用する特徴があり、不
平や不満という負の感情さえも、気づきや建設的な力へ
転化させることを可能にします。
　このことは、自分とは違う価値観をもつ相手との共感
力も向上させ、自分のコミュニケーション能力アップや
リーダーシップ・フォロワーシップの幅を広げることに
役立ちます。なかでも「聴く技術」の習得は、…信頼関係

を促進する上で大変有効です。
　このような特徴から、コーチングは企画立案・目標達
成・部下指導・問題解決を始め、親子や夫婦のコミュニ
ケーションを深めることにも役立つなど、様々な場面で
ご活用いただけます。ぜひ、キャリアアップや仕事復帰
への強みの一つとしてご利用ください。
　なお、当講座を修了されると、認定コーチ養成プログ
ラムの単位の一部として認められます。詳細は、（社）日
本コーチ連盟（http://www.coachfederation.jp）にお
問合せ下さい。

講座趣旨

　　　　⃝ストレス・コーピング

担当　竹
たけ

山
やま

　まゆみ
フリーアナウンサー

　明治大学文学部卒業、広島テレビ放送入社。1998年よりフリーアナウンサー、DJとして各テレビ局
やラジオ局で番組を担当。また、日本の放送文化に貢献した優秀な番組・個人・団体に贈られる「ギャ
ラクシー賞」授賞式の司会等、各種イベントの司会を担当する。2012年よりTBSの夏のイベント『サカス』にて専属DJを務める。
　また、コーピングの第一人者であるメンタルトレーナー／ソウル五輪シンクロナイズドスイミング・デュエット銅メダリスト田
中ウルヴェ京に師事し、コーピングについて講演・カウンセリング等を通じ普及にあたっている。

科目名　「ライフ・キャリアマネジメントⅡ」

　　　　⃝コーチング入門

担当　森
もり

山
やま

　展
のぶ

行
ゆき

（一社）日本コーチ連盟公認マスターコーチ

　北海道生まれ。法政大学文学部哲学科卒業。国際コーチ連盟認定コーチ養成プログラム修了。現在、
一般社団法人日本コーチ連盟理事長、コーチアカデミー学長の他、明治大学リバティアカデミーをはじ
め大学公開講座の講師を務め、技術の普及に努めている。

科目名　「ビジネスコミュニケーションⅡ」

ストレスとの付き合い方、聴く技術を学ぶ
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　私達は仕事を進める上で、どうしたらよいか判断に迷うよ
うな厄介な問題に遭遇することがあります。何か好ましくな
いことが発生したら、何故そんなことが発生したのか、どう
したら乗り切れるかをあれこれ考えて結論を出しています
が、ムダなく思考しているかというと、必ずしもそうではあ
りません。今回紹介する思考法は「あの人はできる、切れる」

と称される人達が厄介な問題に遭遇した時に、どのように思
考しているかを整理し、体系化した思考の段取り、ステップ
です。様々な問題の解決に役立つ基本的かつ汎用的な思考法
です。この思考法を身につければ、あなたは「できる人」「切
れる人」になること必至です。
　講義の進め方は講師の話を一方的に聞くのではなく、ワイ
ワイガヤガヤと楽しくおしゃべりしながら学んで行く講座です。

講座趣旨

　　　　⃝論理的思考による問題解決・意思決定力強化

担当　今
いま

井
い

　繁
しげ

之
ゆき

株式会社シンキングマネジメント研究所所長
　明治大学商学部卒業。リコー、ソニー（株）に勤務。ソニー在社中に論理的問題解決法であるKT法の社内講
師を務め、ソニー退社後、同種の問題解決法であるEM法の研修講師を務める。1990年に独立して、シンキン
グマネジメント研究所を設立、独自に開発した問題解決・意思決定の手法の研修講師として、大手企業及び全国の自治体の幹部・管理監
督者対象に研修を行っている。著書に「問題解決思考」（あさ出版）、「ホウレンソウの習慣が面白いほど身につく本」（中経出版）他多数。

科目名　「ロジカルシンキング」

　本講座では、「動機づけをする」「意思決定を促す」「承認
を得る」といった、相手に行動を促すプレゼン・スタイルの
基本について「短時間」「具体的」「実践的」に学びます。
　今、「プレゼンテーション」を学ぶ人たちが増えています。

それは、自己流でプレゼンテーションを行うことに限界がある
ということに気づいているからです。ビジネスの場では、限ら
れた時間の中で相手を説得し「意思決定を促すプレゼンテー
ション」が必要となります。プレゼンテーションに必要な「話
の構成」「スライド作成」「伝え方」をトータル的に学びます。

講座趣旨

　　　　⃝ビジネスプレゼンテーション

担当　村
むら

松
まつ

　かすみ
プラネット（株）シニアインストラクター

　大学卒業後、富士通（株）勤務。初めて参加したプレゼン研修をきっかけにプロのインストラクターを生涯
の仕事とすることを決意。中京大学大学院客員教授、日経ビジネススクール講師等歴任。現在、ビジネスパー
ソンを対象に、プレゼンテーション研修、プロジェクト・マネジメント技法のグローバル・スタンダードの研修、コーチング研修、
NLP研修、マナー接遇応対研修などを行なっている。Microsoft®…Office…Specialist…PowerPoint®…2010、米国NLP協会公認NLPマ
スタープラクティショナー。主な著書に「できる…使えるプレゼン術」（日本能率協会マネジメントセンター）、「働く女性のプレゼン演
出術」（総合法令）…などがある。

科目名　「ITリテラシー」

　社会経済のGlobal化により、ビジネスにおける英語の重要
性が増し、英語コミュニケーション力を測定するTOEICが広
く取り入れられています。しかし、海外とのコミュニケーショ
ンには測定できる英語力だけでは十分でなく、異文化理解や
英語運用力、つまりコミュニケーションスキルが必要です。
（話す：Meetingやプレゼンテーション、書く：ビジネス
（E-Mail）ライティングなど）、しかしこれらは自己流では
なく基本的な正しいスキルを習得する必要が有ります。昨今、
一番重要視されて来ているスキルがE-Mailによるビジネスラ
イティングでしょう。海外とのコミュニケーションは大変楽
になりましたが、時間を掛けず、分かり易く書くには正しい

スキルが必要です。早く正しく書ければ業務効率も高まりビ
ジネスチャンスも広がります。実践的なビジネスライティン
グを是非この機会に習得する事をお勧めします。
　本講座は、海外業務未経験のビジネスパーソンやこれから
更にグローバルなキャリアを伸ばしたい方々を対象に考えて
います。「すばやく」「分かりやすく」英文を書く為の３つの
コツ（型）を習得、ビジネスシーンを想定した６つの課題を
実践的に演習します。更にGlobalに通じる英文ライティング
の基本となる５つのルール、またGrammar…Tipsや語彙の演
習も加え英語を扱い易くする発想要領：「チャンク」のコン
セプトを理解し英語の運用力を更に強化します。

講座趣旨

　　　　⃝ビジネス英文実務

担当　宮
みやした

下　由
ゆ き

紀
（株）アクト・システムズ…シニアトレーナー

　千葉大学法政経学部卒業。ビジネス英語シニアトレーナーとして法人研修実績多数。法人研修実績：
ウシオ電機（株）、ソニー（株）、（株）NTTデータ他多数。関連資格：TOEIC980点取得

科目名　「Business English」

英文実務能力、プレゼン力、論理的思考を磨く
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当プログラム履修の動機、活用の目的、現時点でのキャリアプラン等をお書きください。
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履修生の声・講義風景 講義はレクチャー、グループワークなど様々な形式で行われます。
常に笑顔があふれる授業が展開されています。

ビジョン・ロードマップの発表 ロジカルシンキング企業へのプレゼンテーション

1．スマートキャリアプログラムを選んだ理由を教えてください。
子供を二人出産後も15年間同じ仕事(webディレクター)を続けてきました。ずっと最前線で仕事をしてきた結果、ある程度どんな仕事もこなせるようにな
り、ここ一年ほどは以前の様なモチベーションが無くなっていました。
ぼんやりと「全然違うことをしたい」と考えていた時にスマキャリを見つけて飛び込みました。
子供の帰宅時間にかぶらない時間設定と、三カ月という短期集中なところが良かったです。

2．実際の講義を履修していかがでしたか？
最初の授業でいきなり自己開示をする授業が続き、戸惑いながらも自分の人生、これからの生き方を真剣に考えるきっかけとなりました。最初のあの時間が、様々
な想いを胸に抱える受講生同士の距離を縮めてくれたと思います。
興味があった講義だけではなく、知らない分野やむしろ嫌いな内容もありましたが、どの授業も新しい発見がたくさんあり、本当に贅沢な時間だったと感謝しています。

3．学んだことをどのように活かしていきたいですか？
とにかく20年ぶりに学生になり、「大人になって学ぶって、何て楽しいんだろう！」という事が最大の発見です。
学びたいスイッチがオンになったため、ライフワークとして続けていきたいです。
20代から50代まで幅広い仲間と知り合い色々な経験を共有する中で、女性の人生は窮屈な面もある一方限りなく自由である事も学びました。「自分の可能性にも
う一度真剣に向き合ってみようかな」と今は考えています。

阿部知子さん

一期生

1．スマートキャリアプログラムを選んだ理由を教えてください。
これまでのキャリアを体系的に見直し、今後のキャリアアップへ向けた力をつけたいと思い受講を決めました。実践形式のマーケティング、ロジカルシンキ
ングやプレゼンテーション、ビジネスコミュニケーションなど今後のキャリアアップに欠かせないスキルが学べるとともに就職支援がプログラムの一貫とし
て準備されていたことも決定要因です。

2．実際の講義を履修していかがでしたか？
個々の講義においてグループワーク中心に、物事を可視化しプレゼンテーションする技術を学ぶことができました。自分自身のことを振り返る機会も多く、結果的に
セルフマネジメントとしていかに意識すべきかを学べました。マーケティングに関しては、実際の企業を題材とし、企画案を企業の経営陣に向けてプレゼンする実践
的なゼミナールとなっており緊張感を持って臨むことができました。

3．学んだことをどのように活かしていきたいですか？
やはりマーケティングに携わり、新しい仕組みや価値を提供していけたらと考えています。社会経験を積んだ上で学ぶことの大切さと楽しさを教えていただきまし
た。学んだことを社会の中で活かし、結果に結びつけられるよう努力していきたいと思っています。

池　美恵さん

一期生

1．スマートキャリアプログラムを選んだ理由を教えてください。
「子育てを優先しつつ、やりがいのある仕事はできないのか」「サービス業を主にしてきた自分にどんな仕事ができるのか」と漠然と不安抱えていたとき、
スマートキャリアの記事を新聞で見つけました。子供に負担をかけない時間帯で、マーケティングやビジネスに役立つ内容の講義が受けられることに興味
を持ち応募しました。

2．実際の講義を履修していかがでしたか？
どの講義も得るものが多く、日々脳が活性化していくのを感じました。その中でも印象的だったものが3つあります。
まず、最初の講義でビジョンロードマップを作製したことが、大変効果的でした。今後のビジョンだけでなく、今までのキャリアや性格、長所を棚卸できました。短所
やできないことばかり見てしまいがちですが、育児や主婦業に従事したことを強みにしていけると思えました。そして、マーケティング実践ゼミでは、実際に販売され
ている商品のプロモーションを考えるという課題に取り組みました。チームメンバーはみな子育てという時間の制約がありながらも、連絡をとりあい、協力して準備
を進めました。企業の方の前でプレゼンし、きちんと評価の声を聞けたことはよい経験でした。切磋琢磨しあったママ友とは違う友情が生まれました。

3．学んだことをどのように活かしていきたいですか？
就職先を選ぶ時点から活かされました。ビジョンロードマップに沿った職種の会社の情報収集、その中から選ぶために必要な判断方法（ロジカルシンキング）、 面
接時にはコーディネイト術で学んだ服装を意識しました。
働きだしてからも、直接的でないことも多いですが、数字で考えたり、ロジカルに説明したりと活用している場面が多いです。なによりも、ペースダウンの働き方で
あっても自分のビジョンに沿って前に進んでいると思えることが、自分にとって重要なポイントです。

澤柳香織さん
二期生

1．スマートキャリアプログラムを選んだ理由を教えてください。
リーマンショック後に正社員として働いてきたメーカーを退職後、大学契約職員として働きながら子供 2 人の育児とスキルアップ
のための勉強を並行する厳しさを感じていました。 講座内容が女性に特化したビジネスプログラムであること、日中の半年間の講
座であること、受講料設定をみて、すぐに受講を決めました。 

2．実際の講義を履修していかがでしたか？
前職の契約が満了後すぐ半年間仕事を休み、大学での勉強に集中しました。久しぶりの大学の講義に最初は戸惑い、仕事よりもしんどかっ
たというのが本音です。 講義といっても、座学というよりは自己開示やコミュニケーションの講座が中心でした。 自分の内面に向き合い、
ディスカッションやプレゼンテーションを通じた自己表現を中心にした講義は、脳と全身の体力を消耗しました。 一方で、先生方や幅広い
バックグラウンドを持った同期の仲間との出会いがあり、かけがえのない時間になりました。
3．学んだことをどのように活かしていきたいですか？
受講前はスキルアップのための勉強は厳しいと考えていましたが、すきま時間で勉強する、自己を振り返る時間を敢えて作ろうと意識するようになりました。 業務
に必要な情報システムの知識はもちろん、コミュニケーションやストレスコーピング、自己演出のための知識を深めることも自分に必要と気づかされ、積極的に学
ぶよう心がけています。学んだことを実生活に取り入れ、生涯誰かの役に立てるよう、仕事をしていきたいです。

富山 昌子さん
二期生
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履修生の皆様の想定される主な４つのキャリアを、効果的に支援していきます。

１．自分のライフスタイルで無理なく仕事を再スター
　　トする。
２．正規雇用としてキャリアアップを目指していく。
３．起業（個人事業主含む）に向けて準備をしていく。
４．�さらに専門的な学びを継続するため、ビジネスス
クール等に進学する。

①キャリア支援セミナー
　履修生の皆様が選択できる多様な「働き方」の実例紹介、仕事復帰・キャリアップに向けた個別キャリアカウンセ
リングなど、キャリアについての悩みや不安を解消し、選択肢を広げて各人が行動できるような支援をしていきます。
また、起業を目指す方には、明治大学ビジネススクール（MBS）起業部の協力により、ビジネススクール出身で実
際に起業をして活躍をしている経営者が、起業に向けた様々な相談にお応えして支援をしていきます。
ビジネススクール等への進学相談は、担当教授が承ります。
　※入校時及び履修期間中にご提出いただく「キャリア相談シート」を基に各種キャリア支援を実施いたします。

②就職サポート（採用企業のご紹介）
　明治大学外郭事業会社の（株）明大サポートによる職業紹介サービス「MS…Academy」を活用し、履修生の皆様
と企業の皆様をマッチングいたします。
　採用面接に向けた履歴書及び職務経歴書の添削指導、内容のブラッシュアップも行います。
　※サービスご利用には（株）明大サポートに登録が必要です。ご利用は全て無料です。

③採用企業合同セミナー
　（株）明大サポート及び関係企業の協力により、意欲的な主婦の方を積極的に採用している企業、フルタイム採用
でも個々人に合わせて勤務曜日・時間に配慮していただける企業、フルタイムではない働き方を希望される方向け
の企業など、履修生の皆様が目指すライフ・キャリアビジョンに合った採用に注力している企業の皆様が参加する
合同セミナーを実施いたします。

④特別講座の実施
　�パーソナルコーディネート術など、ビジネスシーンで有用な講座を無料で受講できます。

就 職 支 援 体 制

Lunchタイム起業支援セミナー

キャリア支援セミナー

協力企業・団体

（株）明大サポート

 NPO法人キャリアカウンセリング協会

（一社）日本コーチ連盟

  明治大学ビジネススクール（MBS）起業部

 大学関係有力団体

…他…協力企業多数
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応募資格
①大学または短期大学を卒業し、就業経験のある女性。
もしくは
②就業経験のある女性で、個別の入学資格審査により、大学及び短期大学を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認められ、2016年４月１日時点で満22歳以上の者。

定　　員 40名

履修期間 ６ヶ月（2016年10月入校～2017年３月修了）　1日２コマ（10：30～12：00、13：00～14：30）

講義時間 １日90分×２回（10:30～12:00、13:00～14:30）の授業及び試験（レポート課題等を含む）

検 定 料 3,000円 注）…一度ご提出いただいた出願書類及び納入された検定料は理由の如何にかかわらず返還いたしませんのであらかじ
めご了承ください。

受 講 料 98,000円 ※明治大学カード会員のみ受講料を10％割引いたします。
　（明治大学カードホームページ：http://www.meiji.ac.jp/mcard/outline/mcard01.html）

出願期間 2016年７月27日（水）～９月５日（月）消印有効

出願方法

出願書類（１）・（２）・（３）をリバティアカデミー事務局まで簡易書留で送付。
（１）履修申込書
（２）最終学歴を証明する各種証明書
　　　※各種証明書につきましては原本のご提出をお願いいたします。旧姓の方は、戸籍抄本を添付ください。なお、有効期限は定めておりません。
（３）履修科目登録申請書

入校試験
（面接）

2016年９月６日（火）～12日（月）※いずれも10時～13時。所要時間は20分程度です。
※履修申込書に、面接試験の日程を…第３希望日までご記入ください。会場：駿河台キャンパス

合否通知 2016年９月23日（金）発送

入校手続 受講料の納入期限：2016年９月30日（金）（銀行等受付印有効）
※詳細は別途ご案内いたします。

入 校 式 2016年10月８日（土）13時～14時30分（予定）…会場：明治大学駿河台キャンパス
※続いて履修ガイダンスを行います。

修了要件
必修科目：５科目　72時間／選択科目：４科目　48時間※

合計120時間以上の履修及び修了認定
※…大学が指定するリバティアカデミービジネスプログラム講座の受講時間を、当プログラムの選択科目履修時間として加算するこ
とができるものとする。

修 了 式 2017年３月25日（土）　※修了証（履修証明書）を交付いたします。

※夜間・土曜主コースもございます。別途事務局までお問い合わせください。

明治大学リバティアカデミー事務局
〒101-8301　東京都千代田区神田駿河台1-1 駿河台キャンパス…アカデミーコモン11階
　……03-3296-4423　【平日】10：30～19：00　【土曜】10：30～15：30　【日・祝】休
※e-mailのお問い合わせは、特設ページお問い合わせフォームからお願いいたします。
TEL

お問い合わせ 明治大学…スマートキャリア 検索
特設ページ開設‼

http://academy.meiji.ac.jp/smartcareer

募　集　要　項

会場までのアクセス事　　　務　　　局

■出願書類チェック
■出願者登録
■履修希望科目仮登録
■面接試験日通知
■検定料納入確認
■面接試験実施
■全履修者履修科目
仮総チェック・定員確認

■合否判定
■履修科目確認依頼
①必修・選択科目
②選択科目履修時間加算可能科目

■全履修者履修科目
総チェック・定員確認

■受講料納入確認
■会員証準備
■個別時間割作成
■提出用書類準備
■入校式・ガイダンス
■提出書類チェック
■会員証授与

出願から
授業開始まで

出　　　願

検定料納入

受講料納入

面 接 試 験

入校式
ガイダンス

授業開始

検定料請求

合否通知
（合格者に受講料請求）

入校式案内
各種書類発送

必要書類提出

履　　　修　　　生
●募集要項確認
●履修の手引き確認
●時間割確認
●出願書類準備

●面接試験日確認

●履修科目確認
※…変更が生じた場合、同封の変
更届を提出。

●時間割確認

●個別時間割確認
※…変更が生じた場合、事務局に
相談。

●提出書類準備
JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」下車徒歩３分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」下車徒歩５分
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町駅」下車徒歩５分

明治大学 駿河台キャンパス
「アカデミーコモン」
〒101-8301…
東京都千代田区神田駿河台1-1


