履修証明プログラム

女性のためのスマートキャリアプログラム
202１年4月開講
1２期生募集

仕事復帰・キャリアアップ

昼間コース

文部科学省「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）認定事業
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」対象講座

平日の昼間に半年間学ぶ
短期集中ビジネスプログラム
出願期間

2/8（月）～2/18（木）消印有効

❶
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10:20～14:30の昼の時間帯です。

❷
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の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。

❸
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履修生、履修生同士が交流できる場を設け、新たなネットワークの創出を積極的に
支援します。

❹
協力企業との連携により「キャリア相談会」や「採用企業合同セミナー」などを実施します。

あなたが輝く新たなステージへ
学びこそ新たな道を拓く原動力
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２０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」等ビジネスの基本を習得する
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。
もう一つの特徴と言えるのが、明治大学専門職大学院の教授陣による講義と、社会の第一線で活躍する経営者やプロ
フェッショナルの方々を講師としてお招きし、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い、様々なコ
ミュニケーションの機会を提供する講座を展開しています。
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。

復帰後のキャリアプランをしっかり立て、さら
にはスキルをブラッシュアップすることで、休
業後でもスムーズに職場復帰をすることが可能
となります。
また、タイムマネジメントなどを習得し、短時
間勤務でも高い成果を出すことで、キャリアッ
プを目指すことも可能となります。

プログラムコーディネータ

小川 智由
明治大学商学部教授

これまでの自分のキャリアをしっかりと振り返

起業に必要な「ヒト・モノ・カネ」といった

り、自身の強み、弱みを把握します。

資源をどうやって動かすかなどのスキルを身

ビジネスの場に向けてのマインドセット、カル

に着けるだけでなく、経営者との対話から、

チャーフィットを念頭に自身の準備を進めてい

幅広い知識を学ぶことができます。カリキュ

きます。そして、さらなるビジネススキルを見

ラムを通じて、人生全体のビジョンの明確化

につけ、再就職や転職を目指します。

がなされる設計となっています。

協力企業・団体による各種支援体制により、❶キャリア支援セミナー❷就職サポート（キャリアカウンセリング・企業マッチング）
❸採用企業合同セミナー・採用企業個別会社説明会など、履修生の幅広いニーズにお応えしています。

マンパワーグループ(株)
「Learnability:ラーナビリティ」と「働く」の未来

パーソルキャリア(株)クリーデンス事業部
転職市場動向を知る

(株)Waris
Live Your Life 「新しい働き方を創る」

【連携内容実績】
（掲載内容は、一例です）
「再就職支援セミナー」
30～40代の女性の主要な職種・年収などもふまえ、最新の転職事情の提供。就職活動に向けて必要なことを学ぶセミナーのほか、多様な「働き方」についての実例紹介など。
「採用企業合同セミナー」
意欲的な主婦層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が参加する合同セミナーを開催。
「個別キャリアカウンセリング」・「就職相談」
キャリアについての悩みや不安を解消する継続的な個別カウンセリングなど、選択肢を広げて各人が行動できるような支援を実施。

※講師の肩書は2020年12月時点のものを掲載しています。

修了要件

科目名
マーケティング・
コミュニケーション

必修科目

５科目 ７２時間

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）

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

（人生100年時代の実践キャリア
メイキング）

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）

ビジネスコミュニケーションⅡ

（再挑戦のためのキャリアデザイン）

４科目 ４８時間以上

選択科目

実践・財務分析のポイントと
企業価値評価

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）

講師・コーディネータ

90分×8コマ
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
＝12時間

という、最新のマーケティング体系の理解を深めます。

王 京穂

金融経済に関する知識は、ビジネスにおいても、個人の家計においても

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス
研究科教授

小川 智由

90分×8コマ
重要で有用です。本講座では、金融の仕組み、財政、企業の財務、
＝12時間

金融市場を中心に学習をします。

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

90分×16コマ
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
＝24時間

他

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。

野田 稔

本講座は、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

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス
研究科教授
他

90分×8コマ
師としてお招きします。様々なコミュニケーション、多様なケーススタ
＝12時間

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。

藤野 公子

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、

琉球大学客員教授
ICCA-JAPAN
キャリアスペシャリスト

90分×8コマ
身体・仕事・人間関係・お金・社会貢献の5つについて、あなたのビジョン
＝12時間

を描いていきます。

藤野 公子

琉球大学客員教授
ICCA-JAPAN
キャリアスペシャリスト

本講座では、人生100年時代の女性のキャリアを共に考え、職場復帰から

90分×8コマ
起業まで様々なケースに対応できるコミュニケーション能力、IT環境への
＝12時間

他

堀口 瑞予

本講座では、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
ていただきます。

島谷 美奈子

(株)Warisワークアゲイン事業
プランナー
他

最高のパフォーマンスを発揮する
自己マネジメント・メソッド

（Philosophyction Management Method）

きます。

他

今井 繁之

(株)シンキングマネジメント
研究所代表取締役

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス
研究科教授

綿引 宏行

(株)東京海上日動HRA
顧問

村田 潔

情報セキュリティ＆リテラシー

明治大学商学部教授

井田 正道

目的としています。

90分×8コマ 企業評価の手法を身につけることを目標とします。講義では、実際の企業
＝12時間
の財務諸表を用いながら分析のポイントについて分かりやすく解説してい

明治大学商学部准教授

下釜 創

本講座は、離職期間の長い女性が仕事復帰（再就職・起業・フリーランス

90分×8コマ
等）を果たし、自分らしくと働き続けるのに必要な力を身に着けることを
＝12時間

財務諸表の基礎と分析のポイントについて学びます。基本的な企業分析・

奈良 沙織

Growth Rings代表取締役

理解力などその実践力を蓄えていきます。

90分×8コマ
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
＝12時間

コミュニケーションデザイン
代表

首藤 明敏

ブランド・マネジメント

内容
マーケティング発展の歴史を踏まえ、製品やサービスの提供 を通じて、

小川 智由

明治大学商学部教授

明治大学商学部教授

回数

明治大学政治経済学部教授 他

90分×8コマ 本講座では、プレゼンテーションに必要な「伝え方」「話の構成」
＝12時間 「スライド作成」の基本を「短時間」「具体的」「実践的」に学びます。

効率的に仕事を進める人達の思考のステップを視覚化したのが本講座です。

90分×8コマ
様々な問題の解決に役立つ、基本的かつ汎用的な手法です。この手法を身
＝12時間

に付ければ、あなたは「できる人」になることは必至です。

本講座では、現代の企業経営において重要なブランド戦略の概念、その前

90分×8コマ
提条件について考察した上で、それを応用したパーソナルブランディング
＝12時間

の考え方を学びます。

本講座では、これから自分の仕事と人生において「自分史上最高のパ

90分×8コマ
フォーマンス」を発揮し続け、自らが定義した「成功」を勝ち得るため
＝12時間

に必要な考え方、スキルを学んでいきます。

本講座では、特に女性のキャリア形成を意識して、現代情報社会において

90分×8コマ 必要とされる情報セキュリティとリテラシーの基礎知識について学びます。
＝12時間
講座の後半では、ビジネスシーンで必須となる、データ処理について学び

ます。

●「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。」
●「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。」

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、大学または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、2021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（2021年4月入校～2021年9月修了）

実施場所

実施方法

本学駿河台キャンパスまたはオンライン
新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、➀または②のいずれかの形式で実施します。
➀対面形式
②全科目オンライン形式
実施方法は、３月下旬に決定予定ですが、新型コロナウイルス感染状況により、プログラム開始以降に変更
になる可能性もあります。

2021年1月8日の緊急事態宣言の発出に伴い､2021年春期に開講する当プログラムの実施方法は､両コース共
に全科目オンライン形式で実施します。（2021年1月時点）

講義時間
検定料

１時限目10：20～11：50、２時限目13：00～14：30
※１講義９０分×２コマの授業及び試験（レポート課題等を含む）

3,000円（税込）

注） 一度納入された検定料は理由の如何に拘らず返還いたしませんので
あらかじめご了承ください。

128,000円（税込） ※明治大学カード会員のみ受講料を10％割引いたします。
受講料

*教育訓練給付金制度（専門実践教育訓練）により最大70％の給付金が支給されます。

出願期間

2021年2月8日（月）～ 2月18日（木） 消印有効

※専門実践教育訓練の給付金についての詳細は、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの
教育訓練給付制度厚生労働大臣教育訓練講座検索システムでもご覧になれます。

出願書類（１）・（２）・（３）・（４）をリバティアカデミー事務局まで簡易書留で郵送。
出願方法

（１）履修申込書（所定書式）
（２）エントリーシート（所定書式）
（３）最終学歴を証明する各種証明書
（４）履修科目登録申請書（所定書式）
※提出された出願書類並びに納入された検定料は、理由の如何に拘わらず返還いたしません。
各種証明書は必ず原本を提出のこと。旧姓の場合は戸籍抄本の添付が必要です。

選考方法

提出書類の審査と面接により、総合的に判断し選考します。

入校試験
（面接）

2021年3月4日（木）～3月7日（日）10時～13時（予定）

合否通知

2021年3月18日（木）発送予定

入校手続

受講料の納入期限：2021年3月26日（金）（銀行等受付印有効）

入校式

2021年4月10日（土）10時半～12時（予定） 会場：本学駿河台キャンパス又はオンライン

修了要件

必修科目：5科目 72時間／選択科目：4科目 48時間以上
合計120時間以上の履修及び修了認定

修了式

2021年9月18日（土） 会場：本学駿河台キャンパス又はオンライン
※修了証（履修証明書）を交付いたします。

※所要時間は20分程度です。 実施方法：オンライン
※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。

※詳細は別途ご案内いたします。

入校に関する説明動画をスマートキャリアプログラムHPに掲載しておりますので、ご視聴ください。
●スマートキャリアプログラム トップページ
https://academy.meiji.jp/smartcareer/

これに関してのお問い合わせは、下記URLへアクセスしてください。
●問い合わせフォーム
https://ssl.action-compass.jp/meiji/smartcareer/inquiry.html

