
1月
必修 月 火 水 木 金 土

10月 午前

月 火 水 木 金 土 午後

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

午前 午前 マーケティング実践ゼミ⑬ ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑦ 情報セキュリティ＆リテラシー⑤ ブランド・マネジメント① マネジメント・サロン⑤

午後 午後 マーケティング実践ゼミ⑭ ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑧ ブランド・マネジメント② マネジメント・サロン⑥

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

午前 ライフ・キャリアマネジメントⅠ① 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Ⅰ⑤ ロジカルシンキング① 午前 情報セキュリティ＆リテラシー⑥

午後 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Ⅰ④ ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑥ ロジカルシンキング② 午後

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

午前
マーケティング・コミュニケーショ

ン①
金融・財務リテラシー① ビジネスコミュニケーションⅠ① ロジカルシンキング③ 午前 マーケティング実践ゼミ⑮ 情報セキュリティ＆リテラシー⑦ ブランド・マネジメント③ ビジネスコミュニケ―ションⅡ①

午後
マーケティング・コミュニケーショ

ン②
ビジネスコミュニケーションⅠ② ロジカルシンキング④ 午後 マーケティング実践ゼミ⑯ ブランド・マネジメント④ ビジネスコミュニケ―ションⅡ②

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

午前
マーケティング・コミュニケーショ

ン③
ライフ・キャリアマネジメントⅡ① 金融・財務リテラシー② ビジネスコミュニケーションⅠ③ ロジカルシンキング⑤ 午前

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

情報セキュリティ＆リテラシー⑧ ブランド・マネジメント⑤

午後
マーケティング・コミュニケーショ

ン④
ライフ・キャリアマネジメントⅡ② ビジネスコミュニケーションⅠ④ ロジカルシンキング⑥ 午後

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

ブランド・マネジメント⑥

29 30 31

午前
マーケティング・コミュニケーショ

ン⑤
マネジメント・サロン①

午後
マーケティング・コミュニケーショ

ン⑥
マネジメント・サロン② 2月

月 火 水 木 金 土

11月 1 2

月 火 水 木 金 土 午前 ビジネスコミュニケ―ションⅡ③

午前 1 2 3 午後 ビジネスコミュニケ―ションⅡ④

午後 4 5 6 7 8 9

午前 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

実践・財務分析のポイントと企業
価値評価①

ブランド・マネジメント⑦ ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑦

5 6 7 8 9 10 午後 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

実践・財務分析のポイントと企業
価値評価②

ブランド・マネジメント⑧ ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑧

午前 金融・財務リテラシー③ ビジネスコミュニケーションⅠ⑤ ロジカルシンキング⑦ 11 12 13 14 15 16

午後 ビジネスコミュニケーションⅠ⑥ ロジカルシンキング⑧ 午前 マネジメント・サロン⑦
実践・財務分析のポイントと企業

価値評価③
ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑤

12 13 14 15 16 17 午後 マネジメント・サロン⑧
実践・財務分析のポイントと企業

価値評価④
ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑥

午前 マーケティング実践ゼミ① ライフ・キャリアマネジメントⅡ③ 金融・財務リテラシー④ ビジネスコミュニケーションⅠ⑦ ビジネスプレゼンテーション① 18 19 20 21 22 23

午後 マーケティング実践ゼミ② ライフ・キャリアマネジメントⅡ④ ビジネスコミュニケーションⅠ⑧ ビジネスプレゼンテーション② 午前 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

実践・財務分析のポイントと企業
価値評価⑤

ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑦

19 20 21 22 23 24 午後 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

実践・財務分析のポイントと企業
価値評価⑥

ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑧

午前 マーケティング実践ゼミ③ 情報セキュリティ＆リテラシー① 金融・財務リテラシー⑤
マーケティング・コミュニケーショ

ン⑦ 25 26 27 28

午後 マーケティング実践ゼミ④
マーケティング・コミュニケーショ

ン⑧
午前 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
実践・財務分析のポイントと企業

価値評価⑦

26 27 28 29 30 午後 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

実践・財務分析のポイントと企業
価値評価⑧

午前 マーケティング実践ゼミ⑤ 情報セキュリティ＆リテラシー② 金融・財務リテラシー⑥ ビジネスプレゼンテーション③

午後 マーケティング実践ゼミ⑥ ビジネスプレゼンテーション④ 3月

12月 月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土 1 2

1

午前

午後 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 8

午前 マーケティング実践ゼミ⑦ 情報セキュリティ＆リテラシー③ 金融・財務リテラシー⑦ ビジネスプレゼンテーション⑤

午後 マーケティング実践ゼミ⑧ 情報セキュリティ＆リテラシー④ ビジネスプレゼンテーション⑥ 11 12 13 14 15 16

10 11 12 13 14 15

午前 マーケティング実践ゼミ⑨ 金融・財務リテラシー⑧ ビジネスプレゼンテーション⑦

午後 マーケティング実践ゼミ⑩ ビジネスプレゼンテーション⑧ 18 19 20 21 22 23

17 18 19 20 21 22

午前 マーケティング実践ゼミ⑪ ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑤ マネジメント・サロン③

午後 マーケティング実践ゼミ⑫ ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑥ マネジメント・サロン④ 25 26 27 28 29 30

24 25

午前

午後

修了式
10：30-12：00

入校式
10：30-12：00

２０１８年度秋期「女性のためのスマートキャリアプログラム」　時間割（案） 　2018.7.21現在

昼間コース
1日2コマ  午前10:30～12:00  午後1:00～2:30

1日2コマ  午前10:30～12:00  午後1:00～2:30


