
2021年度春期「女性のためのスマートキャリアプログラム」　時間割　　2021.4月現在

必修

4月 7月
月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3

午前 午前
マーケティング実践ゼミ⑬

（原田）

午後 午後
マーケティング実践ゼミ⑭

（原田）

5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10

午前 入校・ガイダンス 午前 マネジメント・サロン③ ビジネスコミュニケ―ションⅡ① ブランド・マネジメント①
マーケティング実践ゼミ⑮

（原田）

午後 午後 マネジメント・サロン④ ビジネスコミュニケ―ションⅡ② ブランド・マネジメント②
マーケティング実践ゼミ⑯

（原田）

12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17

午前
マーケティング・

コミュニケーション①
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 午前 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①
ビジネスコミュニケ―ションⅡ③ ブランド・マネジメント③

実践・財務分析のポイント
と企業価値評価①

午後
マーケティング・

コミュニケーション②
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 午後 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②
ビジネスコミュニケ―ションⅡ④ ブランド・マネジメント④

実践・財務分析のポイント
と企業価値評価②

19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24

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① ロジカルシンキング① 午前 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③

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 金融・財務リテラシー② ロジカルシンキング② 午後 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④

26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31

午前
マーケティング・

コミュニケーション⑤
ライフ・キャリアマネジメントⅡ③ 金融・財務リテラシー③ ロジカルシンキング③ 午前 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⑤
ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑤ ブランド・マネジメント⑤

実践・財務分析のポイント
と企業価値評価③

午後
マーケティング・

コミュニケーション⑥
ライフ・キャリアマネジメントⅡ④ 金融・財務リテラシー④ ロジカルシンキング④ 午後 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⑥
ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑥ ブランド・マネジメント⑥

実践・財務分析のポイント
と企業価値評価④

5月 8月
月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

午前 1 2 3 4 5 6 7

午後 午前 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⑦

情報セキュリティ＆
リテラシー井田⑤

ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑦ ブランド・マネジメント⑦
実践・財務分析のポイント

と企業価値評価⑤

午後 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⑧

ビジネスコミュニケ―ションⅡ⑧ ブランド・マネジメント⑧
実践・財務分析のポイント

と企業価値評価⑥

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

午前 ロジカルシンキング⑤ 午前

午後 ロジカルシンキング⑥ 午後

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

午前
マーケティング・

コミュニケーション⑦
情報セキュリティ＆
リテラシー村田①

金融・財務リテラシー⑤ ロジカルシンキング⑦ 午前
情報セキュリティ＆
リテラシー井田⑥

実践・財務分析のポイント
と企業価値評価⑦

午後
マーケティング・

コミュニケーション⑧
情報セキュリティ＆
リテラシー村田②

金融・財務リテラシー⑥ ロジカルシンキング⑧ 午後
実践・財務分析のポイント

と企業価値評価⑧

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

午前 ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑤ 金融・財務リテラシー⑦ ビジネスプレゼンテーション①
マーケティング実践ゼミ①

（原田） 午前
情報セキュリティ＆
リテラシー井田⑦

ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑦
情報セキュリティ＆
リテラシー井田⑧

午後 ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑥ 金融・財務リテラシー⑧ ビジネスプレゼンテーション②
マーケティング実践ゼミ②

（原田） 午後 ライフ・キャリアマネジメントⅠ⑧

24 25 26 27 28 29 30 31

午前 ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑦
マーケティング実践ゼミ③

（原田）

午後 ライフ・キャリアマネジメントⅡ⑧
マーケティング実践ゼミ④

（原田）

31

午前

午後

6月 9月
月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3 4

午前 ビジネスコミュニケーションⅠ① ビジネスプレゼンテーション③
マーケティング実践ゼミ⑤

（原田）

午後 ビジネスコミュニケーションⅠ② ビジネスプレゼンテーション④
マーケティング実践ゼミ⑥

（原田）

7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11

午前 ビジネスコミュニケーションⅠ③ ビジネスプレゼンテーション⑤
マーケティング実践ゼミ⑦

（原田）

午後 ビジネスコミュニケーションⅠ④ ビジネスプレゼンテーション⑥
マーケティング実践ゼミ⑧

（原田）

14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18

午前 ビジネスコミュニケーションⅠ⑤ ビジネスプレゼンテーション⑦
マーケティング実践ゼミ⑨

・中間予定（原田）

午後 ビジネスコミュニケーションⅠ⑥ ビジネスプレゼンテーション⑧
マーケティング実践ゼミ⑩

・中間予定（原田）

21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25

午前
情報セキュリティ＆
リテラシー守屋③

ビジネスコミュニケーションⅠ⑦
マーケティング実践ゼミ⑪

（原田）

午後
情報セキュリティ＆
リテラシー守屋④

ビジネスコミュニケーションⅠ⑧
マーケティング実践ゼミ⑫

（原田）

28 29 30 27 28 29 30

午前 マネジメント・サロン①

午後 マネジメント・サロン②

修了

マネジメント・サロン⑤-
⑧

（10:00-16:00）

昼間コース
※空きコマに、就職支援セミナー等が予定されます。

　確定次第、随時お知らせいたします。

1日2コマ  10:30～12:00  13:00～14:30 1日2コマ  10:30～12:00  13:00～14:30

 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。
⇒　1/8の緊急事態宣言発出に伴い、2021年度は、全科目オンライン形式で実施します。


