
　 　

種類 科目名 単位数 講師名 会場

入校式 　 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 水 10:30～12:00 10月3日 （水）

キャリアデザイン 1 船越　伴子 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 水 10:30～13:30　他 10月3日 （水） 10月10日 （水） 10月17日 （水） 10月24日 （水）

ビジネスコミュニケーション 1 吉田　真知子 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 月･水･木 10:30～13:30　他 11月5日 （月） 11月21日 （水） 11月28日 （水） 12月6日 （木）

モチベーション＆リーダーシップ 1 大内　章子 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 水 10:30～13:30　他 1月23日 （水） 1月30日 （水） 2月6日 （水） 2月13日 （水） 2月13日 （水）

ビジネス英語Ⅰ 2 ㈱CTS講師 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 月･水･木 10:30～13:30 10月4日 （木） 10月11日 （木） 10月18日 （木） 10月25日 （木） 10月31日 （水） 11月12日 （月） 11月19日 （月）

会計・財務諸表 2 谷村　真理 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 木 14:30～17:30 10月4日 （木） 10月11日 （木） 10月18日 （木） 10月25日 （木） 11月1日 （木） 11月8日 （木） 11月15日 （木）

ＩＴ基礎 1 阪上　富貴子　 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 水 14:30～17:30 10月10日 （水） 10月17日 （水） 10月24日 （水） 10月31日 （水）

ロジカルプレゼンテーション 1 船越　伴子 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 水･木 10:30～13:30 11月1日 （木） 11月8日 （木） 11月15日 （木） 12月5日 （水）

ＩＴ応用 1 阪上　富貴子　 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 水･金 14:30～17:30　他 11月28日 （水） 12月5日 （水） 12月14日 （金） 12月21日 （金）

コーチング＆ファシリテーション 1 瓜生　稔 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 土 10:30～13:30　他 12月22日 （土） 1月12日 （土） 1月19日 （土） 1月26日 （土）

ビジネス英語Ⅱ 2 ㈱CTS講師 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 土 14:30～17:30　他 1月12日 （土） 1月19日 （土） 1月26日 （土） 2月2日 （土） 2月9日 （土） 2月16日 （土） 2月23日 （土）

人的資源とキャリア開発 1 大内　章子 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 土 13:30～16:30 10月13日 （土） 10月20日 （土） 10月27日 （土） 11月3日 （土）

起業とビジネスプラン 1 定藤　繁樹 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 月 14:30～17:30　他 11月5日 （月） 11月12日 （月） 11月19日 （月） 11月26日 （月） 11月26日 （月）

経営戦略 1 佐藤　善信 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 土 13:00～16:00 11月17日 （土） 11月24日 （土） 12月8日 （土） 12月15日 （土）

マーケティング・マネジメント 1 北村　秀実 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 木 10:30～13:30 12月6日 （木） 12月13日 （木） 12月20日 （木） 1月10日 （木）

起業とビジネス　－事業継続と発展－ 1 定藤　繁樹 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 金 14:30～17:30 12月14日 （金） 12月21日 （金） 1月11日 （金） 1月18日 （金） 1月25日 （金）

ビジネスリサーチ 1 大槻　美聡 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 金･土 10:30～13:30  1月18日 （金） 1月25日 （金） 2月2日 （土） 2月16日 （土）

起業・プロジェクト実践 1 定藤　繁樹 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 木 14:30～17:30　他 1月31日 （木） 2月7日 （木） 2月14日 （木） 2月21日 （木） 2月21日 （木）

アクションプランニング 船越　伴子 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 3/5(火) 10:30～14:00

仕事の見つけ方 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 1/15（火） 10:30～13:30

履歴書の書き方 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 1/15（火） 14:30～17:30

ビジネスマナー 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 1/23（水） 14:30～16:30

模擬面接 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 2/6（水） 14:30～17:30

ビジネススタイリング＆メイク 久保　ゆみこ 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 1/31（木） 11:30～13:30

キャリアカウンセラー 梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ 別途連絡

修了式 　 上ヶ原ｷｬﾝﾊﾟｽ 水 10:00～12:30 3月20日 (水)

＜注意事項＞ 講師や教室、その他の理由で、スケジュールは変更する可能性があります。

（注１） キャリアカウンセリングは一人１回５０分。詳細はプログラムのなかで紹介。

＜授業時間 変則部分＞

キャリアデザイン 入校式後の第1回目（10/3） 13:00～16:00

ビジネスコミュニケーション 第4回目（12/6） 14:30～17:30

　 モチベーション＆リーダーシップ 第4回目（2/13） 補講（予定）を含めて10:30～16:30

IT応用 第3回目（12/14）と第4回目（12/21） 10:30～13:30

コーチング&ファシリテーション 第1回目（12/22） 13:00～16:00

コーチング&ファシリテーション 第2回目（1/12）と第3回目（1/19） 9:00～12:00

ビジネス英語Ⅱ 第1回目（1/12）と第2回目（1/19） 13:00～16:00

起業とビジネスプラン 第4回目（11/26） 補講（予定）を含めて13:00～17:30

起業とビジネス-事業継続と発展- 補講（予定）（1/25） 14:30～17:30

起業・プロジェクト実践 第4回目（2/21） 補講（予定）を含めて13:00～17:30

＜合同授業＞

他講座と合同授業

第6回 第7回
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第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

キャリアカウンセリング（注１）

曜日・時間

ビジネス
ベーシック

（必修）

ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ
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就職セミナー ㈱ﾋｭｰﾏﾝﾗﾎﾞ
専任講師

スペシャリスト
（選択）
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