履修証明プログラム
あなたが輝く新たなステージへ

女性のためのスマートキャリアプログラム
女性リーダー育成・キャリアアップ

夜間・土曜主コース

2021年10月開講
12期生募集

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

夜間・土曜を中心に半年間学ぶ
短期集中ビジネスプログラム
出願期間

8/2（月）～8/16（月）消印有効

現場で実践していることを体系的に学ぶために理論を習得することが必要です。大学ならではの
プログラムとして、これまでの経験(実践)に理論を結び付け、バランスよく学ぶことができます。
平日の夜間（19:00～21:00）と、土曜の講義を基本としています。また、お仕事の事情に配慮し、
未修了時は次期での再受講にも対応します。
企業の課題を解決する実践的なゼミや、専門職大学院（MBA）講師によるアクティブ・ラーニングな
ど、ビジネスの学びを通じて講師と履修生、履修生同士の新たなネットワークを創出します。

企業からの研修派遣を積極的に受け入れます。

女性リーダー育成に向けて
ビジネスの実践力を総合的に学ぶ
当プログラムでは、単に“講師の話を聞くだけ”というのではなく、講師との双方向形式での対話、グループ討
論や参加受講生が協力し合って新しい価値を創造するといったような「アクティブ・ラーニング」も多数用意し
ています。そうした学びの場を通じて、ただの座学の場以上に、受講生同士や講師とのコミュニケーションの場
としての価値をも提供すべく、学びの場としての一層の充実化を担う体制づくりを目指しています。
ひとが成⾧を遂げ変わるためには、「環境を移すこと」、「適切な負荷を与えることによりブレークスルーを
促すこと」、そして「これまでの関わりから一歩踏み出し、外の世界との繋がりを作ること」が効果的とされて
います。学びを継続することにより、ひとは成⾧し、変わることができるのです。
ビジネスの実践力を総合的に学ぶことは、すなわち「人間力を高める」ということではないでしょうか。受講
生の皆様のその学びをお手伝いする場をご用意し、講師・スタッフ一同、お待ちしております。

起業を
目指す方
女性を戦力として活かしきれていないことは、

総合的にビジネススキルを習得することで、

起業に必要な「ヒト・モノ・カネ」といった資

企業が本来持ちえる人材ポテンシャルを逃して

キャリアアップを目指すことが可能となるプロ

源をどうやって動かすかなどのスキルを身に着

いるといわれます。総合的にビジネスキルを学

グラムです。ロジカルシンキングやプレゼン

けるだけでなく、将来のビジョンを見据えた

べる当プログラムは、ビジネスリーダー、マネ

テーションなど幅広いカリキュラムを用意して

ロードマップを作成することで、自身に必要な

ジメント層を目指す方に最適です。

いますので、どの職種の方でも受講は可能です。

学びは何か、改めて見定めることができます。

10月の入校式後、平日夜間19:00～21:00と土曜日中心の講義を2月まで行います。

10月

11月

12月

１月

２月

月～金(19:00～21:00)／土曜
月～金（19：00～21：00）／土曜日（10：30～、13：00～、15：30～、17:00～など）
入校式

３月
補講など

授業開始

修了式

本プログラムは、厚生労働大臣より、教育訓練給付金の専門実践教育訓練として指定を受けています。
一定の条件を満たせば、最大で110,600円の給付が受けられます。
◆専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは◆
働く人の主体的で、中⾧期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）、または一般被保険者であった方（離職者）が、厚生労働大臣の指定する
専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額（上限あり）をハローワーク
から支給する制度です。（ハローワークHP）
●事前準備:専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給のためには、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前
キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成すること
が必要です。このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を訓練受
講開始日の原則１か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。お早目にハローワークにご相談ください。

※講師の肩書は2021年7月時点のものを掲載しています。

修了要件

科目名

マーケティング戦略

必
修
科
目

５ 金融・財務リテラシー
科
目
７ 実践プロジェクトゼミナール
２
時
間
ケースで学ぶ企業分析入門

ビジョン・ロードマップ

（ライフ・キャリアマネジメント）

WEBマーケティング実践講座

ビジネスコミュニケーション

ビジネスプレゼンテーション

選
択
科
目

４ ロジカルシンキング
科 （論理的思考による問題解決・
意思決定力強化）
目
４
８
時 今求められるビジネススキル
間 としての政治・経済学
以
上
ブランド・マネジメント

講師・コーディネータ

井上崇通

明治大学名誉教授

萩原 統宏

明治大学商学部教授

小川 智由

明治大学商学部教授

樋渡 雅幸

明治大学商学部兼任講師

山口 不二夫

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス
研究科教授

藤野 公子

(株)アクセラレイト21
ディレクター
琉球大学講師

赤澤 宣幸

(株)GIコンサルティング
パートナーズ代表取締役

堀口 瑞予

コミュニケーション
デザイン代表

下釜 創

Growth Rings代表取締役
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

井田 正道

具体的な事例を豊富に取り入れ、実務に活用できるマーケティング
戦略の 基本的な思考と方法を体得することを目指します。
最新のビジネス事例研究を基に、実務に対応した実践的な授業を
展開します。

120分×6コマ
＝12時間

金融経済に関する知識は、ビジネスにおいても、家計を営む上でも
重要です。 本講座では、金融の仕組み、企業財務、金融市場に
関する基礎的な知識を学習します。
企業の課題解決に向けた施策を立案します。プロジェクトの進行を

120分×10コマ 体感いただき、計画性を満たすスケジュール管理、論理性を満たす
＝20時間
ディスカッション、納得感を高めるために重要なプレゼンテーション

等を学びます。

120分×6コマ
＝12時間

90分×8コマ
＝12時間

120分×6コマ
＝12時間

世界の企業・教育機関で採用され「心を変える言葉の魔術」と言わ
れているＬＡＢプロファイル®の基本に触れ、まだあまり知られて
いない「言葉」と「行動」の関連性を理解することで、相手によっ
て伝わる(響く）言葉＝影響言語を使い分けられるスキルを身に付け
ます。

120分×5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」
＋課題・補講
「スライド作成」の基本を「短時間」「具体的」「実践的」に学び
提出
ます。
＝12時間

120分×6コマ
＝12時間

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。 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。
この手法を身に付ければ、あなたは「できる人」になることは必至
です。

120分×6コマ
＝12時間

日々、政治や経済のニュースが報じられ、それらはビジネスシーン
でも話題となり、また自分の仕事や生活にも影響を及ぼします。
本講座では政治や経済のニュースを見る上で必要な政治（学）や経済
（学）の基礎知識について学びます。

井辻 秀剛

佐藤 智春

「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、
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
ビジョンを描いていきます。
最新のWEBマーケティング市場の概要を学びながら、企業で実際に
運用されているWEBマーケティング戦略について学ぶことができる
講座となります。
具体的なマーケティング手法を「知識」と「実践」の両軸でお伝え
します。

北陸コカ・コーラボトリング 120分×4コマ
+補講・課題提
(株）代表取締役社⾧
出
明治大学研究・知財戦略機構
＝12時間
客員研究員

(株)クオリティーライフ
代表取締役

本講義は、企業価値評価のための財務諸表分析の重要点について解説
し、基本的な企業分析・企業評価の手法を身に着けることを目標とし
ます。

120分×6コマ
＝12時間

明治大学政治経済学部教授

（Philosophyction Management Method） 業務理事⾧

内容

120分×8コマ
＝16時間

藤江 昌嗣

明治大学経営学部教授

最高のパフォーマンスを発揮する 綿引 宏行
自己マネジメント・メソッド
(公財)海外子女教育振興財団

ビジネスパーソンのための
ライフステージマネジメント

時間数

本講座では、ブランド戦略の概念、ブランドマネジメントの実例を
用いて、先端的なブランドマネジメントを学びます。講義ではディ
スカッションやケーススタディ、ワークショップ等を通じて企業
組織の中での戦略立案・意思決定・戦略実行のプロセスを学び身に
つけます。

120分×6コマ
＝12時間

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
得るために必要な考え方、スキルを学んでいきます。

120分×5コマ
＋課題・補講
提出
＝12時間

本講座では、血液栄養学の観点を用い、日々のパフォーマンスを
左右する脳 及び心身を作る食をはじめ、ライフスタイルメディスン
の考え方を体系的に学びます。

●「期間、時間、料金、内容が絶妙でした。大学院(1年～2年)は先が⾧すぎて（1年後2年後どうなっているかわかりませんので）二の足を踏んでし
まいます。時間帯も仕事帰りに何とか行けて帰宅時間もギリギリ何とかなる、料金はかなりリーズナブル（給付金を使うとなおさら）、内容も自分
で選ぶのは難しいと思われますのでバランス良く組んでいただいていると思います。このプログラムに入っていなければ自分では決して選択しない
ような科目が意外に面白かったり、役立ったりもしました。」
●「受講して本当によかったと思います。講師の先生方は素晴らしく、とても質の良い講義でした。座学も良かったですが、グループワーク、ディ
スカッション、プレゼン、ロールプレイなどは、仲間がいるからこその学びの楽しさを味わうことが出来ました。同年代の受講生も多く、また若い
方々とも一緒に勉強できるのもいい経験でした。既に、いろいろな場で学んだことが役立っていると実感しています。

応募資格
定員

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。
40名

履修期間

6ヶ月（2021年10月入校～2022年3月修了）

実施方法

全科目オンラインで実施します。

講義時間

平日夜間19:00～並びに土曜日

※1講義90分もしくは120分の授業及び試験（レポート課題等を含む）

158,000円（税込）

受講料
出願期間

※明治大学カード会員のみ受講料を10％割引いたします。

★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。
※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。

2021年8月2日（月）～ 8月16日（月） 消印有効
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。

検定料
選考方法
入校試験
（面接）

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。

入校試験（面接）のご案内
に同封の検定料振込用紙に
てお支払いください。

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。
2021年9月3日（金）①10～12時 ②13～15時 ③18～20時
2021年9月4日（土）④10～12時 ⑤13～15時

※所要時間は20分程度です。 実施方法:オンライン（Zoom）
※面接試験の希望日時について①～⑤から選び、第3希望まで履修申込書にご記入ください。

合否通知

2021年9月17日（金）発送予定

入校手続

受講料の納入期限:2021年9月24日（金）（銀行等受付印有効）

入校式
修了要件
修了式

※詳細は別途ご案内いたします。

2021年10月2日（土）10時～12時 オンライン
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

2022年3月19日（土） 会場:本学駿河台キャンパスまたはオンライン
※修了証（履修証明書）を交付いたします。

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

