
令和2年度の開講講座
令和2年4月から10月まで

思考力 数学思考力養成講座 13 女優  営業女優塾 23
論理  論理学集中講座 13 脱ワーク  脱ワークライフバランス講座 23
算術  算術集中講座 14 第一印象  第一印象力養成講座 23

敬語力  ナチュラル敬語力講座 14 ボイトレ  ボイストレーニング講座 24
幾何  幾何学集中講座 15 スマイル  スマイルインフルエンサー講座 24

伝わる  伝わる文章表現力講座 15 お嬢さま  急造お嬢さま講座 24
キネマ  自己形成のキネマ講座【本年度休講】 24

営業基礎  営業基礎講座 16 ヘルス  ヘルスマネジメント講座 25
営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 16 転職  転職価値向上の働き方講座 25
営業提案  営業提案力養成講座 16 アルバイト  戦略的アルバイト・留学講座 25
営業クロ  営業クロージング力養成講座 16

プロ総務  プロフェッショナル総務講座 26
心理学  営業心理学講座 17 隠れた  隠れた優良企業の探索講座 26
マーケ  営業マーケティング講座 17 公的企業  公的企業研究講座 26
価格  価格設定士養成講座 17 伝統工芸  伝統工芸ナビゲーター講座 26
未来  未来予測学講座 17 エアライン  エアラインビジネス講座 27
観相  観相統計学講座 18 食品  食品ビジネス講座【本年度休講】 27

自己スタ  自己営業スタイル開発講座 18 広告  広告ビジネス講座 27
アイディア  アイデア発想力養成講座 【本年度休講】 18 リゾート  統合型リゾートマネジメント講座【本年度休講】 27
オタク  オタクマーケティング講座【本年度休講】 18 護身術  サイバー護身術講座 28

ニュース  ニュース検定対策講座 19 ひとり  ひとり会社の始め方・育て方講座 28
I T  インターネット検定対策講座 20 お金  お金の貯め方・増やし方講座 28

社交辞令  ビジネス社交辞令講座 20 コピー  コピーライティング講座 29
関西語  ビジネス関西語講座 20 ミステリ  ミステリーショッピング講座 29
片仮名  ビジネス片仮名語講座 20 新商品  新商品プロデュース講座 29
雑談力  雑談力養成講座 21 知り磨く  自分を知り自分を磨く講座 30
謝罪力  謝罪力養成講座 21 多摩キャ  多摩キャリア塾【本年度休講】 30
交渉力  交渉力養成講座 21 デジカメ  多摩デジカメ塾【本年度休講】 30
接待力  接待力養成講座 21

人脈形成  人脈形成力養成講座 22 C A  営業型客室乗務員セミナー 31
社内政治  社内政治学講座 22 自分ブラ  自分ブランディングセミナー 31
外国人  外国人とのつき合い方講座 22 外見力  外見力ブラッシュアップセミナー 31

面談力  面談力ブラッシュアップセミナー 31
文章力  文章力ブラッシュアップセミナー 31

プレゼン  プレゼン力ブラッシュアップセミナー 31

ビジ検  ビジネス能力検定対策講座 33 宅建  宅地建物取引士養成講座【１回のみ】 32
I T  インターネット検定対策講座 20 簿記  日商簿記検定対策講座 32

ニュース  ニュース検定対策講座 19 F P  ＦＰ技能士養成講座 33
ホテル  ホテルインスペクター養成講座 36 フォーマル  フォーマルウエア入門講座【本年度休講】 34
東京  東京シティガイド検定対策講座 36 マナー  マナー・プロトコール講座 34

韓国語  初級ビジネス韓国語講座【本年度休講】 36 思考力  数学的思考力養成講座 13
スポボラ  スポーツボランティア養成講座 35 敬語力  ナチュラル敬語力講座 14
イベント  イベント検定対策講座【本年度休講】 37 営業基礎  営業基礎講座 16

色彩  色彩スペシャリスト養成講座【本年度休講】 34 営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 16
パソカラ  パーソナルカラリスト養成講座 35 営業提案  営業提案力養成講座 16
ヘルス  ヘルスマネジメント講座 25 営業クロ  営業クロージング力養成講座 16

ダイエット  ダイエット検定対策講座 35 価格  価格設定士養成講座 17

≪資格・ライセンス取得コース≫

≪営業楽部（営業人材養成コース）≫
リベラルアーツプログラム 自己改造プログラム

営業コアプログラム

営業能力活用プログラム
営業ハードスキルプログラム

営業ソフトスキルプログラム 修了認定プログラム

とことん寄り添う個別指導プログラム



開講スケジュール

オンデマンド＆ライブ講座スケジュール
略称 講座名 総回数 オンデマンド部分 受講可能期間

女優  営業女優塾 2回 すべて
第1回：４月９日（木）～10月31日（土）
第2回：9月12日（土）～10月31日（土）

思考力  数学的思考力養成講座（前期分） 7回 すべて（順次アップ） ４月１０日（金）～2月2０日（土）

思考力  数学的思考力養成講座（後期分） 7回 すべて（順次アップ） 4月25日（土）～２月２０日（土）

謝罪力  謝罪力養成講座 2回 すべて ４月２6日（日）～10月31日（土）

営業基礎  営業基礎講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：５月1日（金）～10月３１日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）2限または27日（日）2限

社交辞令  ビジネス社交辞令講座 2回 すべて ５月9日（土）～10月31日（土）

宅建  宅建講座（宅建合格に向けた学習法） 1回 すべて 5月１５日（金）～８月３１日（月）

エアライン  エアラインビジネス講座 8回 第1回～第4回
第1回～第4回：5月23日（土）～10月31日（土）
第5回～第8回はZoomでライブ実施：
10月4日（日）2限～5限

敬語力  ナチュラル敬語力講座 2回 すべて 5月23日（土）～10月31日（土）

伝わる  伝わる文章表現力講座 2回 すべて 5月30日（土）～10月31日（土）

営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：５月３１日（日）～10月３1日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）3限または27日（日）3限

新商品  新商品プロデュース講座 7回 なし

Zoomでライブ実施
　　第１回：6月3日（水）6限
　　第２回：6月17日（水）4限
　　第３回：7月１日（水）6限
　　第４回：７月１５日（水）6限
　　第5回：7月29日（水）6限
　　第6回：8月12日（水）6限
　　第7回：8月26日（水）6限

雑談力  雑談力養成講座 2回 すべて ６月９日（火）～10月３１日（土）

第一印象  第一印象力養成講座 2回 すべて 6月13日（土）～10月31日（土）

アルバイト  戦略的アルバイト・留学講座 2回 すべて ６月１７日（水）～10月３１日（土）

ニュース  ニュース検定対策講座（夏・3級） 7回 すべて（順次アップ） ６月２１日（日）～９月６日（日）

マーケ  営業マーケティング講座 2回 すべて 7月1日（水）～10月31日（土）

営業提案  営業提案力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：７月３日（金）～10月３1日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）４限または27日（日）4限

コピー  コピーライティング講座 12回
第1回～第５回
（順次アップ）

第1回～第5回：7月6日（月）～9月26日（土）
第6回～第12回はZoomでライブ実施：
　　第6回：10月3日（土）5限
　　第7回：10月3日（土）6限
　　第８回：10月10日（土）5限
　　第９回：10月１０日（土）6限
　　第１０回：10月17日（土）5限
　　第１１回：10月24日（土）5限
　　第１２回：10月31日（土）6限

ひとり  ひとり会社の始め方・育て方講座 2回 すべて ７月16日（木）～１０月３１日（土）

お金  お金の貯め方・増やし方講座 2回 すべて 7月13日（月）～10月３1日（土）

人脈形成  人脈形成力養成講座 2回 すべて ７月２０日（月）～１０月３１日（土）

マナー  マナー・プロトコール講座 8回 すべて（順次アップ）
第1回：7月２５日（土）～10月31日（土）
第2回から第8回：11月8日（日）～3月31日（水）

ヘルス  ヘルスマネジメント講座 ６回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１２月２０日（日）

ダイエット  ダイエット検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） ７月27日（月）～１２月２０日（日）

ＦＰ  ＦＰ技能士養成講座 １９回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１２月２０日（日）

心理学  営業心理学講座 2回 すべて 8月8日（土）～10月３１日（土）

ミステリ  ミステリ―ショッピング講座 ６回 すべて

 Zoomでライブ実施
　　第１回：８月１日（土）３限
　　第２・３回：９月１０日（木）５限～６限
　　　（＝自己営業スタイル開発講座）
　　第４・５回：９月１１日（金）３限～４限
　　　（＝脱ワークライフバランス講座）
　　第６回：９月２６日（土）３限

営業クロ  営業クロージング力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：8月11日（火）～10月３１日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）5限または27日（日）5限

社内政治  社内政治学講座 2回 すべて 8月１５日（土）～10月３１日（土）

プロ総務  プロフェッショナル総務講座 2回 すべて 8月２２日（土）～10月31日（土）

片仮名  ビジネス片仮名語講座 2回 すべて 8月２９日（土）～10月31日（土）

ビジ検  ビジネス能力検定対策講座 １５回 すべて（順次アップ） ９月1日（火）～３月31日（水）

パソカラ  パーソナルカラリスト養成講座 6回 第1回
第1回：9月1日（火）～10月31日（土）
第2回～第6回はZoomでライブ実施：
　　　　11月7日（土）1限～5限

未来  未来予測学講座 2回 すべて 9月5日（土）～10月31日（土）

ニュース  ニュース検定対策講座（秋・3級） 7回 すべて（順次アップ） 9月７日（月）～10月7日（水）

ニュース  ニュース検定対策講座（秋・２級） 7回 すべて（順次アップ） 9月７日（月）～10月7日（水）

スポボラ  スポーツボランティア養成講座 3回 すべて（順次アップ） 9月８日（火）～2月28日（日）

護身術  サイバー護身術講座 2回 すべて 9月９日（水）～10月31日（土）

自己スタ  自己営業スタイル開発講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月１０日（木）５～６限

脱ワーク  脱ワークライフバランス講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月１１日（金）３～４限

広告  広告ビジネス講座 ２回 すべて 9月11日（金）～10月31日（土）

伝統工芸  伝統工芸ナビゲーター養成講座 ３回 すべて 9月１５日（火）～10月31日（土）

接待  接待力養成講座 2回 すべて 9月16日（水）～10月31日（土）

転職  転職価値向上の働き方講座 2回 すべて 9月19日（土）～10月31日（土）

公的企業  公的企業研究講座 ２回 すべて 9月２４日（木）～10月31日（土）

関西語  ビジネス関西語講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月２５日（金）３限～４限

交渉力  交渉力養成講座 2回 すべて 10月1日（木）～10月31日（土）

外国人  外国人とのつき合い方講座 ４回 すべて（順次アップ） 10月2日（金）～10月31日（土）

I T  インターネット検定対策講座 １２回 すべて（順次アップ） １0月2日（金）～3月31日（水）

価格  価格設定士養成講座 ４回 すべて（順次アップ） １０月３日（土）～10月31日（土）

知り磨く  自分を知り自分を磨く講座 4回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　１０月3日（土）1限～４限

お嬢さま  急造お嬢さま講座 2回 すべて 10月7日（水）～10月31日（土）

隠れた  隠れた優良企業の探索講座 2回 すべて 10月10日（土）～10月31日（土）

論理  論理学集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月10日（土）1～2限

観相  観相統計学講座 2回 すべて 10月24日（土）～10月31日（土）

算術  算術集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月24日（土）1～2限

ボイトレ  ボイストレーニング講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月25日（日）３～４限

幾何  幾何学集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月31日（土）1～2限

スマイル  スマイルインフルエンサー講座 3回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月31日（土）３～5限

ホテル  ホテルインスペクター養成講座 8回 第1回
Zoomでライブ実施
　　　　11月1日（日）2限～5限
　　　　12月6日（日）2限～5限

東京  東京シティガイド検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） １１月２日（月）～１２月１２日（土）

CA  営業型客室乗務員セミナー（イカロス） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月14日（土）2限～5限
　　　　1月9日（土）2限～5限

ニュース  ニュース検定対策講座（冬・２級） 7回 すべて（順次アップ） 11月15日（月）～2月14日（日）

簿記  日商簿記検定対策講座 26回 すべて（順次アップ） 11月15日（月）～２月28日（日）

文章力  文章力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

外見力  外見力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

自分ブラ  自分ブランディングセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

プレゼン  プレゼン力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

面談力  面談力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～6限
　　　　12月19日（土）2限～6限
         1月23日（土）2限～6限
　　　　2月20日（土）2限～6限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村B） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月29日（日）2限～5限
　　　　1月３０日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（小林） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月5日（土）2限～5限
　　　　2月１３日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村A） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月20日（日）2限～5限
　　　　2月27日（土）2限～5限



略称 講座名 総回数 オンデマンド部分 受講可能期間

女優  営業女優塾 2回 すべて
第1回：４月９日（木）～10月31日（土）
第2回：9月12日（土）～10月31日（土）

思考力  数学的思考力養成講座（前期分） 7回 すべて（順次アップ） ４月１０日（金）～2月2０日（土）

思考力  数学的思考力養成講座（後期分） 7回 すべて（順次アップ） 4月25日（土）～２月２０日（土）

謝罪力  謝罪力養成講座 2回 すべて ４月２6日（日）～10月31日（土）

営業基礎  営業基礎講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：５月1日（金）～10月３１日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）2限または27日（日）2限

社交辞令  ビジネス社交辞令講座 2回 すべて ５月9日（土）～10月31日（土）

宅建  宅建講座（宅建合格に向けた学習法） 1回 すべて 5月１５日（金）～８月３１日（月）

エアライン  エアラインビジネス講座 8回 第1回～第4回
第1回～第4回：5月23日（土）～10月31日（土）
第5回～第8回はZoomでライブ実施：
10月4日（日）2限～5限

敬語力  ナチュラル敬語力講座 2回 すべて 5月23日（土）～10月31日（土）

伝わる  伝わる文章表現力講座 2回 すべて 5月30日（土）～10月31日（土）

営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：５月３１日（日）～10月３1日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）3限または27日（日）3限

新商品  新商品プロデュース講座 7回 なし

Zoomでライブ実施
　　第１回：6月3日（水）6限
　　第２回：6月17日（水）4限
　　第３回：7月１日（水）6限
　　第４回：７月１５日（水）6限
　　第5回：7月29日（水）6限
　　第6回：8月12日（水）6限
　　第7回：8月26日（水）6限

雑談力  雑談力養成講座 2回 すべて ６月９日（火）～10月３１日（土）

第一印象  第一印象力養成講座 2回 すべて 6月13日（土）～10月31日（土）

アルバイト  戦略的アルバイト・留学講座 2回 すべて ６月１７日（水）～10月３１日（土）

ニュース  ニュース検定対策講座（夏・3級） 7回 すべて（順次アップ） ６月２１日（日）～９月６日（日）

マーケ  営業マーケティング講座 2回 すべて 7月1日（水）～10月31日（土）

営業提案  営業提案力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：７月３日（金）～10月３1日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）４限または27日（日）4限

コピー  コピーライティング講座 12回
第1回～第５回
（順次アップ）

第1回～第5回：7月6日（月）～9月26日（土）
第6回～第12回はZoomでライブ実施：
　　第6回：10月3日（土）5限
　　第7回：10月3日（土）6限
　　第８回：10月10日（土）5限
　　第９回：10月１０日（土）6限
　　第１０回：10月17日（土）5限
　　第１１回：10月24日（土）5限
　　第１２回：10月31日（土）6限

ひとり  ひとり会社の始め方・育て方講座 2回 すべて ７月16日（木）～１０月３１日（土）

お金  お金の貯め方・増やし方講座 2回 すべて 7月13日（月）～10月３1日（土）

人脈形成  人脈形成力養成講座 2回 すべて ７月２０日（月）～１０月３１日（土）

マナー  マナー・プロトコール講座 8回 すべて（順次アップ）
第1回：7月２５日（土）～10月31日（土）
第2回から第8回：11月8日（日）～3月31日（水）

ヘルス  ヘルスマネジメント講座 ６回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１２月２０日（日）

ダイエット  ダイエット検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） ７月27日（月）～１２月２０日（日）

ＦＰ  ＦＰ技能士養成講座 １９回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１２月２０日（日）

心理学  営業心理学講座 2回 すべて 8月8日（土）～10月３１日（土）

ミステリ  ミステリ―ショッピング講座 ６回 すべて

 Zoomでライブ実施
　　第１回：８月１日（土）３限
　　第２・３回：９月１０日（木）５限～６限
　　　（＝自己営業スタイル開発講座）
　　第４・５回：９月１１日（金）３限～４限
　　　（＝脱ワークライフバランス講座）
　　第６回：９月２６日（土）３限

営業クロ  営業クロージング力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：8月11日（火）～10月３１日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）5限または27日（日）5限

社内政治  社内政治学講座 2回 すべて 8月１５日（土）～10月３１日（土）

プロ総務  プロフェッショナル総務講座 2回 すべて 8月２２日（土）～10月31日（土）

片仮名  ビジネス片仮名語講座 2回 すべて 8月２９日（土）～10月31日（土）

ビジ検  ビジネス能力検定対策講座 １５回 すべて（順次アップ） ９月1日（火）～３月31日（水）

パソカラ  パーソナルカラリスト養成講座 6回 第1回
第1回：9月1日（火）～10月31日（土）
第2回～第6回はZoomでライブ実施：
　　　　11月7日（土）1限～5限

未来  未来予測学講座 2回 すべて 9月5日（土）～10月31日（土）

ニュース  ニュース検定対策講座（秋・3級） 7回 すべて（順次アップ） 9月７日（月）～10月7日（水）

ニュース  ニュース検定対策講座（秋・２級） 7回 すべて（順次アップ） 9月７日（月）～10月7日（水）

スポボラ  スポーツボランティア養成講座 3回 すべて（順次アップ） 9月８日（火）～2月28日（日）

護身術  サイバー護身術講座 2回 すべて 9月９日（水）～10月31日（土）

自己スタ  自己営業スタイル開発講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月１０日（木）５～６限

脱ワーク  脱ワークライフバランス講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月１１日（金）３～４限

広告  広告ビジネス講座 ２回 すべて 9月11日（金）～10月31日（土）

伝統工芸  伝統工芸ナビゲーター養成講座 ３回 すべて 9月１５日（火）～10月31日（土）

接待  接待力養成講座 2回 すべて 9月16日（水）～10月31日（土）

転職  転職価値向上の働き方講座 2回 すべて 9月19日（土）～10月31日（土）

公的企業  公的企業研究講座 ２回 すべて 9月２４日（木）～10月31日（土）

関西語  ビジネス関西語講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月２５日（金）３限～４限

交渉力  交渉力養成講座 2回 すべて 10月1日（木）～10月31日（土）

外国人  外国人とのつき合い方講座 ４回 すべて（順次アップ） 10月2日（金）～10月31日（土）

I T  インターネット検定対策講座 １２回 すべて（順次アップ） １0月2日（金）～3月31日（水）

価格  価格設定士養成講座 ４回 すべて（順次アップ） １０月３日（土）～10月31日（土）

知り磨く  自分を知り自分を磨く講座 4回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　１０月3日（土）1限～４限

お嬢さま  急造お嬢さま講座 2回 すべて 10月7日（水）～10月31日（土）

隠れた  隠れた優良企業の探索講座 2回 すべて 10月10日（土）～10月31日（土）

論理  論理学集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月10日（土）1～2限

観相  観相統計学講座 2回 すべて 10月24日（土）～10月31日（土）

算術  算術集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月24日（土）1～2限

ボイトレ  ボイストレーニング講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月25日（日）３～４限

幾何  幾何学集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月31日（土）1～2限

スマイル  スマイルインフルエンサー講座 3回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月31日（土）３～5限

ホテル  ホテルインスペクター養成講座 8回 第1回
Zoomでライブ実施
　　　　11月1日（日）2限～5限
　　　　12月6日（日）2限～5限

東京  東京シティガイド検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） １１月２日（月）～１２月１２日（土）

CA  営業型客室乗務員セミナー（イカロス） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月14日（土）2限～5限
　　　　1月9日（土）2限～5限

ニュース  ニュース検定対策講座（冬・２級） 7回 すべて（順次アップ） 11月15日（月）～2月14日（日）

簿記  日商簿記検定対策講座 26回 すべて（順次アップ） 11月15日（月）～２月28日（日）

文章力  文章力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

外見力  外見力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

自分ブラ  自分ブランディングセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

プレゼン  プレゼン力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

面談力  面談力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～6限
　　　　12月19日（土）2限～6限
         1月23日（土）2限～6限
　　　　2月20日（土）2限～6限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村B） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月29日（日）2限～5限
　　　　1月３０日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（小林） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月5日（土）2限～5限
　　　　2月１３日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村A） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月20日（日）2限～5限
　　　　2月27日（土）2限～5限



略称 講座名 総回数 オンデマンド部分 受講可能期間

女優  営業女優塾 2回 すべて
第1回：４月９日（木）～10月31日（土）
第2回：9月12日（土）～10月31日（土）

思考力  数学的思考力養成講座（前期分） 7回 すべて（順次アップ） ４月１０日（金）～2月2０日（土）

思考力  数学的思考力養成講座（後期分） 7回 すべて（順次アップ） 4月25日（土）～２月２０日（土）

謝罪力  謝罪力養成講座 2回 すべて ４月２6日（日）～10月31日（土）

営業基礎  営業基礎講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：５月1日（金）～10月３１日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）2限または27日（日）2限

社交辞令  ビジネス社交辞令講座 2回 すべて ５月9日（土）～10月31日（土）

宅建  宅建講座（宅建合格に向けた学習法） 1回 すべて 5月１５日（金）～８月３１日（月）

エアライン  エアラインビジネス講座 8回 第1回～第4回
第1回～第4回：5月23日（土）～10月31日（土）
第5回～第8回はZoomでライブ実施：
10月4日（日）2限～5限

敬語力  ナチュラル敬語力講座 2回 すべて 5月23日（土）～10月31日（土）

伝わる  伝わる文章表現力講座 2回 すべて 5月30日（土）～10月31日（土）

営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：５月３１日（日）～10月３1日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）3限または27日（日）3限

新商品  新商品プロデュース講座 7回 なし

Zoomでライブ実施
　　第１回：6月3日（水）6限
　　第２回：6月17日（水）4限
　　第３回：7月１日（水）6限
　　第４回：７月１５日（水）6限
　　第5回：7月29日（水）6限
　　第6回：8月12日（水）6限
　　第7回：8月26日（水）6限

雑談力  雑談力養成講座 2回 すべて ６月９日（火）～10月３１日（土）

第一印象  第一印象力養成講座 2回 すべて 6月13日（土）～10月31日（土）

アルバイト  戦略的アルバイト・留学講座 2回 すべて ６月１７日（水）～10月３１日（土）

ニュース  ニュース検定対策講座（夏・3級） 7回 すべて（順次アップ） ６月２１日（日）～９月６日（日）

マーケ  営業マーケティング講座 2回 すべて 7月1日（水）～10月31日（土）

営業提案  営業提案力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：７月３日（金）～10月３1日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）４限または27日（日）4限

コピー  コピーライティング講座 12回
第1回～第５回
（順次アップ）

第1回～第5回：7月6日（月）～9月26日（土）
第6回～第12回はZoomでライブ実施：
　　第6回：10月3日（土）5限
　　第7回：10月3日（土）6限
　　第８回：10月10日（土）5限
　　第９回：10月１０日（土）6限
　　第１０回：10月17日（土）5限
　　第１１回：10月24日（土）5限
　　第１２回：10月31日（土）6限

ひとり  ひとり会社の始め方・育て方講座 2回 すべて ７月16日（木）～１０月３１日（土）

お金  お金の貯め方・増やし方講座 2回 すべて 7月13日（月）～10月３1日（土）

人脈形成  人脈形成力養成講座 2回 すべて ７月２０日（月）～１０月３１日（土）

マナー  マナー・プロトコール講座 8回 すべて（順次アップ）
第1回：7月２５日（土）～10月31日（土）
第2回から第8回：11月8日（日）～3月31日（水）

ヘルス  ヘルスマネジメント講座 ６回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１２月２０日（日）

ダイエット  ダイエット検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） ７月27日（月）～１２月２０日（日）

ＦＰ  ＦＰ技能士養成講座 １９回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１２月２０日（日）

心理学  営業心理学講座 2回 すべて 8月8日（土）～10月３１日（土）

ミステリ  ミステリ―ショッピング講座 ６回 すべて

 Zoomでライブ実施
　　第１回：８月１日（土）３限
　　第２・３回：９月１０日（木）５限～６限
　　　（＝自己営業スタイル開発講座）
　　第４・５回：９月１１日（金）３限～４限
　　　（＝脱ワークライフバランス講座）
　　第６回：９月２６日（土）３限

営業クロ  営業クロージング力養成講座 3回 第1回～第2回
第1回～第2回：8月11日（火）～10月３１日（土）
第3回はZoomでライブ実施：
　9月19日（土）5限または27日（日）5限

社内政治  社内政治学講座 2回 すべて 8月１５日（土）～10月３１日（土）

プロ総務  プロフェッショナル総務講座 2回 すべて 8月２２日（土）～10月31日（土）

片仮名  ビジネス片仮名語講座 2回 すべて 8月２９日（土）～10月31日（土）

ビジ検  ビジネス能力検定対策講座 １５回 すべて（順次アップ） ９月1日（火）～３月31日（水）

パソカラ  パーソナルカラリスト養成講座 6回 第1回
第1回：9月1日（火）～10月31日（土）
第2回～第6回はZoomでライブ実施：
　　　　11月7日（土）1限～5限

未来  未来予測学講座 2回 すべて 9月5日（土）～10月31日（土）

ニュース  ニュース検定対策講座（秋・3級） 7回 すべて（順次アップ） 9月７日（月）～10月7日（水）

ニュース  ニュース検定対策講座（秋・２級） 7回 すべて（順次アップ） 9月７日（月）～10月7日（水）

スポボラ  スポーツボランティア養成講座 3回 すべて（順次アップ） 9月８日（火）～2月28日（日）

護身術  サイバー護身術講座 2回 すべて 9月９日（水）～10月31日（土）

自己スタ  自己営業スタイル開発講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月１０日（木）５～６限

脱ワーク  脱ワークライフバランス講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月１１日（金）３～４限

広告  広告ビジネス講座 ２回 すべて 9月11日（金）～10月31日（土）

伝統工芸  伝統工芸ナビゲーター養成講座 ３回 すべて 9月１５日（火）～10月31日（土）

接待  接待力養成講座 2回 すべて 9月16日（水）～10月31日（土）

転職  転職価値向上の働き方講座 2回 すべて 9月19日（土）～10月31日（土）

公的企業  公的企業研究講座 ２回 すべて 9月２４日（木）～10月31日（土）

関西語  ビジネス関西語講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　９月２５日（金）３限～４限

交渉力  交渉力養成講座 2回 すべて 10月1日（木）～10月31日（土）

外国人  外国人とのつき合い方講座 ４回 すべて（順次アップ） 10月2日（金）～10月31日（土）

I T  インターネット検定対策講座 １２回 すべて（順次アップ） １0月2日（金）～3月31日（水）

価格  価格設定士養成講座 ４回 すべて（順次アップ） １０月３日（土）～10月31日（土）

知り磨く  自分を知り自分を磨く講座 4回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　１０月3日（土）1限～４限

お嬢さま  急造お嬢さま講座 2回 すべて 10月7日（水）～10月31日（土）

隠れた  隠れた優良企業の探索講座 2回 すべて 10月10日（土）～10月31日（土）

論理  論理学集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月10日（土）1～2限

観相  観相統計学講座 2回 すべて 10月24日（土）～10月31日（土）

算術  算術集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月24日（土）1～2限

ボイトレ  ボイストレーニング講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月25日（日）３～４限

幾何  幾何学集中講座 2回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月31日（土）1～2限

スマイル  スマイルインフルエンサー講座 3回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　10月31日（土）３～5限

ホテル  ホテルインスペクター養成講座 8回 第1回
Zoomでライブ実施
　　　　11月1日（日）2限～5限
　　　　12月6日（日）2限～5限

東京  東京シティガイド検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） １１月２日（月）～１２月１２日（土）

CA  営業型客室乗務員セミナー（イカロス） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月14日（土）2限～5限
　　　　1月9日（土）2限～5限

ニュース  ニュース検定対策講座（冬・２級） 7回 すべて（順次アップ） 11月15日（月）～2月14日（日）

簿記  日商簿記検定対策講座 26回 すべて（順次アップ） 11月15日（月）～２月28日（日）

文章力  文章力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

外見力  外見力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

自分ブラ  自分ブランディングセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

プレゼン  プレゼン力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

面談力  面談力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～6限
　　　　12月19日（土）2限～6限
         1月23日（土）2限～6限
　　　　2月20日（土）2限～6限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村B） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月29日（日）2限～5限
　　　　1月３０日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（小林） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月5日（土）2限～5限
　　　　2月１３日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村A） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月20日（日）2限～5限
　　　　2月27日（土）2限～5限



令和2年度の開講講座
令和2年11月から令和3年3月まで

思考力 数学思考力養成講座 13 女優  営業女優塾 23
論理  論理学集中講座 13 脱ワーク  脱ワークライフバランス講座 23
算術  算術集中講座 14 第一印象  第一印象力養成講座 23

敬語力  ナチュラル敬語力講座 14 ボイトレ  ボイストレーニング講座 24
幾何  幾何学集中講座 15 スマイル  スマイルインフルエンサー講座 24

伝わる  伝わる文章表現力講座 15 お嬢さま  急造お嬢さま講座 24
キネマ  自己形成のキネマ講座【本年度休講】 24

営業基礎  営業基礎講座 16 ヘルス  ヘルスマネジメント講座 25
営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 16 転職  転職価値向上の働き方講座 25
営業提案  営業提案力養成講座 16 アルバイト  戦略的アルバイト・留学講座 25
営業クロ  営業クロージング力養成講座 16

プロ総務  プロフェッショナル総務講座 26
心理学  営業心理学講座 17 隠れた  隠れた優良企業の探索講座 26
マーケ  営業マーケティング講座 17 公的企業  公的企業研究講座 26
価格  価格設定士養成講座 17 伝統工芸  伝統工芸ナビゲーター講座 26
未来  未来予測学講座 17 エアライン  エアラインビジネス講座 27
観相  観相統計学講座 18 食品  食品ビジネス講座【本年度休講】 27

自己スタ  自己営業スタイル開発講座 18 広告  広告ビジネス講座 27
アイディア  アイデア発想力養成講座【本年度休講】 18 リゾート  統合型リゾートマネジメント講座【本年度休講】 27
オタク  オタクマーケティング講座【本年度休講】 18 護身術  サイバー護身術講座 28

ニュース  ニュース検定対策講座 19 ひとり  ひとり会社の始め方・育て方講座 28
I T  インターネット検定対策講座 20 お金  お金の貯め方・増やし方講座 28

社交辞令  ビジネス社交辞令講座 20 コピー  コピーライティング講座 29
関西語  ビジネス関西語講座 20 ミステリ  ミステリーショッピング講座 29
片仮名  ビジネス片仮名語講座 20 新商品  新商品プロデュース講座 29
雑談力  雑談力養成講座 21 知り磨く  自分を知り自分を磨く講座 30
謝罪力  謝罪力養成講座 21 多摩キャ  多摩キャリア塾【本年度休講】 30
交渉力  交渉力養成講座 21 デジカメ  多摩デジカメ塾【本年度休講】 30
接待力  接待力養成講座 21

人脈形成  人脈形成力養成講座 22 C A  営業型客室乗務員セミナー 31
社内政治  社内政治学講座 22 自分ブラ  自分ブランディングセミナー 31
外国人  外国人とのつき合い方講座 22 外見力  外見力ブラッシュアップセミナー 31

面談力  面談力ブラッシュアップセミナー 31
文章力  文章力ブラッシュアップセミナー 31

プレゼン  プレゼン力ブラッシュアップセミナー 31

ビジ検  ビジネス能力検定対策講座 33 宅建  宅地建物取引士養成講座【１回のみ】 32
I T  インターネット検定対策講座 20 簿記  日商簿記検定対策講座 32

ニュース  ニュース検定対策講座 19 F P  ＦＰ技能士養成講座 33
ホテル  ホテルインスペクター養成講座 36 フォーマル  フォーマルウエア入門講座【本年度休講】 34
東京  東京シティガイド検定対策講座 36 マナー  マナー・プロトコール講座 34

韓国語  初級ビジネス韓国語講座【本年度休講】 36 思考力  数学的思考力養成講座 13
スポボラ  スポーツボランティア養成講座【本年度休講】 35 敬語力  ナチュラル敬語力講座 14
イベント  イベント検定対策講座【本年度休講】 37 営業基礎  営業基礎講座 16

色彩  色彩スペシャリスト養成講座【本年度休講】 34 営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 16
パソカラ  パーソナルカラリスト養成講座【本年度休講】 35 営業提案  営業提案力養成講座 16
ヘルス  ヘルスマネジメント講座 25 営業クロ  営業クロージング力養成講座 16

ダイエット  ダイエット検定対策講座 35 価格  価格設定士養成講座 17

≪資格・ライセンス取得コース≫

≪営業楽部（営業人材養成コース）≫
リベラルアーツプログラム 自己改造プログラム

営業コアプログラム

営業能力活用プログラム
営業ハードスキルプログラム

営業ソフトスキルプログラム 修了認定プログラム

とことん寄り添う個別指導プログラム



開講スケジュール

オンデマンド＆ライブ講座スケジュール

略称 講座名 総回数 オンデマンド部分 受講可能期間

女優  営業女優塾 2回 すべて
第1回：11月27日（金）～２月14日（日）
第2回：12月21日（月）～２月14日（日）

論理  論理学集中講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

算術  算術集中講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

幾何  幾何学集中講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

敬語力  ナチュラル敬語力講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

伝わる  伝わる文章表現力講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

思考力  数学的思考力養成講座（前期分） 7回 すべて（順次アップ） 12月1日（火）～2月14日（日）

思考力  数学的思考力養成講座（後期分） 7回 すべて（順次アップ） 12月1日（火）～2月14日（日）

営業基礎  営業基礎講座 3回 すべて 12月11日（金）～2月14日（日）

営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 3回 すべて 12月11日（金）～2月14日（日）

営業提案  営業提案力養成講座 3回 すべて 12月11日（金）～2月14日（日）

営業クロ  営業クロージング力養成講座 3回 すべて 12月11日（金）～2月14日（日）

簿記  日商簿記検定対策講座 26回 すべて（順次アップ） 11月15日（月）～２月28日（日）

東京  東京シティガイド検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） 12月1日（火）～２月28日（日）

ニュース  ニュース検定対策講座（冬・２級） 7回 すべて（順次アップ） 12月5日（土）～2月14日（日）

I T  インターネット検定対策講座 １２回 すべて（順次アップ） １0月2日（金）～12月31日（木）

ＦＰ  ＦＰ技能士養成講座 １９回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１月24日（日）

ビジ検  ビジネス能力検定対策講座 １５回 すべて（順次アップ） ９月1日（火）～３月31日（水）

第一印象  第一印象力養成講座 2回 すべて 12月21日（月）～２月14日（日）

お嬢さま  急造お嬢さま講座 2回 すべて 12月21日（月）～２月14日（日）

アルバイト  戦略的アルバイト・留学講座 2回 すべて 12月21日（月）～２月14日（日）

転職  転職価値向上の働き方講座 2回 すべて 12月21日（月）～２月14日（日）

心理学  営業心理学講座 2回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

マーケ  営業マーケティング講座 2回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

価格  価格設定士養成講座 ４回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

未来  未来予測学講座 2回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

観相  観相統計学講座 2回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

社交辞令  ビジネス社交辞令講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

片仮名  ビジネス片仮名語講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

雑談力  雑談力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

謝罪力  謝罪力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

交渉力  交渉力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

接待  接待力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

人脈形成  人脈形成力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

社内政治  社内政治学講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

外国人  外国人とのつき合い方講座 ４回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

プロ総務  プロフェッショナル総務講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

隠れた  隠れた優良企業の探索講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

公的企業  公的企業研究講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

エアライン  エアラインビジネス講座 8回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

伝統工芸  伝統工芸ナビゲーター養成講座 ３回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

広告  広告ビジネス講座 ２回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

護身術  サイバー護身術講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

ひとり  ひとり会社の始め方・育て方講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

お金  お金の貯め方・増やし方講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

新商品  新商品プロデュース講座 7回 すべて 2月1日（月）～２月14日（日）

知り磨く  自分を知り自分を磨く講座 4回 すべて 2月1日（月）～２月14日（日）

宅建  宅建講座（宅建合格に向けた学習法） 1回 すべて 5月１５日（金）～８月３１日（月）

マナー  マナー・プロトコール講座 8回 すべて（順次アップ）
第1回：7月２５日（土）～10月31日（土）
第2回から第8回：11月8日（日）～12月5日（土）

ヘルス  ヘルスマネジメント講座 ６回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１２月２０日（日）

ダイエット  ダイエット検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） ７月27日（月）～１２月２０日（日）

ホテル  ホテルインスペクター養成講座 8回 第1回
Zoomでライブ実施
　　　　11月1日（日）2限～5限
　　　　12月6日（日）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（イカロス） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月14日（土）2限～5限
　　　　1月9日（土）2限～5限

文章力  文章力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

外見力  外見力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

自分ブラ  自分ブランディングセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

プレゼン  プレゼン力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

面談力  面談力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～6限
　　　　12月19日（土）2限～6限
         1月23日（土）2限～6限
　　　　2月20日（土）2限～6限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村B） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月29日（日）2限～5限
　　　　1月３０日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（小林） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月5日（土）2限～5限
　　　　2月１３日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村A） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月20日（日）2限～5限
　　　　2月27日（土）2限～5限



略称 講座名 総回数 オンデマンド部分 受講可能期間

女優  営業女優塾 2回 すべて
第1回：11月27日（金）～２月14日（日）
第2回：12月21日（月）～２月14日（日）

論理  論理学集中講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

算術  算術集中講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

幾何  幾何学集中講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

敬語力  ナチュラル敬語力講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

伝わる  伝わる文章表現力講座 2回 すべて 12月1日（火）～2月14日（日）

思考力  数学的思考力養成講座（前期分） 7回 すべて（順次アップ） 12月1日（火）～2月14日（日）

思考力  数学的思考力養成講座（後期分） 7回 すべて（順次アップ） 12月1日（火）～2月14日（日）

営業基礎  営業基礎講座 3回 すべて 12月11日（金）～2月14日（日）

営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 3回 すべて 12月11日（金）～2月14日（日）

営業提案  営業提案力養成講座 3回 すべて 12月11日（金）～2月14日（日）

営業クロ  営業クロージング力養成講座 3回 すべて 12月11日（金）～2月14日（日）

簿記  日商簿記検定対策講座 26回 すべて（順次アップ） 11月15日（月）～２月28日（日）

東京  東京シティガイド検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） 12月1日（火）～２月28日（日）

ニュース  ニュース検定対策講座（冬・２級） 7回 すべて（順次アップ） 12月5日（土）～2月14日（日）

I T  インターネット検定対策講座 １２回 すべて（順次アップ） １0月2日（金）～12月31日（木）

ＦＰ  ＦＰ技能士養成講座 １９回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１月24日（日）

ビジ検  ビジネス能力検定対策講座 １５回 すべて（順次アップ） ９月1日（火）～３月31日（水）

第一印象  第一印象力養成講座 2回 すべて 12月21日（月）～２月14日（日）

お嬢さま  急造お嬢さま講座 2回 すべて 12月21日（月）～２月14日（日）

アルバイト  戦略的アルバイト・留学講座 2回 すべて 12月21日（月）～２月14日（日）

転職  転職価値向上の働き方講座 2回 すべて 12月21日（月）～２月14日（日）

心理学  営業心理学講座 2回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

マーケ  営業マーケティング講座 2回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

価格  価格設定士養成講座 ４回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

未来  未来予測学講座 2回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

観相  観相統計学講座 2回 すべて 1月1日（金）～２月14日（日）

社交辞令  ビジネス社交辞令講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

片仮名  ビジネス片仮名語講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

雑談力  雑談力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

謝罪力  謝罪力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

交渉力  交渉力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

接待  接待力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

人脈形成  人脈形成力養成講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

社内政治  社内政治学講座 2回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

外国人  外国人とのつき合い方講座 ４回 すべて 1月11日（月）～２月14日（日）

プロ総務  プロフェッショナル総務講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

隠れた  隠れた優良企業の探索講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

公的企業  公的企業研究講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

エアライン  エアラインビジネス講座 8回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

伝統工芸  伝統工芸ナビゲーター養成講座 ３回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

広告  広告ビジネス講座 ２回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

護身術  サイバー護身術講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

ひとり  ひとり会社の始め方・育て方講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

お金  お金の貯め方・増やし方講座 2回 すべて 1月21日（木）～２月14日（日）

新商品  新商品プロデュース講座 7回 すべて 2月1日（月）～２月14日（日）

知り磨く  自分を知り自分を磨く講座 4回 すべて 2月1日（月）～２月14日（日）

宅建  宅建講座（宅建合格に向けた学習法） 1回 すべて 5月１５日（金）～８月３１日（月）

マナー  マナー・プロトコール講座 8回 すべて（順次アップ）
第1回：7月２５日（土）～10月31日（土）
第2回から第8回：11月8日（日）～12月5日（土）

ヘルス  ヘルスマネジメント講座 ６回 すべて（順次アップ） ７月２５日（土）～１２月２０日（日）

ダイエット  ダイエット検定対策講座 6回 すべて（順次アップ） ７月27日（月）～１２月２０日（日）

ホテル  ホテルインスペクター養成講座 8回 第1回
Zoomでライブ実施
　　　　11月1日（日）2限～5限
　　　　12月6日（日）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（イカロス） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月14日（土）2限～5限
　　　　1月9日（土）2限～5限

文章力  文章力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

外見力  外見力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～4限
　　　　12月19日（土）2限～4限
         1月23日（土）2限～4限
　　　　2月20日（土）2限～4限

自分ブラ  自分ブランディングセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

プレゼン  プレゼン力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）5限～6限
　　　　12月19日（土）5限～6限
         1月23日（土）5限～6限
　　　　2月20日（土）5限～6限

面談力  面談力ブラッシュアップセミナー 4回 なし

Zoomでライブ実施
　　　　11月21日（土）2限～6限
　　　　12月19日（土）2限～6限
         1月23日（土）2限～6限
　　　　2月20日（土）2限～6限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村B） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　11月29日（日）2限～5限
　　　　1月３０日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（小林） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月5日（土）2限～5限
　　　　2月１３日（土）2限～5限

CA  営業型客室乗務員セミナー（西村A） 8回 なし
Zoomでライブ実施
　　　　12月20日（日）2限～5限
　　　　2月27日（土）2限～5限


