
平成３１年度ＯＭＡ年間開講スケジュール

略称 講　座　名 ページ 略称 講　座　名 ページ

営基礎  営業基礎講座 ５ コピー  クリエイティブ&コピーライティング塾 １５

営ヒア  営業ヒアリング力養成講座 ５ アイデア  アイデア発想力養成講座 １５

営提案  営業提案力養成講座 ５ タレント  タレントマネジメント講座 １６

営クロ  営業クロージング力養成講座 ６ 知財  知的財産マネジメント講座 １６

プレマネ  プレゼンスマネジメント講座 ６ ホスピ  ホスピタリティマネジメント講座 １７

価　格  価格設定士養成講座 ７ 自己プロ  自己プロデュース講座 １７

雑　談  雑談力養成講座 ７ 新商品  新商品プロデュース講座 １８

交　渉  交渉力養成講座 ８ イベント  イベントプロデュース講座 １８

トレンド  トレンド探求講座 ８ 旅　行  旅行企画プロデュース講座 １９

ヘルス  ヘルスマネジメント講座 ９ 航　空  航空サービスプロデュース講座 ２０

ストレス  ストレスコントロール講座 ９ 色　彩  色彩スペシャリスト養成講座 ２１

マーケ  マーケティング講座 １０ パソカラ  パーソナルカラリスト養成講座 ２１

会　計  ビジネス会計講座 １０ ホテル  ホテルインスペクター養成講座 ２２

簿　記  日商簿記講座 １１ Ｉ　Ｒ  Ｉ Ｒスペシャリスト養成講座 ２２

Ｆ　Ｐ  ファイナンシャルプランナー養成講座 １２ 夜　景  夜景鑑賞士養成講座 ２２

法　務  ビジネス法務リーダー養成講座 １３ スポボラ  スポーツボランティア養成講座 ２３

Ｐ　Ｒ  広報・ＰＲプランナー養成講座 １３ 伝統工芸  江戸伝統工芸ナビゲーター養成講座 ２３

ネット  ネットショップ実務士養成講座 １４ 東　京  東京シティガイド養成講座 ２４

食　品  食品産業アナリスト養成講座 １４ 神楽坂  神楽坂通養成講座 ２４

略称 講　座　名 ページ 時　限

論理言語  論理言語力養成講座 ２５

敬　語  敬語力養成講座 ２５

思考力  数学的思考力養成講座 ２６・２７

マナー  マナー・プロトコール講座 ２７

ニュース  ニュース時事能力養成講座 ２８・２９

コミュ力  コミュニケーション力養成講座 ３０

Ｉ　Ｔ  インターネットマナー養成講座 ３０

中国語  ビジネス中国語講座 ３１

韓国語  ビジネス韓国語講座 ３１

多　摩  多摩キャリア塾 ３２

自信塾  寺坂史明の自信塾 ３２

入　社  入社直前フォローアップ講座 ３２

５限 　１６：２０～１７：５０

６限 　１８：００～１９：３０

２限 　１０：４０～１２：１０

３限 　１３：００～１４：３０

４限 　１４：４０～１６：１０

≪営業能力養成プログラム≫ ≪クリエイティブ能力養成プログラム≫

≪ビジネス基礎プログラム≫

時　　間

1限 　　９：００～１０：３０

 ３３



１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 1限 ２限 ３限 ４限 ５限

4/16 火 自己プロ

4/17 水 自己プロ

4/19 金 自己プロ

自己プロ 航　空 多　摩 多　摩

自信塾

4/22 月 自己プロ 自己プロ

4/30 火 スポボラ スポボラ

5/1 水 スポボラ スポボラ

5/7 火 色　彩

5/8 水 旅　行

5/9 木 韓国語 思考力 思考力 ニュース

5/10 金 思考力 思考力 ニュース

知　財 自己プロ 自己プロ 自己プロ 自己プロ

中国語

5/13 月 知　財 旅　行

5/14 火 色　彩

5/15 水 新商品

5/16 木 韓国語 思考力 思考力 ニュース

5/17 金 思考力 思考力 ニュース

ヘルス プレマネ 営基礎 営基礎 コピー コピー 多　摩 多　摩

中国語 航　空 航　空 航　空

自信塾

5/20 月 営基礎 営基礎 ヘルス

5/21 火 色　彩

5/22 水 Ｆ　Ｐ

5/23 木 韓国語 思考力 思考力 ニュース

5/24 金 思考力 思考力 ニュース

知　財 知　財 知　財 知　財 知　財

中国語

5/28 火 色　彩

5/29 水 トレンド

5/30 木 韓国語 思考力 思考力 ニュース

5/31 金 思考力 思考力 ニュース

敬　語 敬　語 ヘルス ヘルス ヘルス

中国語

6/3 月 ホスピ マナー Ｆ　Ｐ

6/4 火 色　彩

6/5 水 会　計

6/6 木 韓国語 思考力 思考力 ニュース

6/7 金 思考力 思考力 ニュース

ホテル ホテル ホテル ホテル

中国語

6/9 日 ホスピ 食　品 食　品 食　品 食　品

6/10 月 スポボラ スポボラ ネット 会　計

6/11 火 色　彩

6/12 水 旅　行

6/13 木 韓国語 思考力 思考力 ニュース

月日
曜
日

千代田キャンパス 多摩キャンパス

4/20 土

6/１ 土

6/8 土

5/11 土

5/18 土

5/25 土

 ３４



１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 1限 ２限 ３限 ４限 ５限

6/14 金 思考力 思考力 ニュース

マナー プレマネ 営ヒア 営ヒア コピー コピー

中国語 航　空 航　空 航　空

自信塾

6/17 月 営ヒア 営ヒア 旅　行

6/18 火 色　彩

6/19 水 新商品

6/20 木 韓国語 思考力 思考力 ニュース

6/21 金 思考力 思考力 ニュース

ネット ホスピ ホスピ ホスピ ホスピ 多　摩 多　摩

中国語

6/25 火 色　彩

6/26 水 トレンド

6/27 木 韓国語

マナー マナー マナー マナー マナー

中国語

7/1 月 敬　語 敬　語

7/2 火 色　彩

7/3 水 簿　記

7/4 木 韓国語

ネット ネット ネット ネット ネット

中国語

7/7 日 ホテル ホテル ホテル ホテル

7/8 月 簿　記 Ｆ　Ｐ ニュース

7/9 火 色　彩

7/10 水 Ｆ　Ｐ

7/11 木 韓国語

会　計 会　計 会　計 イベント イベント

中国語

7/14 日 会　計 会　計 会　計 会　計 会　計

7/17 水 新商品

ニュース プレマネ 営提案 営提案 コピー マナー 多　摩 多　摩

航　空 航　空 航　空

自信塾

7/24 水 スポボラ スポボラ スポボラ スポボラ

7/28 日 イベント イベント イベント イベント イベント

7/31 水 トレンド

8/1 木 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/2 金 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/5 月 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/6 火 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/7 水 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/9 金 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/10 土 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/19 月 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/20 火 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/22 木 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

月日
曜
日

千代田キャンパス 多摩キャンパス

6/１5 土

7/13 土

7/20 土

6/22 土

6/29 土

7/6 土

 ３５



１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 1限 ２限 ３限 ４限 ５限

8/23 金 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ 旅　行 旅　行 旅　行

8/27 火 旅　行 旅　行 旅　行

8/29 木 ニュース ニュース ニュース

8/30 金 ニュース ニュース ニュース

9/2 月 Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ Ｆ　Ｐ コピー コピー

9/3 火 Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ

9/4 水 Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ

9/5 木 Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ Ｉ　Ｔ

9/9 月 簿　記 簿　記 簿　記 簿　記

9/10 火 簿　記 簿　記 簿　記 簿　記

9/11 水 簿　記 簿　記 簿　記 簿　記

9/12 木 簿　記 簿　記 簿　記 簿　記 思考力 思考力

9/13 金 簿　記 簿　記 簿　記 簿　記 思考力

9/14 土 スポボラ スポボラ タレント タレント タレント

9/18 水 トレンド

9/19 木 韓国語 論理言語 思考力 思考力

9/20 金 論理言語 思考力 思考力

法　務 プレマネ 雑　談 雑　談 コピー

中国語 航　空 航　空 航　空

自信塾

9/23 月 営提案 営提案 法　務

9/25 水 新商品

9/26 木 韓国語 ニュース 論理言語 思考力 思考力

9/27 金 ニュース 論理言語 思考力 思考力

伝統工芸 伝統工芸 伝統工芸 伝統工芸 伝統工芸 コピー

中国語

10/4 金 ニュース 論理言語 思考力 思考力

Ｉ　Ｒ Ｉ　Ｒ Ｉ　Ｒ Ｉ　Ｒ Ｉ　Ｒ コピー

中国語

10/10 木 韓国語 ニュース 論理言語 思考力 思考力

10/11 金 ニュース 論理言語 思考力 思考力

法　務 法　務 法　務 法　務 法　務

中国語 多　摩 多　摩

10/13 日 法　務 法　務 法　務 法　務 法　務

10/14 月 スポボラ スポボラ スポボラ スポボラ

10/16 水 トレンド

10/17 木 韓国語 ニュース 論理言語 思考力 思考力

10/18 金 ニュース 論理言語 思考力 思考力

パソカラ プレマネ 営クロ 営クロ コピー

中国語 航　空 航　空

10/20 日 東　京 東　京 東　京

10/23 水 新商品

10/24 木 韓国語 ニュース 論理言語 思考力 思考力

10/25 金

10/26 土 東　京 東　京 東　京

10/28 月 営クロ 営クロ パソカラ

月日
曜
日

千代田キャンパス 多摩キャンパス

9/21 土

10/19 土

9/28 土

10/5 土

10/12 土

 ３６



１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 1限 ２限 ３限 ４限 ５限

10/31 木 韓国語 ニュース 論理言語 思考力 思考力

11/1 金 ニュース 論理言語 思考力 思考力

夜　景 夜　景

中国語

11/4 月 夜　景 夜　景 マーケ

11/6 水 マーケ

11/7 木 韓国語 ニュース 論理言語

11/8 金 ニュース 論理言語

アイデア アイデア アイデア アイデア アイデア 多　摩 多　摩

中国語

11/13 水 トレンド

11/14 木 韓国語 ニュース

11/15 金 ニュース スポボラ スポボラ

コミュ力 プレマネ Ｐ　Ｒ Ｐ　Ｒ コピー

中国語 航　空 航　空 航　空

11/18 月 Ｐ　Ｒ Ｐ　Ｒ コミュ力

11/21 木 韓国語

パソカラ パソカラ パソカラ パソカラ パソカラ

中国語

11/24 日 東　京 東　京 東　京 東　京

11/28 木 韓国語

マーケ マーケ マーケ マーケ マーケ

中国語

12/7 土 Ｐ　Ｒ Ｐ　Ｒ Ｐ　Ｒ Ｐ　Ｒ Ｐ　Ｒ 多　摩 多　摩

12/12 木 スポボラ スポボラ

12/14 土 ニュース 神楽坂 コミュ力 コミュ力 コミュ力

12/16 月 ニュース コミュ力 コミュ力 コミュ力

12/18 水 思考力 思考力

交　渉 交　渉 交　渉 交　渉 コピー

航　空 航　空 航　空

ストレス

1/8 水 思考力 思考力

価　格 価　格 価　格 価　格 価　格 コピー

航　空 航　空 航　空 ストレス

1/15 水 思考力 思考力

1/29 水 思考力 思考力

2/5 水 思考力 思考力

2/8 土 神楽坂 神楽坂 神楽坂

2/12 水 思考力 思考力

2/13 木 ニュース ニュース ニュース

2/14 金 ニュース ニュース ニュース

ストレス コピー

航　空 航　空 航　空

2/19 水 思考力 思考力

2/22 土 入　社 入　社

3/14 土 航　空 航　空 航　空

月日
曜
日

千代田キャンパス 多摩キャンパス

11/2 土

11/9 土

11/16 土

11/23 土

2/15 土

11/30 土

12/21 土

1/11 土

 ３７


