
思考力 数学的思考力養成講座 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 休講

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 休講

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
アイデア  アイデア発想力養成講座 休講 リゾート  統合型リゾートマネジメント講座 休講
オタク  オタクマーケティング講座 休講 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 休講
交渉力  交渉力養成講座 21 デジカメ  多摩デジカメ塾 休講
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 休講
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 休講 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 休講 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 休講 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 休講 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≫

ＯＭＡ開講講座一覧表（もくじ）
≪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



総回数

2回

7回

7回

2回

3回

2回

1回

8回

2回

2回

3回

2回

2回

2回

7回

2回

3回

12回

2回

2回

2回

8回

6回

19回

6回

2回

3回

2回

2回

2回

 社内政治学講座社内政治

プロ総務

片仮名

8月10日（月）～10月３１日（土）

8月15日（土）～10月３１日（土）すべて

 営業クロージング力養成講座 第1回～第2回

 ビジネス片仮名語講座

8月22日（土）～10月31日（土）

8月29日（土）～10月31日（土）

 プロフェッショナル総務講座 すべて

すべて

5月23日（土）～10月31日（土）

 第一印象力養成講座

 戦略的アルバイト・留学講座

 コピーライティング講座

ひとり すべて ７月16日（木）～10月３１日（土）

 営業マーケティング講座

営業クロ

ダイエット すべて（順次アップ） 7月２7日（月）～12月20日（日）

 マナー・プロトコール講座

営業提案

お金

コピー

マーケ

ヘルス

ニュース

 人脈形成力養成講座

 ニュース検定対策講座（夏・3級） すべて（順次アップ）

人脈形成

オンライン部分

 営業心理学講座

講座名

すべて

 伝わる文章表現力講座

 営業女優塾

７月20日（月）～10月３１日（土）

第1回～第5回
（順次アップ）

6月13日（土）～10月31日（土）

7月6日（月）～9月26日（土）

7月1日（水）～10月31日（土）

第1回

すべて（順次アップ）

すべて

すべて

すべて

 営業基礎講座

 ヘルスマネジメント講座

 ダイエット検定対策講座

第1回

すべて（順次アップ）

7月２５日（土）～10月31日（土）

7月２５日（土）～12月20日（日）

5月15日（金）～8月31日（月）

女優

第一印象

すべて

第1回～第4回

 宅建講座（宅建合格に向けた学習法） すべて

すべて

 エアラインビジネス講座

思考力

謝罪力

社交辞令

エアライン

宅建

営業基礎

 数学的思考力養成講座（前期分）

 謝罪力養成講座

伝わる

敬語力  ナチュラル敬語力講座 すべて

すべて 8月８日（土）～10月３１日（土）

５月9日（土）～10月31日（土）

4月25日（土）～２月２０日（土）

 お金の貯め方・増やし方講座

 営業ヒアリング力養成講座

 雑談力養成講座

 営業提案力養成講座

第1回～第2回

すべて

第1回～第2回

心理学

 ひとり会社の始め方・育て方講座

6月21日（日）～9月6日（日）

アルバイト すべて ６月17日（水）～10月３１日（土）

7月3日（金）～10月３１日（土）

マナー

 FP技能士養成講座 すべて（順次アップ）

⇒次頁に続く

２０２０年度ＯＭＡ開講スケジュール

≪オンデマンド（ＹｏｕＴｕｂｅ）型 オンライン講座リスト≫

ＦＰ 7月２５日（土）～12月20日（日）

受講可能期間

４月9日（木）～10月31日（土）

４月１0日（金）～2月2０日（土）

４月２6日（日）～10月31日（土）

営業ヒア

雑談力

５月1日（金）～8月３１日（月）

7月13日（月）～10月３1日（土）

５月31日（日）～10月３1日（土）

６月9日（火）～10月３１日（土）

第1回～第2回

すべて

5月30日（土）～10月31日（土）

5月23日（土）～10月31日（土）

略称

 ビジネス社交辞令講座

思考力  数学的思考力養成講座（後期分） すべて（順次アップ）



総回数

15回

6回

2回

7回

7回

3回

2回

2回

2回

3回

2回

2回

2回

2回

4回

１２回

4回

2回

2回

2回

6回

8回

7回

26回

ニュース  ニュース検定対策講座（秋・２級） すべて（順次アップ） 9月７日（月）～11月15日（日）

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

女優  営業女優塾 第2回 9月12日（土）～10月31日（土）

広告 すべて 9月11日（金）～10月31日（土）

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

交渉力  交渉力養成講座 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 すべて（順次アップ） 10月2日（金）～10月31日（土）

マナー  マナー・プロトコール講座
第2回～第8回
（順次アップ）

11月8日（日）～12月5日（土）

お嬢さま  急造お嬢さま講座 すべて 10月7日（水）～10月31日（土）

観相  観相統計学講座 すべて 10月24日（土）～10月31日（土）

東京  東京シティガイド検定対策講座 すべて（順次アップ） 11月2日（月）～3月31日（水）

すべて 9月16日（水）～10月31日（土） 接待力養成講座

 広告ビジネス講座

パソカラ  パーソナルカラリスト養成講座 第1回 9月1日（火）～11月6日（金）

護身術  サイバー護身術講座 すべて 9月9日（水）～10月31日（土）

ニュース  ニュース検定対策講座（秋・3級） すべて（順次アップ） 9月７日（月）～11月15日（日）

伝統工芸

未来  未来予測学講座 すべて

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

すべて 9月１５日（火）～10月31日（土） 伝統工芸ナビゲーター養成講座

公的企業  公的企業研究講座 すべて 9月26日（土）～10月31日（土）

転職  転職価値向上の働き方講座

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

接待力

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

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

I T

すべて 9月19日（土）～10月31日（土）

略称 講座名 オンライン部分 受講可能期間

9月5日（土）～10月31日（土）

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



１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限

6/3 水 新商品

6/17 水 新商品

7/1 水 新商品

7/15 水 新商品

7/29 水 新商品

8/1 土 ミステリ

8/12 水 新商品

8/26 水 新商品

自己スタ 自己スタ

ミステリ ミステリ

脱ワーク 脱ワーク

ミステリ ミステリ

9/19 土 営業基礎 営業ヒア 営業提案 営業クロ

9/25 金 関西語 関西語

9/26 土 ミステリ

9/27 日 営業基礎 営業ヒア 営業提案 営業クロ

10/3 土 知り磨く 知り磨く 知り磨く 知り磨く コピー コピー

10/4 日 エアライン エアライン エアライン エアライン

10/10 土 論理 論理 コピー コピー

10/17 土 コピー

10/24 土 算術 算術 コピー

10/25 日 ボイトレ ボイトレ

10/31 土 幾何 幾何 スマイル スマイル スマイル コピー

9/10 木

9/11 金

⇒次頁に続く

≪ライブ（Ｚｏｏｍ）型 オンライン講座スケジュール≫

月日
曜
日

千代田・多摩 両キャンパス共通

1限 　９：００～１０：３０ 2限 １０：４０～１２：１０ 3限 １３：００～１４：３０

4限 １４：４０～１６：１０ 5限 １６：２０～１７：５０ 6限 １８：００～１９：３０



１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限

11/1 日 ホテル ホテル ホテル ホテル

11/7 土 パソカラ パソカラ パソカラ パソカラ パソカラ

11/14 土 ＣＡ ＣＡ ＣＡ ＣＡ

文章力 文章力 文章力 自分ブラ 自分ブラ

外見力 外見力 外見力 プレゼン プレゼン

面談力 面談力 面談力 面談力 面談力

11/29 日 ＣＡ ＣＡ ＣＡ ＣＡ

12/5 土 ＣＡ ＣＡ ＣＡ ＣＡ

12/6 日 ホテル ホテル ホテル ホテル

文章力 文章力 文章力 自分ブラ 自分ブラ

外見力 外見力 外見力 プレゼン プレゼン

面談力 面談力 面談力 面談力 面談力

12/20 日 ＣＡ ＣＡ ＣＡ ＣＡ

1/9 土 ＣＡ ＣＡ ＣＡ ＣＡ

文章力 文章力 文章力 自分ブラ 自分ブラ

外見力 外見力 外見力 プレゼン プレゼン

面談力 面談力 面談力 面談力 面談力

1/30 土 ＣＡ ＣＡ ＣＡ ＣＡ

2/13 土 ＣＡ ＣＡ ＣＡ ＣＡ

文章力 文章力 文章力 自分ブラ 自分ブラ

外見力 外見力 外見力 プレゼン プレゼン

面談力 面談力 面談力 面談力 面談力

2/27 土 ＣＡ ＣＡ ＣＡ ＣＡ

千代田・多摩 両キャンパス共通

2/20 土

月日
曜
日

12/19 土

1/23 土

11/21 土



≪その他の学内講師陣≫

≪学外から招聘した講師陣≫

≪ＯＭＡ全体を統括・運営するキャリア教育センター専任教授≫

慶應義塾大学経済学部を卒業、日本電
信電話公社入社、HEC（フランス共和国
高等商業学校）卒業。日本電信電話株
式会社、NTTフランス、東日本電信電話
株式会社、西日本電信電話株式会社、
NTTコムウェア株式会社などNTTグルー
プで26年間勤務、主に営業、企画、国際
業務に従事する。2010年大妻女子大学
に入職、2011年より現職。早稲田大学
スポーツナレッジ研究所招聘研究員。新
宿区情報公開・個人情報保護審議会委
員、環境審議会委員を歴任。 専門はス
ポーツビジネス、マーケティング、情報通
信産業論。

一橋大学商学部、一橋大学大学院商学研
究科博士課程をそれぞれ卒業・修了。名古
屋商科大学助教授、群馬大学社会情報学
部助教授・教授を経て、２０１１年より現職。
群馬大学名誉教授。この間、郵政研究所、
日本資産流動化研究所、建設経済研究
所、道路経済研究所等の客員研究官や研
究委員を歴任。現在は、上場企業２社の社
外役員（㈱カーブスホールディングス取締
役、㈱エスイー監査役）を務めるとともに、独
特のプライシングテクノロジーを武器として、
全国のサービス関連企業のコンサルティング
を数多く手がける。専門はファイナンス論、
営業心理学、観相統計学。

井上 俊也 寺石 雅英
大妻女子大学

キャリア教育センター
教授

大妻女子大学
キャリア教育センター

教授

多摩キャリア塾

多摩デジカメ塾
齊藤　豊

　大妻女子大学　人間関係学部教授
　大妻女子大学　キャリア教育センター教授（併任）

色彩スペシャリスト養成講座

フォーマルフォーマルウエア入門講座
平井 郁子 　大妻女子大学　キャリア教育センター教授

ビジネス韓国語講座 延 恩株 　大妻女子大学　キャリア教育センター准教授

主な担当講座 講師名 所属・肩書き

スマイルインフルエンサー講座 赤松　隆 　Settsu Studio オーナーカメラマン

接待力養成講座

広告ビジネス講座

面談力ブラッシュアップセミナー
石井 英彦

　株式会社イオタ 代表取締役
　ぴあ株式会社 元執行役員営業開発本部本部長

エアラインビジネス講座

営業型客室乗務員育成セミナー
石田 雅子

　日本航空株式会社 元客室乗務員
　株式会社シンプランニング 講師

自分を知り自分を磨く講座 臼井 淑子
　キャリアコンサルタント
　社会保険労務士

転職価値向上の働き方講座 大曾根　恵
　株式会社ＷＡＲＣ 人事・採用担当
　ＯＭＡ初代ジャンヌダルク

営業基礎講座

営業ヒアリング力講座

プレゼン力ブラッシュアップセミナー
岡　俊明

　サッポロビール飲料株式会社 元代表取締役社長
　株式会社エスイー 取締役、ハルナビバレッジ株式会社 取締役

戦略的アルバイト・留学講座 奥山　知博
　ＫＤＤＩ株式会社 パーソナル事業本部ビジネス開発本部課長補佐
　フィリピン・セブ語学学校Ｗｅｌｔｓ 元Ｊａｐａｎ ｒｅｇｉｏｎ ｍａｎａｇｅｒ

伝わる文章表現力養成講座

文章力ブラッシュアップセミナー
小田 ユイコ 　美容ジャーナリスト

営業マーケティング講座 笠井 圭介
　株式会社アサツー ディ・ケイ 元コミュニケーションプランニング本部本部長
　コミュニケーションプランナー

急造お嬢さま講座 加藤 ゑみ子 　株式会社空間構造 代表取締役

アイデア発想力養成講座 門脇 正法
　有限会社ゲートサイド 代表取締役
　マンガ原作者、スポーツライター

オタクマーケティング養成講座 門脇 そら
　株式会社ＷＳＡ 代表取締役
　オタクマーケティング研究家、作家

ホテルインスペクター養成講座 北村 剛史
　株式会社ホテル格付研究所 代表取締役所長
　一般社団法人観光品質認証協会 統括理事



主な担当講座 講師名 所属・肩書き

コピーライティング講座

自分ブランディングセミナー
北村 峰春

　Ｉｍａｇｅ Ｑｕｏｔｉｅｎｔ 代表
　クリエイティブディレクター、ＣＭプランナー

エアラインビジネス講座

面談力ブラッシュアップセミナー
公文 雅人

　イーツアー株式会社 元代表取締役
　ジョルダン株式会社 「乗換案内」技術開発部長

マナー・プロトコール講座

エアラインビジネス講座

営業型客室乗務員育成セミナー

小林 恵美子 　特定非営利活動法人日本マナー・プロトコール協会 認定講師

面談力ブラッシュアップセミナー 小町 千治
　株式会社ゆうちょ銀行 元常務執行役、セメダイン株式会社 取締役
　凸版印刷株式会社 執行役員海外統括本部長役

自己営業スタイル開発講座 齊藤 正明
　株式会社ネクストスタンダード  代表取締役社長
　人材コンサルタント

自己形成のキネマ講座 坂口　英明
　ぴあ株式会社 元取締役、「ぴあ」編集部編集主幹
　株式会社神泉工作室 代表

新商品プロデュース講座 佐藤 千景 　ピュラトスジャパン株式会社 広報／シニアプロダクトマネージャー

サイバー護身術講座 芝崎 章太郎 　合同会社デジタルワークサポート 代表社員

公的企業研究講座 清水 祐児 　日本中央競馬会 総合企画部経営企画室専門役

交渉力養成講座 下村 正樹 　三井物産株式会社 機械・インフラ業務部業務アセスメント室長

パーソナルカラリスト養成講座 髙橋 恵梨香
　合同会社エリッカーレ 代表社員（ＣＥＯ）
　パーソナルカラリスト、ＯＭＡ 第１期社会人聴講生

ミステリーショッピング講座 谷　克博 　株式会社行動科学研究所 顧問

自分を知り自分を磨く講座 寺坂 史明
　サッポロビール株式会社 元代表取締役社長、株式会社大庄 監査役
　株式会社シチズン時計 取締役、株式会社富士通ゼネラル 取締役

伝統工芸ナビゲーター講座 富田　篤
　株式会社富田染工芸代表取締役社長
　東京伝統工芸士（東京染小紋）

第一印象力養成講座

外見力ブラッシュアップセミナー
中井 信之

　株式会社ビーアイス 代表取締役
　ポージングディレクター、俳優、イメージコンサルタント

外国人とのつき合い方講座 南雲 智 
　東京都立大学 名誉教授、大妻女子大学 元副学長
　有限会社論創社 顧問

エアラインビジネス講座

営業型客室乗務員育成セミナー
成田 知宏 　イカロス出版株式会社 教育事業部編集担当

エアラインビジネス講座

営業型客室乗務員育成セミナー

ビジネス関西語講座

西村 由美
　株式会社美キャリア 代表取締役社長
　日本航空インターナショナル株式会社 元客室乗務員

伝統工芸ナビゲーター講座 畠山　弘
　畠山七宝製作所 代表
　東京伝統工芸士（東京七宝）

ヘルスマネジメント講座

ダイエット検定対策講座
半谷　駒子

　一般社団法人日本健康生活推進協会 健康マスター認定講師
　株式会社日本農業 総務部長、ＯＭＡ第１期社会人聴講生

プレゼン力ブラッシュアップ講座 福田　厚司
　株式会社ニチレイ 元専務取締役
　株式会社ニチレイアイス 元代表取締役社長

伝統工芸ナビゲーター講座 福田　隆
　株式会社龍工房 代表取締役
　東京伝統工芸士（東京くみひも）

脱ワークライフバランス講座 干場　弓子 　株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 取締役社長

ボイストレーニング講座 ミニー・Ｐ
　プロデューサー、作編曲・作詞家、ボイスストレーナー
　株式会社ウイングミュージック 代表取締役

統合型リゾートマネジメント講座 村上　実
　株式会社オータパブリケイションズ 元専務取締役
　ホテルジャーナリスト、ホテルインスペクター

食品ビジネス講座 山﨑 範夫 　株式会社サッポロライオン 元代表取締役社長

食品ビジネス講座 山﨑 悠一
　フードビジネスコンサルタント
　株式会社リトルエイチ アドバイザー


