
リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 
キャリア講演 

「女性のライフスタイルと起業という選択肢」 

（企業等と連携して行う授業） 

担当者名 
株式会社キャリア・マム 代表取締役 堤 香苗 

（実務家）                       ＊全２回授業を担当  

開講年度学期 2022年度 後期 開講キャンパス 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 0.5 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 9/27、10/4 (火曜日) 

授業の概要 

結婚や出産といった大きなライフステージを経験する女性たち。ライフステージの変化や、理想的な

ワークライフバランスを考えたときに、どのようなキャリアを選択するのがよいのでしょうか。 この講座

では、組織の中で働くだけではない「起業」という働き方、生き方について考えます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

女性起業家として 20 年以上経営に携わる講師自身の経験を交えながら、起業という働き方や生き方に

ついてお話しします。通常 4回の講義を 2回に凝縮し、自分自身のキャリアの棚卸しと、 

グループディスカッションを中心に、自分の理想のキャリアの選択肢について考えます。 

そして、自分らしい生き方や、ご自身の心の中にあるビジネスアイディアについて、意見交換を 

行いながらまとめましょう。 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 メンタルヘルス・マネジメント（セルフケア） 

担当者名 齋藤 真理子（実務家教員）                ＊全 6回授業を担当  

開講年度学期 2022年度 前期 授業形態 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 1 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 7/1～8/5の金曜日 

授業の概要 

本講座では、イキイキ働くために心の健康に関する正しい知識を学び、ストレスに気づいて対処する

方法を身につけます。授業では、ワークやリラクゼーション体験などを取り入れて受講生同士で気づい

たことを共有し、多様な感じ方や考え方に触れて理解を深めます。さらに学んだことを職場や日常生活

で実践し、お互いの取り組みについて情報交換することで、自分に合ったストレス対処法を習得します。  

また授業内容には、メンタルヘルス・マネジメント検定（大阪商工会議所主催）Ⅲ種セルフケアの学習

と重なる部分があるため、試験対策としても役立ちます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

①メンタルヘルス・マネジメントの基本を理解する 

②ストレス要因やストレスサインに気づくコツをつかむ 

③自分に合ったストレス対処法を習得する 

④メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅲ種（セルフケア）のポイントを理解する 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 ライフロング・キャリア・デザイン 

担当者名 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 執行役員 矢島洋子 ＊全 6回授業を担当 

開講年度学期 2022年度 後期 授業形態 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 1 開講期・授業区分 
週間授業 

水曜日 

授業の概要 

過去 30年間の日本女性を取り巻く社会・経済環境の変化を踏まえ、これからを生きる女性が、ライフ 

プラン・キャリアデザインを描く上で、有しておくべき基本的知識や留意点を学ぶ。子育てや介護などのラ

イフイベントや職場の働き方改革と自信のキャリア形成との関係、マネジメントや人材育成の基本につい

ても学ぶ。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

自身のライフプラン・キャリアデザインを描くことができるようになると共に、職場においてリーダーシッ

プを発揮するチャンスを自ら作れるようになる。 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 人材育成の導入理論 

担当者名 上野 哲生 （実務家）                  ＊全 6回授業を担当  

開講年度学期 2022年度 後期 授業形態 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 1 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 11/10～12/15の木曜日 

授業の概要 
人材開発（成長・育成）の全体像を理解した上で、実践的なスキルを習得する。学びを現在および将来

の仕事に活かし、自己成長につなげる。さらに組織メンバーの育成に応用する。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

１）人材開発の全体像・要諦を理解し、自己成長課題クリアのための道筋をつかむ。 

２）現実的な仕事の流れに合致したビジネススキルを、目的から技法まで一連で習得する。 

３）ディスカッションや演習を通じて、習得したスキルを実務で使えるように磨き上げる。 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 
野村證券株式会社寄付授業 

働く女性のためのブラッシュアップ金融経済講座  ―人生 100年時代の未来投資― 

（企業等と連携して行う授業） 

担当者名 野村證券講師（実務家） 

開講年度学期 2022年度 後期 授業形態 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 0.5 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 11/9、11/16、11/30 (水曜日) 

授業の概要 

働く女性のキャリア形成を目的とし、自らのスキルアップの機会を提供する。 

プログラムの基本構成 

１．世界経済や日本の現状・課題を把握した上で、暮らしのゆくえについて考える 

２．金融経済の基礎知識やライフプランの基礎知識等の習得する 

授業の到達目標 

及びテーマ 

・金融経済の基礎知識を習得する  

・自身の未来をイメージし、課題を発見する 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 市場調査論 

担当者名 田部 渓哉                      ＊全１２回授業を担当   

開講年度学期 
2022年度 前期 

夏期 
授業形態 

遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 2 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 7/16～9/3の土曜日 

授業の概要 

月々の仕入れの数を決めたり、年間の売上目標を決めたりと、事業活動の多くの部分が数で管理さ

れています。より視野を広げると、顧客がどの程度満足しているかをアンケート調査によって把握するこ

とも、数による管理といえます。市場や消費者の動きを数で捉え、データとして分析すると、そこにさまざ

まな関係性を読み取れることができます。この講義では市場調査の基本を学び、Microsoft Excel の機

能を使いながら、マーケティングにおけるデータ分析の基礎を学習します。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

・必要な情報が何かを考え、目的に応じて適切な市場調査を選ぶことができる。 

・複数のグループの間の違いを、分析を通じて検証できる。 

・2つ以上の要因の間の因果関係がどの程度強いのかを、分析を通じて検証できる。 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

 

授業科目名 マーケティングマネジメント 

担当者名 田部 渓哉                      ＊全１２回授業を担当   

開講年度学期 2022年度 前期 授業形態 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 2 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 5/21～7/2の土曜日 

授業の概要 

さまざまな事業部の関係から成るマーケティング活動を、企業視点から学習して議論する態度を身に

つけます。マーケティング運用の現場は複雑化しているものの、時流に追従してばかりでは理論的枠組

みに基づく推論能力が養われず、マーケティングの本質が見えにくくなります。講義では、マーケティン

グの基本概念や用語、理論を体系的に紹介します。これらの知識を背景として、企業の狙いを読み解く

力と、さまざまなマーケティング課題に対応する力を養います。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

・マーケティングに関する理論や専門用語の意味を正しく理解し、それらを用いた議論ができる。 

・事業活動の全体を視野に入れて、マーケティング課題の解決方法を考えることができる。 

・マーケティングを活かした企業の実例から、背後の戦略的な意図を分析し、評価できる。 

※「働く女性コース」と共通開講 

※4年制大学の学部で学習する水準の内容です。 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 Business English 

担当者名 印田佐知子                     ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 2022年度 後期 授業形態 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 2 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 9/24～11/12の土曜日 

授業の概要 

本科目は、職場で英語を用いて働くために必要な実用的な英語力を培うことを目標としています。具

体的には、英語で手紙やメールを書く、電話の応対をする、会議やプレゼンテーションを行うための基礎

的なスキルや表現等を学び、それを実践できるように練習を行います。また、グローバル化の進む今日

の職場において、さまざまな文化的背景を持つ同僚・クライアントと円滑にコミュニケーションをはかるた

めの基礎知識も学びます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

1. 丁寧な英語表現ができる 

2. フォーマルな英文レターやメールが書ける 

3. 英語でフォーマルな電話の応対ができる 

4. 英語で会議に参加できる 

5. 英語でプレゼンテーションができる 

6. 職場における異文化コミュニケーションのポイントがわかる 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

 

授業科目名 プレゼンテーション 

担当者名 尾方 僚（実務家教員）                 ＊全６回授業を担当  

開講年度学期 2022年度 前期 授業形態 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 1 開講期・授業区分 
週間授業 

開講期 5/17～6/21の火曜日 

授業の概要 ビジネスにおけるプレゼンテーションを体得する実践型授業 

授業の到達目標 

及びテーマ 

ビジネスの中で常に必要なプレゼンテーション。大人数の前で発表するプレゼンに限らず、会議での発

言、発表などもプレゼンに含まれます。このプログラムではプレゼンテーションに必要な資料の準備の

仕方から資料作成→プレゼンテーションという流れでビジネスパーソンとして必要なスキルのブラッシュ

アップ、アップグレードを図ります。これらの技術を向上されることにより社内外におけるキャリアアップ、

リーダシップ力を培えられます。会社に入社してから教えてもらう機会はほとんどないプレゼンテーショ

ン。ここで基礎からやって自信をつけましょう。 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

 

授業科目名 管理会計の基礎 

担当者名 末益 弘幸（実務家教員）                ＊全１２回授業を担当  

開講年度学期 2022年度 前期 授業形態 
遠隔授業 

（Zoom） 

単位数 2 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 5/19～8/4の木曜日 

授業の概要 

管理会計を学んだことのない方のための講座であり、管理会計はこのような順序で学習すれば、管理

会計の体系や方向性が理解できることを示すのが、本講座の目標です。 

本講座では、管理会計を理解する為に重要な以下の３つのポイントを中心に講義します。 

①損益分析と業績管理（損益分岐分析と部門別変動損益計算書の活用） 

②原価計算の基本手続きと原価管理 

③経営意思決定の判断（中長期経営計画の策定と短期利益計画の設定） 

これら３つのポイントは、会社の経営管理を将来担っていく人材になるための基礎知識と言えます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

上場企業や中規模以上の会社で標準的に実施されている管理会計の技術を習得することを目標としま

す。また日商簿記検定２級「工業簿記」の対策に役立たせることを目指します。 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 情報処理演習 

担当者名  深澤 進                       ＊全 6回授業を担当  

開講年度学期 2022年度 前期 授業形態 オンデマンド配信 

単位数 1 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 5/21～6/25の土曜日 

授業の概要 
Word、Excel、PowerPoint の知識を仕事で活用するために必要な実践的な技法を習得するための授

業です。 

授業の到達目標 

及びテーマ 
Word、Excel、PowerPointを実務上活用できるようになることを目標とします。 

 



リカレント教育課程 働く女性のためのライフロングキャリアコース 

授業科目名 
東京商工会議所連携授業 

ＩＴリテラシー3（Access） 

担当者名          伊藤 浩次 （実務家教員）               ＊全６回授業を担当  

開講年度学期 2022年度 後期 授業形態 オンデマンド配信 

単位数 1 開講期・授業区分 
週間授業 

開講日 9/27～11/1の火曜日 

授業の概要 Microsoft Accessを用いたデータベース管理の入門的な授業です。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

Microsoft Access の「オブジェクト」すなわち「構成要素（テーブル、クエリ、フォーム、レポート）」の役割

の理解、設計・操作方法の習得を目標とします。また学習を通して、データベースの基礎的なリテラシー

（活用能力）を身に着けることを目指します。 

 


