
⚫ このような方にお奨めします
✓ 英語を学び直し、海外業務や外国人と仕事をしたい
✓ ＩＴ基礎知識を磨きキャリアアップしたい
✓ マインドを鍛え直し、心機一転ビジネス現場に飛び込みたい

⚫ 本講座の目的
本講座は、英語力、マインドセット、ITの基礎知識を学び一般企業への就職
をめざします。本プログラム終了後、習得したビジネス基礎力をベースに海
外ビジネスを含むあらゆる企業実務が遂行できることが目標です。

英語力

～DX時代のビジネスに必要なスキルとマインドを習得～

IT知識

変革
マインド
セット

10月生
募集中

⚫ 神田外語グループによる信頼、安心のプログラム

大学、専門学校等、語学教育機関である神田外語グループがプログラムを
作成し、その講師陣が指導を行います。

IT知識

DX時代のグローバルビジネス
“基礎の基礎力”養成講座

文部科学省 就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業

受託先：

お電話、直接のご来校はお控え下さい。 お問合せはメール kgcc-global@kifl.ac.jp 宛にお願いいたします。

mailto:kgcc-global@kifl.ac.jp


神田外語グループが創立以来培ってきた語学教育の知見とノウハウ集約した
基礎力強化プログラムです。英語の4技能「読む→聞く→書く→話す」を効果
的に学び直し基礎を固めます。

英語力：基礎を固め、コミュニケーションの土台を作ります

変革マインドセット

英文法・リーディング基礎 発音クリニックライティング基礎

話すための英文法 英文eメールの基礎 スピーチクリニック

⚫ 履修科目

【基礎編】

【応用編】

⚫ 履修科目

変革マインドセット 課題解決力

• あくなき探求心
自分の知らないことを試みようとするマインドセット

• 折れない心
失敗を恐れないチャレンジ精神

• やる気
やるべきことにコミットして、情熱をもって取組むマインドセット

課題解決力、目標設定、探求心、グローバルマインドを醸成、メンタルタフ
ネスを鍛えることで自立した個人への成長を促します。

グローバルマインド

※履修科目は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※履修科目は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。



IT基礎：MOSの合格を目標に実務スキルを習得します

マイクロソフトオフィス検定（MOS）の資格取得を目標に、文書（Word)、
表計算(Excel)、プレゼンテーション(PowerPoint)の基本を学びながら、
ビジネスで役立つIT操作を習得します。神田外語グループの指導経験豊富な
講師陣が模擬試験プログラムを使い実践的な演習や試験対策を行います。

⚫ 徹底したカウンセリングによるキャリア・就業支援

神田外語グループの「自立学習」の知見を活かしながら、専任キャリアカウ
ンセラーや大手エージェントと連携したカウンセリングを実施。
各自のキャリア開発の方向性を見定めながら、各受講者の希望に沿った就職
先紹介、転職 支援を実施していきます。
また、就職支援だけにとどまらず、就業後のキャリアアップのためのサポー
トを継続します。

⚫ マイクロソフトオフィス検定（MOS)とは

Word, Excel, PowerpointなどマイクロソフトOffice製品の利用スキル
を証明する資格です。対策学習が実務に直結し業務や作業効率の向上に
つながります。

・ITの基礎知識
・MOS Word 合格対策
・MOS Excel 合格対策
・MOS PowerPoint 合格対策

⚫ 履修科目

※履修科目は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。



⚫ 講座概要

• 受講期間
2021年10月２日（土）～ 2022年２月28日（月）

• 受講時間
平日夜間（月、火、水、木） 18:00-19:30／19:40-21:10
土曜 9:00-18:00 (12:10-13:10は昼休み）

（ご注意）受講期間中、何日かを 平日 9:00-18:00 に実施することがあります。
詳しくは下記URL内の週間スケジュールをご参照下さい。

• 受講形態
対面形式とオンライン

• 受講費用
無料
・教材費について一部受講者のご負担が生じる可能性がございます。

詳細は「開講のご案内」にてお知らせします。
• 定員

30名
• 受講場所

東京都千代田区内神田2-13-9 JR 神田駅より徒歩４分
神田外語キャリアカレッジ もしくは 神田外語学院教室内

⚫ ご受講要件・応募方法

⚫ ご受講要件
• 全日程を通じ出席、全科目を履修できる方
• 当校に通学かつオンラインで受講できる環境を有する方
• eメール等、初級程度のパソコン操作ができる方
• 英語力：英検3級、TOEIC400点相当以上の方
⚫ 応募方法
下記URLもしくはQRコードよりアクセスし、オンラインにて
ご応募下さい。
URL https://www.kandagaigo.ac.jp/kgcc/recurrentedu

⚫ ご受講までの流れ

結の連絡
・9/20頃

ご応募
・締切 9/10

◆ 再就職や転職をめざす方でハローワーク主管の「求職者支援制度」を
ご利用される方は、ハローワークが申込窓口となります。
該当の方は、必ず下記のURLをご確認、ご応募ください。

URL https://www.mhlw.go.jp/content/000776386.pdf

応募締切
9/10（金）

お問い合わせ先

・eメール kgcc-global@kifl.ac.jp 宛にお願いいたします。お電話、直接のご来校はお控え下さい。

・８/6(金）～８/22（日）は、夏季休暇のため休業させていただきます。

学校法人佐野学園 神田外語大学

開校（入校式）

10/2（土）

選考期間
９/10(金)～９/16(木）

募集期間
８/3(火)～9/10(金）

選考結果通知
９/16(木）

mailto:kgcc-global@kifl.ac.jp


⚫ このような方にお奨めします。
✓ ビジネスの現場、実践での英語でのコミュニケーション力を強化したい
✓ メンタルタフネスを鍛え、海外、異文化の環境下でもリーダーシップを

発揮できるようになりたい
✓ ＩＴ基礎知識を磨きキャリアアップしたい

⚫ 本講座の目的
受講生のメンタルタフネスと実践での英語力を徹底的に鍛え、就業への
意欲を高めながら、現在のステージから、より高いレベルにステップ
アップすることが目標です。本プログラム終了後は、あらゆる業界や
ポジションにおいてリーダーシップを発揮し、グローバルに活躍できる
ことをめざします。

ビジネス
英語

～DX時代に活躍できるグローバル人材を育成～

IT知識

⚫ 神田外語グループによる信頼、安心のプログラム
大学、専門学校等、語学教育機関である神田外語グループがプログラ
ムを作成し、その講師陣が指導を行います。

IT知識

10月生
募集中

DX時代におけるグローバル
ビジネスパーソン養成プログラム

変革
マインド

文部科学省 就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業

受託先：

お電話、直接のご来校はお控え下さい。 お問合せはメール kgcc-global@kifl.ac.jp 宛にお願いいたします。

mailto:kgcc-global@kifl.ac.jp


ビジネス英語：実践で役立つスキルとコミュニケーション力を強化

⚫ 履修科目

• あくなき探求心
自分の知らないことを試みようとするマインドセット

• 折れない心
失敗を恐れないチャレンジ精神

• やる気
やるべきことにコミットして、情熱をもって取組むマインドセット

※履修科目は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

変革マインド:修羅場体験によりメンタルタフネスを醸成

異文化、アウェーの環境下でも困難を乗り越え、成果を発揮できるマインド
セットとタフネスを養い、自身の心の成長を促します。

⚫ 履修科目

変革マインドセット ビジネスマーケティング マーケットリサーチ

※履修科目は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

英語力の土台を高めながら、会議、eメール、プレゼンテーション等のスキルを
実践的に学びます。神田外語グループが大手企業や官公庁向けに10,000件
以上実施してきた英語研修の知見とノウハウ集約したプログラムです。

話すための英文法 ニュースリスニング

英文履歴書・面接

ビジネスeメール

ミーティング プレゼンテーション



IT基礎：MOSの合格を目標に実務スキルを習得します

マイクロソフトオフィス検定（MOS）の資格取得を目標に、文書（Word)、
表計算(Excel)、プレゼンテーション(PowerPoint)の基本を学びながら、
ビジネスで役立つIT操作を習得します。神田外語グループの指導経験豊富な
講師陣が模擬試験プログラムを使い実践的な演習や試験対策を行います。

⚫ 徹底したカウンセリングによるキャリア・就業支援
神田外語グループの「自立学習」の知見を活かしながら、専任キャリアカウ
ンセラーや大手エージェントと連携したカウンセリングを実施。
各自のキャリア開発の方向性を見定めながら、各受講者の希望に沿った就職
先紹介、転職 支援を実施していきます。
また、就職支援だけにとどまらず、就業後のキャリアアップのためのサポー
トを継続します。

⚫ マイクロソフトオフィス検定（MOS)とは

Word, Excel, PowerpointなどマイクロソフトOffice製品の利用スキルを
証明する資格です。対策学習が実務に直結し業務や作業効率の向上につな
がります。

・ITの基礎知識
・MOS Word 合格対策
・MOS Excel 合格対策
・MOS PowerPoint 合格対策

⚫ 履修科目

※履修科目は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。



⚫ 講座概要

• 受講期間
2021年10月２日（土）～ 2022年２月28日（月）

• 受講時間
平日夜間（月、火、水、木） 18:00-19:30／19:40-21:10
土曜 9:00-18:00 (12:10-13:10は昼休み）

（ご注意）受講期間中、何日かを平日 9:00-18:00 に実施することがあります。
詳しくは下記URL内の週間スケジュールをご参照下さい。

• 受講形態
対面形式とオンライン

• 受講費用
無料
・教材費について一部受講者のご負担が生じる可能性がございます。

詳細は「開講のご案内」にてお知らせします。
• 定員

30名
• 受講場所

東京都千代田区内神田2-13-9 JR 神田駅より徒歩４分
神田外語キャリアカレッジ もしくは 神田外語学院教室内

⚫ ご受講要件・応募方法

⚫ ご受講要件
• 全日程を通じ出席、全科目を履修できる方
• 当校に通学かつオンラインで受講できる環境を有する方
• eメール等、初級程度のパソコン操作ができる方
• 英語力：英検2級、TOEIC 500点相当以上の方
⚫ 応募方法
下記URLもしくはQRコードよりアクセスし、オンラインにて
ご応募下さい。
URL https://www.kandagaigo.ac.jp/kgcc/recurrentedu

⚫ ご受講までの流れ

お問い合わせ先

・eメール kgcc-global@kifl.ac.jp 宛にお願いいたします。お電話、直接のご来校はお控え下さい。

・８/6(金）～８/22（日）は、夏季休暇のため休業させていただきます。

学校法人佐野学園 神田外語大学

◆ 再就職や転職をめざす方でハローワーク主管の「求職者支援制度」を
ご利用される方は、ハローワークが申込窓口となります。
該当の方は、必ず下記のURLをご確認、ご応募ください。

URL https://www.mhlw.go.jp/content/000776386.pdf

応募締切
９/10（金）

開校（入校式）

10/2（土）
選考期間

９/10(金)～９/16(木）
募集期間

８/3(火)～9/10(金）

選考結果通知
９/16(木）

mailto:kgcc-global@kifl.ac.jp






⚫ プログラム内容

文部科学省 就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業

DX時代のグローバルビジネス
“基礎の基礎力”養成講座

DX時代におけるグローバルビジネスパーソン
養成プログラム

各プログラムの1週間の時間割例をご紹介いたします。
平均的な1週間のスケジュールとなりますが、履修科目や実施日時は
変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

MOS 変革マインドセット リスニング基礎 リーディング基礎 キャリア開発

キャリア開発
ビジネス

マーケティング
発音クリニック ライティング基礎 英文法基礎

スピーキング特訓

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

変革マインドセット ビジネスeメール MOS
英語プレゼン
テーション

ミーティング英語

ビジネス
マーケティング

ニュースリスニング キャリア開発
英文履歴書・
英語面接

キャリア開発

話すための英文法

平日夜間（月、火、水、木） 18:00-19:30／19:40-21:10
土曜 9:00-18:00（12:10-13:10は昼休み）
※平日夜間＋土曜日が授業日となります。日によって授業の実施有無が異なります。
※12月14日(火)～12月23日(木)ならびに1月5日(水)、1月6日(木)は「みなし土曜日」
として9:00-18:00で授業を行います。

※1月8日(土)～1月10日(月)は福島の研修施設での宿泊研修を予定しています。

学校法人佐野学園 神田外語大学

平日夜間（月、火、水、木） 18:00-19:30／19:40-21:10
土曜 9:00-18:00（12:10-13:10は昼休み）
※平日夜間＋土曜日が授業日となります。日によって授業の実施有無が異なります。
※10月25日(月)、11月8日(月)、11月22日(月)、12月13日(月)～12月23日(木)
ならびに1月5日(水)、1月6日(木)は「みなし土曜日」として9:00-18:00で授業を
行います。

※10月8日(金)～1月10日(日)は変革マインドセットの集中研修を予定しています。



DX時代における児童英語講師
養成プログラム

文部科学省 就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業

学校法人佐野学園 神田外語大学

平日夜間（月、火、水、木、金） 18:00-19:30／19:40-21:10
土曜 9:00-18:00（12:10-13:10は昼休み）
※平日夜間＋土曜日が授業日となります。日によって授業の実施有無が異なります。
※12月14日(火)～12月24日(金)ならびに1月4日(火)～1月6日(木)、 1月10日(月・祝)
の期間については「みなし土曜日」として9:00-18:00で授業を行います。

※上記期間以外の金曜日は隔週で授業を実施いたします。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

English
ライティング

English
スピーキング

English
リーディング

児童英語
講師養成

変革マインドセット
児童英語
講師養成

English
ライティング

English
スピーキング

English
リーディング

English
スピーキング

（隔週） MOS

キャリア開発

⚫ 注意事項

◆再就職や転職を目指す方でハローワーク主管の「求職者支援制度」を利用される方は、
ハローワークが申込窓口になります
必ず下記URLをご確認のうえごお申込みください。
URL https://www.mhlw.go.jp/content/000776386.pdf


