エンタメ＆アナウンサー
テレビ・音楽・広告・出版・各種エンタメ＆サービス業

アナウンサー ・ キャスター / リポーター採

パーソナルレッスン

アナウンサー内定率

■日程・レッスン内容をカスタマイズして実施（休んでも振替できます/3回まで振替無料）

※2016年度

■講師をひとり占め︕待ち時間もなくまるっと90分、みっちりレッスンできます

プチレッスン
■回

数

：

３回

■受講料

：

28,500 円

■入会金

：

3,000 円

通常レッスン
数

：

９回

（税込）

■受講料

：

78,500 円

（税込）

（税込）

■入会金

：

3,000 円

（税込）

（１回 90 分）

■回

（１回 90 分）

【レッスン内容例】
発声・発音の練習、矯正／原稿読み（ニュース、ＣＭ、ナレーション、朗読など）／フリートーク・パネルトーク演習／時事・社会・教養・
漢字のパワーアップ︕／自己アピール組み立てのお手伝い／面接試験＆カメラテスト対策／（提出用）課題動画の制作・演出
エントリーシートの作成＆添削指導／写真撮影へのアドバイス／就職お悩み相談 など

グループレッスン
※日程・受講料は別紙にてご確認ください※

■4名～最大6名までのグループレッスン（4名より開講）
■レッスン日程固定制

※休んだ場合の振替はありません。ご注意ください。

Ｐ
動 画撮影サービス

■アナウンサー採用試験に必要な「自己PR動画」撮影のお手伝い
■1回40分＝2,800円（税込、入会金不要）※初回限定、1本分の価格となります
（演出＆撮影サービスのみ／原稿作成のお手伝いはありません）

教室には3台の空気清浄機を完備
感染症対策も安心・安全！

ー採用試験対策

高校生・大学生・社会人に対応‼

Ｐ
プレミアムコース
※限定３名のみ※

■パーソナルアドバイザーが、アナウンサー試験対策に必要なすべてをトータルで指導いたします
■アナウンサー試験に向けてプロの視点から徹底プロデュース︕

プレミアムコース
■回

【コースに含まれる内容】

数

：

20 回

■受講料

：

283,500 円

■入会金

：

3,000 円

（１回 90 分）
（税込）

（税込）

●アナウンサー試験対策全般
●原稿読み、フリートーク演習
●スーツ選び、写真撮影に同行
●ヘアメイクのアドバイス＆レッスン
●課題動画をオール演出‼

4K対応モニター＆カメラ使用

課題アピール動画の撮影

エントリーシートの作成指導

77インチのテレビモニターで話し方＆表情チェック︕

採用試験課題の「自己PR動画」の撮影もお手伝い。

採用試験で提出するエントリーシート作成をお手伝い

面接官＆視聴者目線をリアルに確認できます。

「魅せる」演出をプロデュース︕※グループレッスン生は有料※

文章の組立から自由記入欄までアドバイス︕

まずは無料カウンセリング︕
受講スタイルを相談しましょう。

徹底‼フリートーク演習
アナウンサーに欠かせない「発想力」＆「脳の瞬発力」を
フリートークで徹底して鍛え上げていきます

【アナウンサー＆キャスターおもな実績】

ＮＨＫ(57名)／TBS(1名)／中部日本放送(9名)／中京テレビ放送(3名)／メ～テレ(4名)／岐阜放送(11名)／三重テレビ放送(6名)
テレビ静岡(1名)／静岡放送(1名)／朝日放送(2名)／関西テレビ(1名)／毎日放送(5名)／よみうりテレビ放送(3名)／富山テレビ放送
(2名)／テレビ金沢(2名)／東京メトロポリタンテレビジョン(2名)／北海道テレビ放送(2名)／中国放送(1名)／山口朝日放送(1名)
南日本放送(1名)／さがテレビ(1名)／山梨放送(1名)／愛媛放送(1名)／FM愛知(2名)／キャッチネットワーク(2名)／BTVケーブル
テレビ(1名) ほか

エンターテイメント ・ サービス業界就活対策

パーソナルレッスン

面接重視！

■志望先に合わせたカスタマイズ授業で内定対策‼（休んでも振替できます/3回まで振替無料）
■講師をひとり占め︕待ち時間もなくまるっと90分、みっちりレッスンできます

プチレッスン
■回

数

：

３回

■受講料

：

28,500 円

■入会金

：

3,000 円

通常レッスン
数

：

９回

（税込）

■受講料

：

78,500 円

（税込）

（税込）

■入会金

：

3,000 円

（税込）

（１回 90 分）

■回

（１回 90 分）

【プレミアムコースに含まれる内容】

プレミアムコース

●各種の志望業界に照準を合わせた採用試験対策全般

■回

●エントリーシート＆履歴書の作成、添削指導

数

：

20 回

■受講料

：

283,500 円

（税込）

●話し方練習︕プレゼン＆面接演習

■入会金

：

3,000 円

（税込）

●身だしなみ、男性＆女性のヘアメイクアドバイス

（１回 90 分）

●スーツ選び、写真撮影に同行
●課題動画をオール演出‼

やりたい仕事は何だ⁈
ブレない軸が大切
2022年テレビ局入社 吉村 渉 さん

【エンターテイメント業界☆おもな実績】

ＮＨＫ(53名)／中部日本放送(16名)／中京テレビ(8名)／メ～テレ(5名)／東海テレビ(8名)
テレビ愛知(5名)／中京テレビ事業部(1名) ／名古屋テレビ映像(2名)／東海ラジオ(3名)
エフエム愛知(4名)／静岡第一テレビ(4名)／テレビ静岡(1名)／毎日放送(4名)／関西テレビ
(2名)／朝日放送(1名)／よみうりテレビ(1名)／テレビ新広島(2名)／中国放送(1名)／三重
テレビ(3名)／びわ湖放送(1名)／朝日新聞社(35名)／読売新聞社(45名)／毎日新聞社

授業内容

私は3年次の夏頃からエントリーシートを提出し始めましたがなかなか通過せず、
気持ちが折れてしまいました。不採用通知に慣れた私は、「給料が高ければどんな
仕事でも良いや」と考え、営業系の会社から内定を頂きました。しかし、内定承諾
書の提出が近づくにつれ、夢を諦めても良いのかという葛藤が生まれはじめました。
さんざん悩み、木全先生にも相談したうえで内定を辞退し、7月から再スタート︕
8月後半に内定を頂く事が出来ました。
私が伝えたいことは【どれだけエントリーシートが通過しなくても凹むことなく、自分の
したい仕事はこれだ︕という軸を持つ事が大事】ということです。落ちまくっても
大丈夫︕自分を採用しなかったことを後悔させてやる︕それぐらいのメンタルで
前進し続ければ、必ず良い結果が付いてきます。心が折れそうになった時は
木全先生の授業がおすすめです。木全先生の講義は心を強くしてくれます︕
会社は規模やブランドではありません。自分のしたい仕事を手掛けている会社は
多く存在します。狭い世界にとらわれず視野を広げましょう。未来の可能性を自ら
広げる事も大切です。凹 みそうな時は、 木全先生や先輩に頼ってく ださい。
一人で抱え込まず、気張らずいきましょう︕

(28名)／中日新聞社(81名)／岐阜新聞社(3名)／共同通信社(12名)／時事通信社(2名)
日本経済新聞社(15名)／中部経済新聞社(13名)／河北新報社(1名)／信濃毎日新聞社
(3名)／伊勢新聞社(7名)／西日本新聞社(3名)／山陽新聞社(1名)／スポーツニッポン(2名)
日刊スポーツ(2名)／琉球新報(1名)／電通(6名)／博報堂(1名)／ADK(4名)／I&S(１名)
大広(17名)／三晃社(10名)／ＪＲ東海エージェンシー(16名)／新東通信(10名)／日本経済
広告社(9名)／毎日広告社(1名)／電通名鉄コミュニケーションズ(2名)／アミューズ(3名)
エイベックス(1名)／ポニーキャニオン(1名)／キングレコード(2名)／サンデーフォーク(5名)／キョードー
東海(1名)／キョードー大阪(1名)／松竹(1名)／東映(1名)／ホリプロ(2名)／テレビマン
ユニオン(5名)／ネクサステレコムスタッフ(２名)／イースト(3名)／共同テレビジョン(1名)／東京ビデオ
センター(1名)／松竹芸能(1名)／アックスオン(2名)／東通(2名)／オフィストゥーワン(1名)
IVSテレビ(4名)／東京ビデオセンター(3名)／ＣＮインターボイス(1名)／キメラ(7名)／BMC(4名)
いまじん(3名)／ドキュメンタリー・ジャパン(1名)／クリークアンドリバー(2名)／オフィスぼくら(2名)
モスキート(3名)／シオン(1名)／東通企画(2名)／厨子王(１名)／すずまる(１名)／文化工房
(１名)／Eight(１名)／創輝(2名)／Going(１名)／グリーンシティケーブルテレビ(１名)／にぎわい
ファクトリー(１名)／博報堂キャスティング＆エンタテインメント(1名)／ハーモニープロモーション(1名)
シネマレイ(1名)／ジャパン・ウェイブ(1名)／映像BOX(1名)／第二制作(1名)／名古屋流行発信
(2名)／講談社(1名)／東映アニメーション(1名)／ボンズ(1名)／オルタスジャパン(１名)／宇出版
(1名)／白泉社(1名) ほか

勉強だけなら、ひとりでもできる。
情報だけなら、インターネットで拾えばいい。
だけど、人生ってそれだけじゃ彩れない。
人はヒトとつながって、はじめて
痛みやぬくもり、かなしさや弱さ、優しさや強さを知る。
それこそが、強く、しなやかに生き抜く武器となる。
「たくましさ」と「あたたかさ」
「愛」と「笑顔」のあふれる場所。
それが、「キャリア・クリエーション」

設立日
事業内容

2004年４月27日
エンターテイメント（マスコミ）業界への就職サポート、アナウンサー/キャスター・リポーター養成
企業就職・転職のサポート、公務員試験の面接対策、エアライン（CA）面接対策
作文・履歴書の添削指導、資格試験対策講座、各種教養講座の実施（マナー、ヘアメイクなど）
中学校 「職場体験事前マナー研修」
ハワイアンキルト講座および販売業務、レンタル会議室（教室）の運営
福祉関連の映像制作、SNS投稿代行サービスなど

大学等における実績
講座開講およびガイダンス担当分

愛知大学 ∕ 愛知県立大学 ∕ 岐阜大学 ∕ 金城学院大学 ∕ 中京大学 ∕ 名古屋外国語大学 ∕ 名古屋学芸
大学 ∕ 日本福祉大学 ∕ 名城大学 ∕ 三重大学 ∕ 京都精華大学 ∕ 京都文教大学 ∕ 西南学院大学 ∕ 九州
産業大学 ∕ 九州大学 ∕ 福岡大学 ∕ Asia Paciffic University ∕ 広島大学 ∕ 広島修道大学 ∕ 早稲田大学
四日市市立朝明中学校 ∕ 四日市私立菰野中学校 ∕ 四日市市立八風中学校

担当講座

「マスコミ就職対策講座」「一般企業就職対策講座」「公務員面接対策」「就活力パワー・アップ講座」
「SPI対策講座」「面接ロールプレイング演習」「アナウンサー養成講座」「エアライン研究セミナー」「メイク＆
ヘアレッスン」「インターンシップ事前研修」「リーダー研修」「エントリーシートの書き方講座」「文章の書き方
講座」「履歴書添削指導」「キャリアデザインにおける課題作文指導」
「社会保険労務士講座」「3級ファイナンシャル・プランニング検定試験対策講座」
中学校「職場体験事前マナー研修」、高校「アナウンス大会」における原稿・読みの指導 など

栄駅
三越

【お問い合わせ・ご相談】

E-mail : info1955@career-c.com

ラシック
久屋大通公園

TEL(052)243-1955

中日ビル

松坂屋本館

キャリア・クリエーション

松坂屋南館

（フローラル栄２Ｆ）
ザ・コンランショップ

Ｐ

パルコmidi
パルコ東館

〒460-0008 名古屋市中区栄5-20-19 フローラル栄2F
名古屋市営地下鉄「矢場町」③出口 東陽通東へ約280m

③出口

矢場町駅

Ｐ
セブンイレブン

ローソン

Ｐ
東陽通

喫茶店「末広」

ファミリーマート
キング観光

名古屋栄
クリニック

若宮大通

フラリエ

成田山萬福院

オーダーメイド就活

パーソナルレッスン

■日程・レッスン内容をカスタマイズして実施（休んでも振替できます/3回まで振替無料）
■講師をひとり占め︕待ち時間もなくまるっと90分、みっちりレッスンできます

通常レッスン

プチレッスン
■回

数

：

３回

■受講料

：

28,500 円

■入会金

：

3,000 円

■回

数

：

９回

（税込）

■受講料

：

78,500 円

（税込）

（税込）

■入会金

：

3,000 円

（税込）

（１回 90 分）

（１回 90 分）

Ｐ
プレミアムコース
※限定３名のみ※

■パーソナルアドバイザーが、採用試験対策に必要なすべてをトータルで指導いたします

■内定に向けてプロの視点から徹底プロデュース︕自己力アップしたい人にもおすすめです

プレミアムコース

【コースに含まれる内容】
●各種の志望業界に照準を合わせた採用試験対策全般

■回

数

：

20 回

■受講料

：

283,500 円

■入会金

：

3,000 円

（１回 90 分）
（税込）

（税込）

●エントリーシート＆履歴書の作成、添削指導
●話し方練習︕プレゼン＆面接演習
●スーツ選び、写真撮影に同行
●身だしなみ、男性＆女性のヘアメイクアドバイス
●課題動画をオール演出‼

動 画撮影サービス

■就職採用試験に必要な「自己PR動画」撮影のお手伝い
■1回40分＝2,800円（税込、入会金不要）※初回限定、1本分の価格となります
（演出＆撮影サービスのみ／原稿作成のお手伝いはありません）

■「自分はどう見えているのか︖」 態度チェックにも活用いただけます

就職・転職・公務員採用試験・教員採用試験・その他各種就職＆試験対策に‼

キャリア・クリエーションの「オーダーメイド就活」は、
内容から日程まで、すべてを個人ごとにカスタマイズ‼
克服したい点、伸ばしたい美質…
なんでもご相談ください。
就活サポート歴30年のベテラン講師が
あなたの

美点＆能力、最大限に引き出します‼

【受講対象】
就職・転職の試験対策を実施したい人
公務員試験の面接対策をしたい人
あがり症や焦り症などを克服し、土壇場でも自分を出し切りたい人
じっくり向き合って、自分を引き出してほしい人
誰にもいえない悩みにアドバイスしてほしい…人

【キャリア・クリエーションのおもな実績】

トヨタ自動車株式会社(29名)／本田技研工業株式会社(1名)／キャノン株式会社(1名)
中部電力株式会社(3名)／JR東海(8名)／ＮＴＴ(8名)／株式会社ＮＴＴドコモ(6名)

etc...

マニュアルじゃない指導にビックリ！
Mさん（名古屋市役所）

ＫＤＤＩ株式会社(3名)／大日本印刷株式会社(3名)／凸版印刷株式会社(2名)

私は人と話すことが本当に苦手で、名古屋市役所の二次面接前に何とかしたいと

東洋印刷株式会社(3名)／愛知印刷株式会社(1名)／野村総合研究所(1名)

思っていました。公務員の予備校に通って面接対策に申し込んだのですが、まったく

三菱UFJ銀行(45名)／みずほ銀行(12名)／中京銀行(12名)／信用金庫(45名)
ゆうちょ銀行(6名)／豊田自動織機株式会社(3名)／アイシン精機株式会社(3名)
積水ハウス株式会社(5名)／野村不動産販売株式会社(1名)／富士ゼロックス株式会社
(2名)／青山商事株式会社(1名)／スマイ印刷株式会社(1名)／日本ハム株式会社(1名)
日本生命保険相互会社(16名)／明治安田生命保険相互会社(3名)／岡三証券(2名)
武田薬品工業(3名)／中部薬品株式会社(2名)／高島屋(5名)／ＪＴＢ(6名)
近畿日本ツーリスト(4名)／近鉄エクスプレス(1名)／豊田通商株式会社(18名)／フィリップ

面接予約が取れません。やっと練習にこぎつけてもマニュアル通りの質問をされるだけ…
そんな時、キャリア・クリエーションのマンツーマンレッスンを見つけました。
レッスンを受けてビックリしたのは、指導内容がまったくマニュアル的でないことです。
公務員予備校とはまったく違う指導方法でした。次から次へと突っ込んだ質問を
されます。志望先のこと、自分自身のこと、社会や時事のことなど、本当に理解して
いないと答えられません。おかげで志望動機が明確になり、自分のことがよくわかる

モリスインターナショナル(1名)／日本通運株式会社(5名)／福山通運株式会社(1名)

ようになりました。

東レ株式会社(3名)／学情(5名)／パソナ(2名)／長島観光開発(1名)／日本郵政(5名)

かなり鍛えられ、おかげで二次面接を無事に通過することができました。木全先生に

アサヒビール株式会社(1名)／島村楽器(1名)
愛知県警(49名)／愛知県庁(12名)／名古屋市役所(27名)／岐阜県庁(3名)
清須市役所(1名)／津市役所(1名) ほか

教えてもらったことは、これからの社会生活でも絶対に役立ちます。短い間でしたが、
とてもいい勉強になりました。ありがとうございました。

オーダーメイド就活
就職・転職 / 公務員 / 各種試験のエントリーシート＆面接対策

■自己PR・志望動機の組み立て

■エントリーシート・履歴書の添削指導
■面接試験対策（模擬面接）

■提出用「自己紹介動画」の撮影

■悩み・進路など各種相談に対応

■話し方改善！モチベーションアップ！

キャリア ・ クリエーション

