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オールアバウトの「じぶん学校」が秋学期を 10 月 29 日よりスタート 

～その道のプロが講師となり、「保存食」から「狂言体験」まで 16 クラスを用意～ 
 

 

総合情報サイト「All About」を運営する株式会社オールアバウト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 

CEO：江幡哲也）は、品川周辺における出勤前のビジネスパーソンを対象としたスクール事業「じぶん学校」の

2012 年秋学期（第 2 期）を 10 月 29 日から開講します。それに伴い本日より、第 2 期生の募集を開始します。 

 

■■■■「「「「じぶんじぶんじぶんじぶん学校学校学校学校」」」」のののの URLURLURLURL：：：：http://allabout.co.jp/jibun/http://allabout.co.jp/jibun/http://allabout.co.jp/jibun/http://allabout.co.jp/jibun/        

    

オールアバウトでは、リアルの世界でも専門家を活用する新事業として、30 代前後のビジネスパーソンを対象に、

品川駅周辺のホテルやカフェを活用し、出勤前の 1 時間（7 時 30 分から 8 時 30 分）を講義時間としたスクール事

業「じぶん学校」を 7 月より開始しました。全 5 クラスで実施した夏学期（第 1 期）での反響を受け、今期はテーマバ

リエーションを拡大し、専門家ならではのノウハウを学ぶことができる 16 クラスを提供していきます。 

 

具体的には、元銀座ホステスの女性社長である All About「話し方・伝え方」ガイド：藤田尚弓氏による「交渉術 ク

ラス」や、All About「手作り・保存食品」ガイド：黒田民子氏による災害時にも活用できる「保存食 クラス」など、人

気ガイドが講師を務めるクラスを中心に用意しています。その他、人材コンサルタントとして多数の著書を持つ常

見陽平氏による「『著者』養成 クラス」や、数多くのテレビ番組・映画をヒットさせたテレビ東京の宣伝プロデューサ

ー・岡仁氏による「宣伝脳の磨き方 クラス」といった事務局が厳選した特定ジャンルで活躍する専門家のクラスも

展開。 

 

さらに今回から、実際に能楽堂の舞台に立って狂言の面白さを学ぶ「狂言体験 クラス」、湯河原温泉（予定）を訪

ねて審美眼を培う「宿選び クラス」、岩手県遠野市でのボランティアをする「はじめての復興支援 クラス」など、フ

ィールドワークを実施するプログラムも充実させています。 

 

今後も、オールアバウトでは社会人に対する学びの機会と新たなコミュニティの場を形成していくと同時に、専門

家の活躍機会を提供していきます。また、本講座をきっかけに、ガイド以外の専門家を発掘していくことで「専門家

ネットワークの拡大」にも努めてまいります。 

 

【【【【「「「「じぶんじぶんじぶんじぶん学校学校学校学校」」」」のののの講座一覧講座一覧講座一覧講座一覧、、、、全全全全クラスクラスクラスクラス】】】】    

■「セレブリティーマナー クラス」 （講座開始日：10 月 29 日、全 5 回、受講料：26,250 円） 

  講師名：諏内えみ（All About「マナー・作法」ガイド）  

■「究極の宿選び クラス」 （講座開始日：10 月 29 日、全 4 回＋フィールドワーク 1 回、受講料：26,250 円） 

  講師名：井門 隆夫（All About「旅館」ガイド）     

■「狂言体験 クラス」 （講座開始日：10 月 30 日、計 4 回＋フィールドワーク 1 回、受講料：26,250 円） 

  講師名：大藏 基誠（能楽師狂言方大藏流／大藏流誠翔会代表）、冨田 昌美（大藏流誠翔会松戸支部長） 

 



■「働くオンナの『美女メイク』 クラス」 （講座開始日：10 月 31 日、全 3 回、受講料：17,850 円） 

  講師名：NANA（All About「ビューティティップス」ガイド）     

■「アクション！はじめての復興支援 クラス」 （講座開始日：10月 31 日、全3 回＋フィールドワーク 1回、受講料：

15,750 円） 

  講師名：筑波 君枝（All About「ボランティア」ガイド）     

■「宣伝脳の磨き方 クラス」（講座開始日：11 月 1 日、全 6 回、受講料：31,500 円） 

  講師名：岡 仁（テレビ東京 広報局 宣伝プロデューサー） 

■「モーニングチーズ クラス」 （講座開始日：11 月 2 日、全 3 回＋フィールドワーク 1 回、受講料：27,300 円） 

  講師名：友田 晶子（All About「日本酒・焼酎」ガイド）     

■「MBA 戦略マーケティング クラス」 （講座開始日：11 月 2 日、全 6 回、受講料：16,500 円） 

  講師名：安部 徹也（All About「マーケティング戦略を学ぶ」ガイド）     

■「おはようアロマ クラス」 （講座開始日：11 月 6 日、全 4 回＋フィールドワーク 1 回、受講料：26,250 円） 

  講師名：橋本 裕子（All About「アロマテラピー・手作りコスメ」ガイド）     

■「パーソナル・エクササイズ クラス」 （講座開始日：11 月 19 日、全 4 回、受講料：21,000 円） 

  講師名：西村 典子（All About「運動と健康」ガイド）  

■「一生役立つ！お金の知恵 クラス」 （講座開始日：11 月 20 日、全 5 回、受講料：26,250 円） 

  講師名：山崎 俊輔（All About「企業年金・401k」ガイド）     

■「伝わる！うまくいく！交渉術 クラス」 （講座開始日：11 月 21 日、全 5 回、受講料：26,250 円） 

  講師名：藤田 尚弓（All About「話し方・伝え方」ガイド）     

■「カラダよろこぶ保存食 クラス」 （講座開始日：11 月 21 日、全 2 回＋フィールドワーク 1 回、受講料：15,750 円） 

  講師名：黒田 民子（All About「手作り・保存食品」ガイド）     

■「自分の本を出す！『著者』養成 クラス」（講座開始日：11 月 22 日、全 5 回＋フィールドワーク 1 回、受講料：

35,700 円） 

  講師名：常見 陽平（人材コンサルタント・作家・大学講師） 

■「男と女の人間関係学 クラス」 （講座開始日：11 月 27 日、全 4 回、受講料：21,000 円） 

  講師名：西郷 理恵子（All About「恋愛」ガイド）     

■「艶美女ローフード入門 クラス」（講座開始日：12 月 7 日、全 3 回、受講料：15,750 円） 

  講師名：WOONIN（ローフード＆スーパーフードクリエーター） 

 

※時間は各講座とも 7:30～8:30 （講座によっては、開催時間が異なる回があります） 

※定員は各講座とも 30 名（一部講座を除く） 

※価格は全て税込 

 

All AboutAll AboutAll AboutAll Aboutについてについてについてについて    http://allabout.co.jp/http://allabout.co.jp/http://allabout.co.jp/http://allabout.co.jp/  

大日本印刷株式会社と株式会社リクルートを大株主とする株式会社オールアバウトが運営、716のテーマごとに、

専門の知識や経験を持った人＝「ガイド」が、その分野に関する情報を提供する総合情報サイトです。2001年2月

15日のサイトオープン以来、順調にユーザ数を伸ばし、月間総利用者数は約2,708万人（2012年8月実績、スマー

トフォン、モバイル含む）となっています。独自記事の展開を中心にシステムだけでは到達しない満足度へ"人"が

編集・ナビゲートするサービスです。 

 

 

 

本件本件本件本件にににに関関関関するするするする報道機関報道機関報道機関報道機関からのからのからのからのおおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先：：：：    

株式会社オールアバウト 広報担当： 柏原 
TEL：03-6362-1309  FAX：03-6682-4229 E-mail： pr@staff.allabout.co.jp 


