第１ターム：8 月〜10 月に出願する国内 MBA（昼間＆夜間）対策講座
ウインドミルの国内ＭＢＡ受験対策講座は、合否に最も大きな影響を与える「小論文」「研究計画
書」指導を中心としたカリキュラムとなっています。そのため、受講料も受験校の数によって異なる
システムを採用しています。

フルタイム（昼間）向け受験対策講座（京大、慶應、一橋、早稲田など）
京大、慶應、一橋（経営分析プログラム）、早稲田（全日制）等のフルタイムの国内ＭＢＡを目指される方、向けの
受験対策講座です。
基礎講座
小論文対策講座

基本編（8回）

応用編（3回）

研究計画書対策講座 研究計画書の書き方講座（3回）
面接対策講座

研究計画書個別相談
（1〜5回；人によって異なります）

面接対策講義（1回）

実践編（5回）

実践講座
直前総まとめ講座
（4回）

研究計画書バーチャル添削講座
（無制限）

模擬面接（1回）※オプション講座になります

受講料：１校受験の場合（１校分の研究計画書を無制限に添削指導）：345,600 円（税込）
受講料：２校受験の場合（２校分の研究計画書を無制限に添削指導）：356,400 円（税込）
受講料：３校受験の場合（３校分の研究計画書を無制限に添削指導）：367,200 円（税込）

※オプション講座の「模擬面接」をご希望の方は、上記受講料に 16,200 円がプラスされます。

パートタイム（夜間）向け受験対策講座（首都大・筑波・一橋・早稲田など）
首都大、筑波（経営シス）、一橋（経営管理プログラム）、早稲田（夜間）等のパートタイム（夜間）の国内ＭＢＡを目
指される方、向けの受験対策講座です。
基礎講座
小論文対策講座

基本編（8回）

応用編（3回）

研究計画書対策講座 研究計画書の書き方講座（3回）
面接対策講座

研究計画書個別相談
（1〜5回；人によって異なります）

面接対策講義（1回）

実践編（6回）

実践講座
直前総まとめ講座
（4回）

研究計画書バーチャル添削講座
（無制限）

模擬面接（1回）※オプション講座になります

受講料：１校受験の場合（１校分の研究計画書を無制限に添削指導）：356,400 円円（税込）
受講料：２校受験の場合（２校分の研究計画書を無制限に添削指導）：367,200 円（税込）
受講料：３校受験の場合（３校分の研究計画書を無制限に添削指導）：378,000 円（税込）

※筑波大学大学院ビジネス科学研究科を受験する方は、研究計画書の指導レベルがかなり高いので、上記の受
講料に 21,600 円をプラスした価格（税込）となります。筑波大学志望の方は、2 名限定での募集となります。
※オプション講座の「模擬面接」をご希望の方は、上記受講料に 16,200 円がプラスされます。

出願書類だけの大学院向け受験対策講座
青学、筑波（国プロ）、一橋（金融財務）、法政、明治、立教などの出願書類だけが課されている国内ＭＢＡ向けの
受験対策講座です。受験対策講座としては、以下の 2 つのパターンを用意しました。パターン１は経営学の基礎的
な知識をお持ちの方、向けの講座で、パターン２は経営学を基礎から学びたい方、向けの講座です。

★パターン１
基礎講座
ライティング講座
研究計画書講座
面接対策講座

実践講座
ロジカル・ライティング講座（2回）

研究計画書の書き方講座（3回）

研究計画書個別相談
（1〜5回；人によって異なります）

面接対策講義（1回）

研究計画書バーチャル添削講座

（無制限）
模擬面接（1回）※オプション講座になります

受講料：１校受験の場合（１校分の研究計画書を無制限に添削指導）：167,400 円（税込）
受講料：２校受験の場合（２校分の研究計画書を無制限に添削指導）：189,000 円（税込）

★パターン２

小論文対策講座

基礎講座

実践講座

基本編（8回）

-

研究計画書対策講座 研究計画書の書き方講座（3回）
面接対策講座

研究計画書個別相談

研究計画書バーチャル添削講座
（無制限）

（1〜5回；人によって異なります）

面接対策講義（1回）

模擬面接（1回）※オプション講座になります

受講料：１校受験の場合（１校分の研究計画書を無制限に添削指導）：232,200 円（税込）
受講料：２校受験の場合（２校分の研究計画書を無制限に添削指導）：253,800 円（税込）

※筑波大学ビジネス科学研究科国際経営プロフェッショナル専攻の研究計画書は英語での対応になります。その
ため、上記の受講料に 21,600 円をプラスした価格（ 税込）となります。
※オプション講座の「模擬面接」をご希望の方は、上記受講料に 16,200 円がプラスされます。

通信講座

フルタイム＆パートタイムＭＢＡ受験講座

ウインドミルの通学講座は通信講座でも受講可能です。通信講座をご希望の方は、遠方
から申し訳ありませんが、一度説明会にご参加ください。通信講座の進め方の詳細をお話
しいたします。基本的には講義 DVD を郵送でお送りし、解答はスキャナーで読み取ってメ
ールでお送りいただく形となります。受講料は通学講座と同額になります。通信講座は通
学して強制的に勉強する環境がありませんので、モチベーションの維持が大変です。毎年、
受講申込をしたが、ほとんど手を付けなかった、という方が存在します。通信講座は意志
が弱い人には向きません。この点にご注意ください。また、小論文は時間内に書く訓練が

必要ですが、通信講座は自宅でダラダラ書く人が多く、時間を意識した解答ができないと
いう欠点もあります。

フルタイム（昼間）国内 MBA 受験講座スケジュール
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３限

4月14日（日）

テキスト配布＆オリエンテーション
（14時〜14時20分）

-

-

4月21日（日）

第1回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第1回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

-

5月12日（日）

第2回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第2回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

-

5月19日（日）

第3回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第3回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

-

6月2日（日）

第4回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第4回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

第1回：研究計画書の書き方講座
（16時40分〜17時30分）

6月9日（日）

第5回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第5回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

第2回：研究計画書の書き方講座
（16時40分〜17時20分）

6月16日（日）

第6回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時20分）

第6回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時30分〜16時20分）

第3回：研究計画書の書き方講座
（16時30分〜17時20分）

6月30日（日）

第7回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第7回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

-

7月7日（日）

第8回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時20分）

第8回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時30分〜16時20分）

総まとめ講座：マーケティング
（16時30分〜17時20分）

7月14日（日）

第1回：≪応用編≫小論文講座
（14時〜15時45分）

総まとめ講座：経営戦略
（15時55分〜16時45分）

-

7月21日（日）

第2回：≪応用編≫小論文講座
（14時〜15時45分）

総まとめ講座：組織と人材
（15時55分〜16時45分）

-

8月4日（日）

第3回：≪応用編≫小論文講座
（14時〜15時45分）

総まとめ講座：会計学
（15時55分〜16時45分）

-

8月18日（日）

第1回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

9月1日（日）

第2回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

9月8日（日）

第3回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

面接対策講座
（16時〜16時50分）

-

9月15日（日）

第4回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

10月6日（日）

第5回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

パートタイム（夜間）国内 MBA 受験講座スケジュール
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4月14日（日）

テキスト配布＆オリエンテーション
（14時〜14時20分）

-

-

4月21日（日）

第1回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第1回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

-

5月12日（日）

第2回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第2回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

-

5月19日（日）

第3回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第3回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

-

6月2日（日）

第4回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第4回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

第1回：研究計画書の書き方講座
（16時40分〜17時30分）

6月9日（日）

第5回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第5回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

第2回：研究計画書の書き方講座
（16時40分〜17時20分）

6月16日（日）

第6回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時20分）

第6回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時30分〜16時20分）

第3回：研究計画書の書き方講座
（16時30分〜17時20分）

6月30日（日）

第7回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時30分）

第7回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時40分〜16時30分）

-

7月7日（日）

第8回前半：〈基本編〉小論文講座
（14時〜15時20分）

第8回後半：〈基本編〉小論文講座
（15時30分〜16時20分）

総まとめ講座：マーケティング
（16時30分〜17時20分）

7月14日（日）

第1回：≪応用編≫小論文講座
（14時〜15時45分）

総まとめ講座：経営戦略
（15時55分〜16時45分）

-

7月21日（日）

第2回：≪応用編≫小論文講座
（14時〜15時45分）

総まとめ講座：組織と人材
（15時55分〜16時45分）

-

8月4日（日）

第3回：≪応用編≫小論文講座
（14時〜15時45分）

総まとめ講座：会計学
（15時55分〜16時45分）

-

8月18日（日）

第1回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

9月1日（日）

第2回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

9月8日（日）

第3回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

9月15日（日）

第4回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

面接対策講座
（16時〜16時50分）

-

10月6日（日）

第5回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

10月13日（日）

第6回：【実践編】小論文講座
（14時〜15時50分）

-

-

