2016 年 11 月 28 日
イオンコンパス株式会社

「幕張新都心ビジネススクール 2016

“感動”と“確かな信頼”を伝える仕事」

旅行ビジネスに関する講義実施のお知らせ

イオンコンパス株式会社（本社：千葉市、代表取締役社長：池畑和佐）は、千葉市と神田外語大学、イオ
ンエンターテイメント株式会社、イオントップバリュ株式会社と連携し実施される、
「幕張新都心ビジネスス
クール 2016」にて旅行ビジネスに関する講義を担当いたしますので、ご案内いたします。
同事業は、千葉市の「ちばっ子商人育成スクール事業」の一環として、2016 年 12 月 18 日（日）と 12 月
25 日（日）の 2 日間に渡って実施され、高校生を対象に将来の進路選択や就職活動に役立てることを目的と
しています。
「幕張新都心ビジネススクール 2016」では、
「フェアトレード」、
「マネジメント」
、
「旅行ビジネ
ス」、
「映画ビジネス」の 4 テーマに関する講義が行われ、当社は 12 月 25 日の旅行ビジネスについての講義
を担当いたします。
「千葉県の魅力を伝えるツアーを作ろう！」を講義テーマとし、千葉県内の観光資源を学
びながら、千葉県の魅力が伝わり、
「感動」を呼ぶツアー造成を体験する機会を提供する予定です。
当社では今回の事業を通じて、地域社会の経済を担う将来の産業人材育成へ協力すると共に、高校生の将
来の進路設計に貢献することを目指しています。

記
１．幕張新都心ビジネススクール 2016

概要

[時

期]

2016 年 12 月 18 日(日)、12 月 25 日(日)

[主

催]

幕張新都心ビジネススクール実行委員会

[対

象]

千葉市・市原市・四街道市に在住もしくは在学している高校生（全学年対象）

[会

場]

神田外語大学（美浜区若葉１－４－１）

[内

容]

※詳細別紙、参照

[後

援] 千葉市教育委員会・市原市・四街道市

２．お問い合わせ
イオンコンパス株式会社

人事総務部

〒261－7105 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1 WBG マリブイースト 5F
TEL：043-297-4300／FAX：043-297-8188

以上

千葉市 ちばっ子商人育成スクール事業

幕張新都心

高 校 生 対 象

ビジネススクール2016
ー

感動 と 確かな信頼 を伝える仕事 ー

2016 年１2 月 千葉市とイオングループ、神田外語大学の連携で
高校生を対象とした幕張新都心ビジネススクール 2016 を開催いたします。
今年のテーマは「 感動 と 確かな信頼 を伝える仕事」
高校生のみなさんは、セミナーを通して将来の進路設計に役立ててみてください。

2016年 12月18日（SUN）/ 25日（SUN)

【12 月 25 日 幕張新都心にサンタクロースが降りてくる】

@神田外語大学

参加費無料｜昼食持参｜事前申込制

対象：千葉市・市原市・四街道市に在住もしくは在学している高校生（全学年対象）
日程

12月 18日

【SUNDAY】

12月 25日

【SUNDAY】

講座名

講師

< フェアトレード > 「世界の中の日本へ」若い力こそ、世界を変える

イオントップバリュ株式会社

< マネジメント > 千葉の時代！高校生のための国際ビジネス体験講座

神田外語大学

< 旅行ビジネス > 千葉県の魅力を伝えるツアーを作ろう！

イオンコンパス株式会社

< 映画ビジネス > 「感動」でお客さまの心をつかむ仕事

イオンエンターテイメント株式会社

国際コミュニケーション学科

有本 幸泰 先生
豊田 聡 先生

伊勢田 瑛 先生 須藤 沙織 先生

鈴木 兵部 先生

講座終了後には、講座内容や進路選択に繋げるために高校で学んでほしいことなどを先生方とディスカッションできる時間を設けています。
▶▶ 裏面に詳細なカリキュラム情報と申込方法を記載しています

講座内容詳細
< フェアトレード > 「世界の中の日本へ」若い力こそ、世界を変える

1 時間目

10:00
↓

イオントップバリュ株式会社
マーケティング本部 ブランドマネジメント部

「世界の中で日本」であることを感じ取る為、今のうちにどんな視野を持ったらよいか？

12:20

有本 幸泰 先生

普段の生活で是非学んでおきたいことを「商品」を通じて、何が出来るか？を考えていく
ディスカッションを中心とした授業です。

12月 18日

< マネジメント > 千葉の時代！高校生のための国際ビジネス体験講座

2 時間目

【SUNDAY】

神田外語大学

13:20

外国語学部 国際コミュニケーション学科 講師

↓

大学生ものめり込むゲーム型授業で、ひと足先に国際ビジネスパーソンを体験してみよう。

15:30
15:40
↓

17:00

【高校生と先生とのディスカッション】

有本先生と豊田先生そして高校生みんなで、講義についての質問や進路選択に
繋げるための高校で学んでおくべきことなどについてディスカッションしてみましょう。

< 旅行ビジネス > 千葉県の魅力を伝えるツアーを作ろう！

1 時間目

10:00

イオンコンパス株式会社
法人第一営業部 営業二課

参加者のみなさんで協力し、千葉県を満喫できるツアーを作成します。

↓

の魅力が伝わり、
「感動」してもらえるようなツアーを作りましょう。

12月 25日

< 映画ビジネス > 「感動」でお客さまの心をつかむ仕事

2 時間目

イオンエンターテイメント株式会社
コンテンツ・プロモーション部
プロモーショングループ マネージャー

13:20
↓

お客さまに感動を届けるために、私たちは一体何ができるのか。ディスカッションや

15:30
15:40
↓

17:00

鈴木 兵部 先生

グループワークを交えながら、みんなで映画業界の未来を一緒に考えてみましょう。

【高校生と先生とのディスカッション】

営業推進課

伊勢田 瑛 先生 須藤 沙織 先生

千葉県の観光資源を学びながら、日本中の人に、世界中の人に、千葉県

12:20

【SUNDAY】

豊田 聡 先生

仕組みと社会的価値の基礎が学べます。

伊勢田先生、須藤先生・鈴木先生そして高校生みんなで、講義についての質問や進路選択に
繋げるための高校で学んでおくべきことなどについてディスカッションしてみましょう。

2 日間連続の受講をお勧めしますが、各回のみの参加も可能です。（各回定員 30 名）

主催：幕張新都心ビジネススクール実行委員会

参加費：無料（交通費のみ自己負担）

後援：千葉市教育委員会・市原市・四街道市

申込方法
○ちば電子申請サービスをご利用の場合

○FAX、E メール、郵送（往復ハガキ）をご利用の場合

QR コード

千葉市ホームページにて
「幕張新都心ビジネススクール 2016」と検索
ホームページ下部の申込 URL より

スマートフォン

必要事項を記入の上、下記宛先までお申込みください。
携帯電話

お申込みください。

千葉市経済企画課 産業企画班 宛
〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1-1

宛先

またスマートフォン、携帯電話からの

FAX

お申し込みも可能です。

043-245-5558

お手持ちの機器をご確認の上
右記 QR コードよりお申込みください。

お問い合わせ先

E メール

043-245-5275

ipu@city.chiba.lg.jp

( 千葉市経済企画課

産業企画班 )

● FAX をご利用の際は下記フォームに記入の上送信してください。Eメール、郵送（往復ハガキ）をご利用の際は下記内容を記載してお申込みください。

高等学校

高校名
氏名

年生

学年

※2016年12月時点での
学年を記入してください

フリガナ

性別
〒

生年月日

---

平成

年

月

日

※アパート・マンション名、部屋番号も略さずに記入してください。

住所

メールアドレス

電話番号
参加希望日

□ すべての日程を希望

□ 12月 18日のみ □ 12月 25日のみ

幕張新都心ビジネススクール2016 参加申込書

※講座当日の集合時間等の詳細につきましては、12 月 13 日頃を目処にご連絡いたします。※個人情報の観点から、申込に関する情報はビジネススクール運営に関わることの他には使用いたしません。

