<東京都「大学等と連携した観光経営人材育成事業」>

ホテル・旅館など観光関連事業施設の経営に必要な知的フレームワークを修得する

観光経営人材育成講座
■講座内容
マーケティング・ファイナンス・オペレーションなど、経営管理に必要なフレームワークについて、受講者のバックグラウンド、
習熟度にあわせ、体系的な修得を図り、そのうえで多彩なゲストスピーカーを招聘し観光関連事業への適用を学ぶ。

■開催日程
〈ベーシックコース〉9 月 8 日（水）～10 月 27 日（水）（期間中に 7 日間 14 講座実施）
〈アドバンスコース〉11 月 10 日（水）～12 月 15 日（水）（期間中に 5 日間 10 講座実施）

■コース概要
ベーシック

アドバンス

開催日程/
時間

9 月 8 日（水）～10 月 27 日（水）18:45～22:00
（期間中に 7 日間 14 講座実施）

11 月 10 日（水）～12 月 15 日（水）18:45～22:00
（期間中に 5 日間 10 講座実施）

講座内容

マーケティング・ファイナンス・オペレーションなど経営に必要な横断的
な分野の習熟を深めたうえで、それら観光事業における適用を学ぶ
基礎編（グループワーク有り）

ベーシックコースの発展版。経営に必要な基本的なフレームワークを理解し
たうえで、より実践的な内容を学ぶ応用編（グループワーク有り）

開催場所

原則としてオンライン

原則としてオンライン（一部外部施設利用の可能性あり）

定員

50 名程度 ※1

30 名程度 ※1

備考

9 月 4 日（土）14:00～15:00 に開講式を行います（本学池

11 月 6 日（土）14:00～15:00 に開講式を行います（本学池袋キ

袋キャンパスにて対面形式で実施予定） 参加は任意ですが、受
講生の顔合わせの場となりますのでぜひ参加してください。※2

ャンパスにて対面形式で実施予定） 参加は任意ですが、受講生の顔
合わせの場となりますのでぜひ参加してください。※2

※1 応募者多数の場合、応募書類に基づき受講者を決定します
※2 新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、オンライン開催または中止となる場合があります

■受講対象者
観光関連事業に従事（予定を含む）しており、東京都内に在住または在勤している方

■受講要件
〈ベーシックコース〉14 講座のうち 11 講座以上出席できる方
〈アドバンスコース〉10 講座のうち８講座以上出席できる方

■受講料 無料
■募集期間 2021 年 7 月 12 日（月）～2021 年 7 月 30 日（金）
■お申込み方法 URL または QR コードから Web にアクセスの上、申込フォームに必要事項を入力してください。
〈ベーシック〉〈アドバンス〉のどちらか一方でも、両方でも、申込できます。先着順ではありません。
講座開催案内（QR コード）：https://www.rikkyo.ac.jp/events/2021/09/mknpps000001mxxc.html

講義スケジュール（講義内容、講師）
〈ベーシック〉
時間
日程

18:45～20:25

講座１ 客室マネジメント 1
プリファードホテルズアンドリゾーツ
ディレクター 平佐多彬
9 月 15 日（水） 講座３ マーケティング戦略
（株）刀 エグゼクティブ・ディレクター
プランニング＆オペレーション 佐藤大介
9 月 29 日（水） 講座 5 統計実務
講師未定
9 月 8 日（水）

講座 7 HR マネジメント 1
大阪学院大学経営学部
教授 テイラー雅子
10 月 13 日（水） 講座 9 ホテル関連法
立教大学法学部
特任教授 薬師丸正二郎
10 月 20 日（水） 講座 11 ホテルファイナンス
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ（株）
代表取締役社長 井上理
10 月 27 日（水） 講座 13 ファシリティマネジメント
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ（株）
代表取締役社長 井上理
10 月 6 日（水）

20:40～22:00

講座２ レストランマネジメント
レストラン ラ・ロシェル （株）サカイ食品
代表取締役社長 坂井慎吾
講座４ セールステクニック
立命館大学食マネジメント学部
教授 井澤裕司
講座６ 客室マネジメント 2
プリファードホテルズアンドリゾーツ
ディレクター 平佐多彬
講座８ HR マネジメント２
大阪学院大学経営学部
教授 テイラー雅子
講座 10 ホテル会計システムと KPI 分析
（株）ホテルマネージメントジャパン
経営企画本部長 島袋慎也
講座 12 リスクマネジメント
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科
特任教授 沢柳知彦
講座 14 ホテル経営ストラクチャー
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科
特任教授 沢柳知彦

〈アドバンス〉
時間
日程

11 月 10 日（水）

11 月 17 日（水）

12 月 1 日（水）

12 月 8 日（水）

12 月 15 日（水）

18:45～20:25

講座 15 データベンチマーク
STR
ビジネスデベロップメントマネージャー 櫻井詩織
講座 17 新規事業開発
埼玉工業大学情報社会学科
准教授 本吉裕之
講座 19 ワーケーション
HafH 代表
（株）KabuK Style 共同代表 大瀬良亮
講座 21 メディア・ポリシーメイカー
（株）MATCHA
代表取締役社長 青木優
講座 23 オペレーション
（株）プリンスホテル 執行役員
品川プリンスホテル総支配人 佐々木潤

20:40～22:00

講座 16 メディア・エージェント
講師未定
講座 18 情報
メトロエンジン（株）
代表取締役 田中良介
講座 20 エージェント
Deneb（株）、アトリエラパズ（株）
代表取締役 永原聡子
講座 22 新規事業開発
Kokotel (Thailand) Co., Ltd.
CEO 松田励
講座 24 オペレーション
日本ハイアット（株）
代表取締役副社長 坂村政彦
（敬称略）

■講座責任者
プログラム責任者：庄司貴行（立教大学観光学部 教授）
プログラムコーディネーター：沢柳知彦（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 特任教授）
プログラムコーディネーター兼ファシリテーター：池尾健（立教大学観光学部 兼任講師）
■立教大学池袋キャンパス（アクセス）
東京都豊島区西池袋 3-34-1（JR 池袋駅西口より正門まで徒歩約 7 分）

お問い合わせ：tokyohotelseminar@ml.rikkyo.ac.jp
立教大学観光研究所観光経営人材育成講座事務局（電話でのお問い合わせ・お申込みは受け付けません）
〇お申込みに際してのご注意
講義内容・講師等は変更になる場合があります/講座は写真撮影、映像収録を行う予定です/受講される方には、本講座を通じて開示される秘密情報（開示され
た時点で公知されていない情報）の守秘義務を求めます/お預かりした個人情報は立教大学と東京都で共有し、本事業に関わる目的にのみ使用します

〈東京都「大学等と連携した観光経営人材育成事業」について〉
東京都では、観光関連事業者の経営力向上を図り、観光産業の活性化につなげることを目的として、大学等と連携して観光関連
事業に従事する者等に向けた新たな教育プログラムの開発等の支援事業を実施しています。立教大学は 2019 年度に連携大学
に選定され、本講座を通じて、観光産業の高度化・グローバル化に寄与するホテルアセットマネジメント人材育成を目的とした教育プ
ログラム及び教材の開発を行っています。

