予想される進路

人や企業、地域を活気づかせるスポーツビジネス。
学ぶことで、多様な進路が期待できます。
老若男女、誰もが関わり、楽しむことのできるスポーツ。
さらには国境を越えて新たな交流を生み出す力も秘めています。人や企業、
地域をいきいきとさせるスポーツビジネスのスキルを得ることで、国内外を問わず多様な業界への就職の道が拓けます。

チーム運営

スポーツジャーナリスト
地方自治体・公共団体

スポーツ 施設
メーカー 運営

スポ ーツ

チームマネージャー

ヘルスケア

スポーツイベントプランナー

担当教員メッセージ

好きなスポーツを活かして、
ビジネスの応用力を磨こう。
村林 裕 教授
本コースは、
スポーツを核にして経営やマネジメントについて学び、
幅広い業界で活躍できる知識と技術を持った人
材を育成することが目標です。
あなたの好きなスポーツを
「する」
「観る」
「支える」
の三つの視点から捉え、
マーケティン
グや会計、
法律などを学びましょう。
学んだ知識を実習やゼミで実践し、
地域社会や企業が抱える問題解決のために
考え、
行動しましょう。
そうして磨いた力は、
あらゆるビジネス現場への応用力となり、
あなたの未来に役立つはずです。

多角的な視点で、新しいスポーツの可能性を探ろう。
永野 智久 准教授
あらゆるスポーツは多くの人が関わって成立しています。
スポーツは身体を動かして楽しむだけでなく、世代や
地域、国境を越えてコミュニケーションをとることができ、社会課題の解決に貢献する力も持っています。
この学びを
通じて、
スポーツ以外のことでも、俯瞰して全体を捉える視点を身につけてもらいたいと考えています。地域やコミュ
ニティ、
ビジネスの現場や家庭において、
スポーツをどのように活用していくべきか、私たちと一緒に考えましょう。

多様な業界に活きるスキルを身につけよう。
伊藤 穣 常任理事・教授
スポーツに興味のあるあなたを
「ビジネスマン」
として育成する。
それが本コースの狙いです。今後、
さらに高齢化
が進み、健康への意識が高まっていく社会の中で、
スポーツや健康科学に関する知識を持ち、学んだことを実践で
きる行動力を持つ人材は、
さまざまな業界で求められてくることでしょう。
スポーツを通じて得た集中力や粘り強さ、
チームワークやリーダーシップも発揮しながら、
どんな業界でも活躍できるスキルを身につけましょう。
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スポーツ
マネジメント
コース

新設

好きな

スポーツ
経営って

学

から、

べるの？
経営情報学科に、新しいコースが誕生しました。
あなたの好きなスポーツを活かして盛り上げる、
ビジネス･エキスパートを目指しませんか？

スポーツは、ただプレーするだけじゃない。
実はさまざまな
経済効果 を生むビジネスなんです。

具体的にどのように学ぶの？

『スポーツマネジメントコース』の学び
経営情報学科『スポーツマネジメントコース』。

｢スポーツビジネス｣という言葉は、プロスポーツに限られたものではありません。
スポーツをする人、観る人、それらを支える人など、
さまざまな関わり方があり、そこから多種多様な職業が生まれます。
スポーツは経済効果を生み、
ビジネスを発展、

その特色は、
スポーツを入り口としたマーケティングやマネジメントなどの知識や理論を習得し、
それをどのように活用すれば地域や企業に経済効果をもたらし活性化できるかを実践的に学ぶことです。
プロスポーツチームと連携するプログラムなどを通じ、
スポーツビジネスの最前線に挑みます。

さらには新たなビジネスをつくりだす可能性に満ちています。

最先端のビジネスへアプローチ

多くの企業や地域が注目するスポーツビジネスを、
自分の力にしよう！
例えば、地元のスタジアムで開催するスポーツイベントもその一つです。
より多くの観客を動員できれば、
チケットの収益だけでなく
販売店や飲食店、交通機関、宿泊施設、観光施設などへの収益も期待できます。
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スポーツをビジネスとして学ぶことは、多くの企業や地域に役立つ人材としての成長につながります。

健康産業
ICT

プロスポーツ選手

スポーツトレーナー・栄養士

プロスポーツ選手のマネジメント

審判

プロスポーツチームの運営

スポーツアイテムの製造

など

スポーツ施設の運営

・ターゲットの動向、
ニーズ分析
・新商品開発

など

例えばこんな授業
メーカー

さまざまなスポーツ

スポーツを観せるビジネス

スポーツビジネス活性化の戦略をいかに立てるか

スポーツマーケティング

スポーツ新聞・情報誌

イベント企画

広告宣伝
など

スポーツ観戦のための
旅行企画

など

地域

能性を理解していきます。
スポーツをきっかけに活性化するビジ

なりつつあります。
スポーツのさまざまな魅力を活かしたまちづく

ネスのマーケティングを学び、様々な事例や課題から分析し、解

りを通して、地域活性化の仕組みを理解し、地域の課題を解決

決する力を養います。

する方法を学びます。

スポーツビジネスの最前線に挑戦！

横浜FCへのプレゼンテーション
2018年の伊藤ゼミでは、本学が連携協定を結ぶプロサッカー
クラブ横浜FCへ、横浜FCを盛り上げるための方策を提案しまし
調査を実施。調査結果を分析し、議論を繰り返しながらプランを

交通
金融

スポーツとまちづくり

スポーツは活気ある社会を形成する上で欠かせない要素と

た。主催試合の運営サポートや、
スタジアム来場者へのアンケート

メディア

スポーツを地域活性化に結びつけるために

マーケティングという視点からスポーツを捉え、
その価値や可

スポーツを観る人を支えるビジネス

スタジアム・試合会場の運営
テレビ中継などの放送

・スポーツ関連ビジネスの
企画・管理・運営等

スポーツをする人を支えるビジネス

教育

インフラ

「ビジネスの最前線」
に関する学び

・健康、
スポーツの知識

アパレル

スポーツをするビジネス

「スポーツ・健康産業」
に関する学び

立案。実際のプレゼンテーションも学生が行いました。
このように
本学では、スポーツビジネスの最前線を体験し、実践的に学べる
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