3／27

3／28

3／29

［会場］
ISIグローバル教育センター
10：00

10：00 -10：50

グローバル企業見学会
職場見学＋オリエンテーション

案内人：
（株）
アイ・エス・アイ
ISIグローバル教育センター センター長 楠田 法隆

DX（デジタルトランスフォーメーション）時代
君たちの選択肢

10：00 -10：50

10：00 -10：50

● AI時代のミライを考える

講師：専門学校 東京ビジネス外語カレッジ
デジタル・ビジネスコース アドバイザー 居山 由彦

［ 事前学習 ］
テーマ：新たな社会“Society5.0”と“SDGs”

グローバル・デジタル時代の
プロフェッショナルになる

講師：専門学校 東京ビジネス外語カレッジ
校長 並河 克彦

11：00 -12：00

11：00 -12：00

11：00 -12：00

講師：Creww
（株）代表取締役 伊地知 天 氏

講師：
（株）
フォー・クオリア 代表取締役
（株）
会津ラボ 代表取締役
松永 州央 氏

講師：
（株）
ザイマックス不動産総合研究所
代表取締役 中山 善夫 氏

スタートアップ企業の動向

12：00

3／30

［会場］
専門学校 東京ビジネス外語カレッジ

10：00 -12：00

11：00

スマートシティ・プロジェクト

デジタル社会における不動産ビジネス

12：00 -13：30

12：00 -13：30

12：00 -13：30

12：00 -13：30

13：30 -14：30

13：30 -16：00

13：30 -16：00

13：30 -14：50

昼食（各自）

昼食（各自）

昼食（各自）

AbemaTVや新規事業を生み出す
クリエイターになる方法

デジタルマーケティング最前線

ー 高 校 時 代 に 知って お き た い３つ のことー

昼食（各自）

講師：
（株）
ギブリー 執行役員 大熊 勇樹 氏

講師：
（株）
サイバーエージェント 取締役 曽山 哲人 氏

講師：
（株）
ギブリー 事業推進部 BizDevチーム
マネージャー 村上 友章 氏

14：40 -16：00

● AI時代のミライを考える

15：00

これから評価されるプログラマー

● AI時代のミライを考える

［ ワークショップ② ］
テーマ：
「社会」
について
-様々な“境界線”をディスカッション［ 事前学習 ］
テーマ：リアルとバーチャルの融合

● 参加者交流会・ネットワーキング

［ ワークショップ① ］
テーマ：
「仕事」
について
-“好き”はキャリアになるのか？-

会場

15：00 -16：00

16：00 終了

※開催場所にご注意ください。
［ 3／27 ：ISIグローバル教育センター ］
［ 3／28 、29 、30 ：専門学校 東京ビジネス外語カレッジ ］
※スケジュール・内容が予告なく変更することもございます。予めご了承ください。
※４日間全てに参加できない方にも、各講座ごとの参加を認める場合があります。
予約時にご相談ください。

開催場所と地図

3 27

参加
対象者

申込
締切日

申込
方法

会場

ISIグローバル教育センター

3 28

会場

専門学校

29
30

東京ビジネス外語カレッジ

4日間

2020

3

27

30

10：00〜16：00
（9：30受付開始）

※４日間全てに参加できない方にも、各講座ごとの参加を認める場合があります。
予約時にご相談ください。

［ ワークショップ③ ］
テーマ：
「ミライ」
について
-今すぐできる３つのこと-

修了式

16：00

日程

● AI時代のミライを考える

修了証授与・まとめ・ネットワーキング

● 参加者交流会・ネットワーキング

デジタル

AI時代のミライを考える
ワークショップ

13：00

14：00

ビジネス

グローバル

タイムスケジュール

ISIグローバル教育センター（3/27）
専門学校 東京ビジネス外語カレッジ
（3/28・29・30）

高校生（定員40名）・招待者

※定員に達した時点で受付を終了します。

2020

3

参加費

無料

18

右記QRコードより
お申し込みください

［主催］ISIグローバル教育センター ［共催］専門学校 東京ビジネス外語カレッジ
（TBL）
［協力］株式会社サイバーエージェント／Creww株式会社／株式会社ギブリー／
株式会社フォー・クオリア／株式会社ザイマックス不動産総合研究所（登壇順）
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豊島岡女子
学園

出光

日本国内でも取り上げられる機会が増えてきました。
これらの企業が急成長したキーワードの一つが、
デジタルテクノロジーでビジネスを
変革する
「DX（デジタルトランスフォーメーション）
」
です。
すでに日本国内の先進的な企業では、IT活用を中核に据えた新規ビジネスの創

東京メトロ有楽町線
東池袋駅

グリーン大通り

西武線池袋駅

南池袋公園

西武池袋

東口交番
マツモト
キヨシ

近年、
「GAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）
」
や中国の
「BAT（Baidu、Alibaba、Tencent）
」等、巨大なグローバル企業の存在感が

東池袋4丁目駅
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ライズシティ
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デジタル社会が、新たな“グローバル人材”の活躍を待っています。
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9F ISIグローバル教育センター

北京語言大学
東京校
豊島
区役所

出や業務変革への取組みが活発に行われていますが、
日本国内にはDX人材が圧倒的に不足しています。

❻❼番出口

このような背景において、ISIグローバル教育センターとISIグループ校である専門学校 東京ビジネス外語カレッジは、時代の最前線で
ビジネスの変革に挑戦している豪華講師陣をお招きし、
デジタル・ビジネスについて共に学べるグローバル教育イベントをご用意いたしました。
先進的な企業が、
どのように私たちの暮らしをより良いものに変えようとしているのか。最新のトレンドや具体的な考え方や手法を

スターバックス

ダイヤ
ゲート
池袋

理解し、
デジタル社会での“当事者”として、高校卒業後の進路選択や将来のグローバルキャリアに活かしてみませんか！

ジュンク堂

マツモトキヨシ

南池袋１丁目

リソー教育

卍

新たな“気づき”・“出会い”・“可能性”が存分に詰まった４日間。AI時代のミライに興味・関心のある高校生のご参加を心よりお待ちし

N

セブン
イレブン

ております！

日蓮正宗法道院

〒171-6009 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 9階

〒171-0022

東京都豊島区南池袋1-13-13

● JR／東京メトロ／他各線 池袋駅東口より徒歩約10分
● 東京メトロ有楽町線 東池袋駅より徒歩約7分

● JR／東京メトロ／他各線

池袋駅東口より徒歩約6分

お問合せ先

株式会社アイ・エス・アイ
ISIグローバル教育センター

gec@isi-global.com

0120 -111-151

〒171-6009 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 9階 https：//www.isi-ryugaku.com/gec

Webからの
お問い合わせは
こちら

本イベントに
参加するメリット

新たな
気づきを得る

新たな
出会いが広がる

新たな
可能性が拓く

時代の最前線で活躍する

同年代の高校生との

卒業後の進路選択の

講師陣と学びます

出会いが生まれます

参考になります

豪華講師陣と過ごす4日間。
私たちと一緒に学び合い、
ミ ラ イ を 拓 き ま し ょ う！

株式会社フォー・クオリア
代表取締役 松永 州央氏
（株式会社会津ラボ 代表取締役）

スマートシティ・プロジェクト

株式会社フォー・クオリアは、Web ／モバイル／スマートフォンの企
画・開発から、UI設計・デザイン・運用までワンストップでソリューショ

ンを提供する会社です。
株式会社サイバーエージェント
取締役 曽山 哲人氏

AbemaTVや新規事業を生み出す
クリエイターになる方法

“人” そして “製品”・“時間”・“会社空間”のクオリティーを大事にす
るフォー・クオリアの代表取締役である松永 州央氏をお招きし、
こ
れまでの道のりと現在参画している
「スマートシティ・プロジェクト」
に
ついてもお話いただきます。
「働くこと」
への哲学など、他ではなかなか聞けない貴重な内容です！
株式会社ザイマックス
不動産総合研究所

「21世紀を代表する会社を創る」
というビジョンの下、
インターネット関連事業

Creww株式会社

で世界に通用するインターネットサービスを開発し、
グローバル企業を目指す

代表取締役社長 中山 善夫氏

サイバーエージェント成長の立役者である曽山 哲人氏をお招きし、
サイバー

代表取締役 伊地知 天氏
（J-Startup 推薦委員）

エージェントの未来と活躍する人材のポイントや、AbemaTVや新規事業を生

スタートアップ企業の動向

み出すクリエイターになる方法について語っていただきます。

Creww株式会社は
「大挑戦時代をつくる。
」
をビジョンに掲

んの内容です！

デジタル・ビジネスコース アドバイザー
居山 由彦

年功序列は禁止、若手の台頭を喜ぶ組織文化など、興味深い話が盛りだくさ

げ、
スタートアップコミュニティの運営や国内トップクラスを

DX(デジタルトランスフォーメーション)時代
君たちの選択肢

誇るアクセラレータープログラム事業を展開しています。
この度は、代表取締役の伊地知 天氏をお招きし、
自らがス

DX（デジタルトランスフォーメーション）
、
この渦にもまれて、世界

タートアップ企業として歩み続けた体験談を踏まえ、挑戦す
るすべての人にチャンスが与えられる時代の最前線につい

株式会社ギブリー

て語っていただきます。

執行役員 大熊 勇樹氏

何かに挑戦したい意欲のある参加者から、具体的な行動が
生まれるキッカケになること間違いなしです！

は驚くべきスピードで変わっています。従来型の産業は衰退し、
昨日までの一流企業は倒産の危機に直面することもあります。
既存の規模や価値を否定しながら、新しいアイデアをもって、新
しい市場を創っていくこと、
これからのビジネスパースンに求め

デジタル社会における不動産ビジネス
「今後、不動産がどうなるか？」
は、不動産業界プレーヤーだ
けでなく、他産業（金融・小売・ IT など）
・公的機関・個人に
とっても関心が高い話題です。
しかし、不動産市場の指標や
断片的なニュースだけを見ていても、不動産の先行きはつか
みづらい傾向にあります。
この度は、
中山 善夫氏をお招きし、
デジタル社会でリアルか
らバーチャルへと移りゆく不動産ビジネスについて、
わかりや
すくお伝えいたします！

られる真髄を、
当校のデジタル・ビジネスコース アドバイザーに

デジタルマーケティング最前線

就任した居山 由彦氏が語ります。
ソニー時代に世界に出て市場

チャットボット型マーケティングツール
【SYNALIO
（シナリオ）
】
開

皆さんが身につけるべき考え方、知識、学びの習慣など役立つ

発の指揮を執る大熊 勇樹氏をお招きし、
デジタル時代における

話が満載です！

創造を重ねてきた経験をふまえ、
これから世界に羽ばたく若い

マーケティングの最前線についてお話いただきます。
良いものを作っただけでは売れない時代になった今、
“チャット
株式会社ギブリー
事業推進部 BizDevチーム
マネージャー 村上 友章氏

これから評価されるプログラマー

校長 並河 克彦

ボット”との会話データを用いた、
デジタルにおける顧客の
「体

グローバル・デジタル時代のプロフェッショナルになる

験的価値の向上」
について、
その考え方と手法についてお伝え
します。
Webサイトの設計から構築、UIやUXといった専門用語の基
礎についても、初心者にも理解しやすい話が聞けるまたとな
いチャンスです！

エンジニアの採用と育成を支援するプログラミング“学習・試験”プラットフォーム
【track
（トラック）】
を運営する株式会社ギブリー。
インターン時代から企業のエンジニア採用支援事業の立ち上げに携わり、現在は
エンジニア人材輩出プロジェクトのマネージャーとして活躍する村上 友章氏をお招
きし、
「プログラミング基礎」
について共に学べる貴重な機会です！技術とビジネスの
両軸を理解し業務を変革する“DX人材”への第一歩を踏み出しましょう！

ベルリンの壁の崩壊、欧州の統合と葛藤、世界を席巻した日本経済とそ
イベント案内人
株式会社アイ・エス・アイ
ISIグローバル教育センター センター長 楠田 法隆
ISIグローバル教育センターは、
若者に
「次代を担うグローバル人材」
になる
ためのキッカケとなる“新しい出会い”を与えることを目的とし、
様々な取り
組みを行っています。
この度は、参加者の皆さんを“新しい可能性”へとお連れいたします。
「本イ
ベントに参加したことが、
ミライを拓くターニングポイントであった。
」
と将
来振り返れるものとなれば、
こんなに嬉しいことはありません！密度の濃
い時間、共に学びましょう！

の後の苦悩、
中国の成長とアジアなどをビジネスで実体験してきた東京
ビジネス外語カレッジ校長が、時代の変化といかに向かい合い、
そしてグ
ローバル・デジタル社会という新時代に、
どのように皆さんがプロフェショ
ナルとして自らを律していくかをお話しします。
自分の将来像を考える上
でも貴重なお話となるでしょう！

