
2018 年 6 月吉日 

コトブキシーティング株式会社 

緊急シンポジュームのご案内 

「アメリカ大学スポーツの実務者に学ぶアスレチックデパートメントの運営」 

～ミシガン州立大学アスレチックデパートメントのオペレーション研究～ 

 

この度、アメリカ NCAA の BIG10 に加盟するミシガン州立大学アスレチックデパートメ

ントの Paul Schager 氏（Executive Associate Athletic Director）が来日。第一部では、Paul 

Schager 氏からアメリカにおける大学スポーツの組織や運営についてご紹介いただき、第二

部では、Paul 氏に加え、「日本版 NCAA 創設に向けた学産官連携協議会マネジメントワー

キンググループ」の座⾧を務める江戸川大学教授 小林至氏と筑波大学アスレチックデパー

トメント副アスレチックディレクター 山田晋三氏にご登壇いただき、アメリカの実例を踏

まえ、本邦での大学スポーツの運営課題をどのように解決していくべきか討論していただ

きます。 

Paul Schager 氏は、ミシガン州立大学において External Relations の職責にあり、対広報

戦略などを担当、アスレチックデパートメントの運営を深く知る経営幹部の一人です。 

 アメリカの大学アスレチックデパートメントの運営について、実務者の話を直接聞ける

絶好の機会ですので、是非、この機会にご参加くださいますようご案内申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

日時：2018 年 6 月 26 日（火） 

場所：コトブキシーティング株式会社 B１コンファレンスホール 

   東京都千代田区神田駿河台 1-2-1 

 

第一部：17:00～17:40 

講演「ミシガン州立大学アスレチックデパートメントの組織と運営」 

Paul Schager 氏（Michigan State University Athletic Department  

Executive Associate Athletic Director） 

第二部：17:40～18:20 

    対談「日本の大学スポーツ局の運営課題と将来展望」 

      Paul Schager 氏 

      小林至氏 （江戸川大学教授） 



      山田晋三氏（筑波大学アスレチックデパートメント 

副アスレチックディレクター） 

18:20～19:00 質疑応答（会場から） 

懇親会：19:00～19:40 

 

司会：千葉昭浩 コトブキシーティング株式会社 

定員：100 名（会場の都合上、定員になり次第締め切りとさせていただきます） 

参加費：無料 

主催：コトブキシーティング株式会社 

（大学経営協会会員・日本スポーツ産業学会会員） 

申込：以下の URL から、お申し込みください。 

   https://www.kotobuki-seating.co.jp/cd/app/?C=news&H=default&D=00105 

問合せ：コトブキシーティング株式会社 シンポジューム開催事務局 

    E-mail: event@kotobuki.co.jp 

 

 

「スピーカープロフィール」 

１、Paul Schager 

 

Michigan State University Athletic Department Executive Associate Athletic Director  

External Relations 

Mr. Paul Schager was appointed Executive Associate Athletic Director for External Relations 

in August 2015. In addition to his previous administrative roles, Mr. Schager coordinates the 

events group, which was identified as one of the four primary areas of focus by MSU Athletics 

Director Mark Hollis in his new leadership structure for Spartan Athletics. 

In addition to managing the ticketing operations and sales and marketing office, he leads the 

department's branding and marketing initiatives. His primary area of focus as an Executive 

Associate Athletic Director is to manage and supervise events and Spartan game days. 

Mr. Schager also is the department's primary liaison with FOX Sports College Properties and 

plays a vital role in maintaining relationships with MSU Athletics' corporate partners. 



Mr. Schager joined Michigan State in May 1998 as director of marketing after working at the 

University of Michigan for eight years (1990-98) as the director of licensing and the assistant 

director of marketing. He was named an assistant athletics director at MSU in 2001 and was 

responsible for coordinating corporate marketing and sponsorship sales for the athletic 

department. He also administered the athletics department courtesy car program and 

provided support for radio network and game program agreements. 

He was promoted to Associate Athletics Director for External Operations in 2008. 

A former Division I athlete, Mr. Schager earned three varsity letters in baseball at the 

University of Maryland, where he earned a bachelor's degree in marketing in 1987. He earned 

his master's in sports science in 1991 from Indiana University of Pennsylvania. 

 

２、小林 至 Itaru Kobayashi 

 
1968 年 1 月 30 日生まれ。神奈川県出身。 

1992 年、千葉ロッテマリーンズにドラフト 8 位で入団。史上３人目の東大卒プロ野球選

手となる。1993 年退団。翌年から 2000 年まで、7 年間、アメリカに在住。 

1996 年、コロンビア大学で経営学修士号（ＭＢＡ）を取得。 

2002 年より江戸川大学助教授（2006 年から教授）。 

2005 年から 2014 年までの 10 年間、福岡ソフトバンクホークス取締役を兼任。 

専門はスポーツ経営学。 立命館大学、テンプル大学、サイバー大学で客員教授。

日本版 NCAA 創設事業マネジメントワーキンググループの座長、スタジアム・アリーナ推

進官民連携協議会(スポーツ庁)の幹事も務める。近著『スポーツの経済学』（PHP）など

著書、論文多数。家族は妻と２男１女。 

 

３、山田晋三 Shinzo Yamada 

 



1996 年関西学院大学卒業 現役時 LB 

1993 年甲子園ボウル優勝 

1995 年関西学生敢闘賞受賞 

1996 年エプソンアイビーボウル 学生日本代表主将 

2000 年度アサヒ飲料でライスボウル制覇 X リーグシーズン MVP 

2001 年北米プロリーグ FL にシーズン参戦 

2002 年米アリーナフットボール参戦 

2003 年 NFL ヨーロッパ参戦、NFL タンパベイ・バッカニアーズの招聘を受け、トレーニ

ングキャンプ参加 

2004～06 年アリーナフットボール日本選抜チームヘッドコーチ 

2010 年 IBM BigBlue ヘッドコーチに就任 

2018 年筑波大学アスレチックデパートメント副アスレチックディレクター 

 

 

モデレーター、千葉 昭浩 Akihiro Chiba 

 

コトブキシーティング株式会社 専務取締役事業開発本部⾧ 

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了 修士 アメリカの大学スポーツの収支に関する

研究を主とする。大学経営協会会員（法人）、日本スポーツ産業学会会員（法人）、アリーナ

スポーツ協議会アソシエイト。 

社内においては、Exciting Arena＆Stadium 推進担当 

スポーツ＆イベント施設のプロフィット化において、来場者のセグメンテーションとター

ゲティング・ポジショニングに基づいた観客席の在り方の重要性を提唱。 

以上 

                                      


