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文部科学大臣認可

教育・研究の力を活かし
新しい社会の姿を構想する
学校法人先端教育機構
事業構想大学院大学 / 社会情報大学院大学

理事長

東 英弥

Topics
P10

プログラミング教育の最前線に迫る
P10

事業の傍ら、東京大学大学院工学研究科、新領域創成科学研究科などで学び、理論と実務の

P12

P9

ローカルSDGs

広報専門の大学院「社会情報大学院大学」を 2017 年 4 月開学。宣伝会議代表取締役会長。
東京国際大学理事・評議員。青山学院大学、早稲田大学、多摩大学大学院等で客員教授を務めた。
著書に『統合型ブランドコミュニケーション』
（早稲田大学出版部、日本広報学会賞教育・実践

P2

教育、実務家教員の育成においては、連携大学や

DX 新事業

デジタルトランスフォーメーションで新ビジネス

貢献賞受賞）など。2015 年、全広連日本宣伝賞・吉田賞受賞。博士（商学）
。

認識を新たにする次第です。力を入れるリカレント

実務家教員

実務家教員養成課程に加え、新プログラム設置へ

融合を実践する。2012 年、文部科学大臣の認可を得て、
「事業構想大学院大学」を設立。新たに

協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

GIGA スクール構想

教育機関 1 人 1 台端末・ネットワーク整備へ

自治体首長調査「８割が実施・計画へ盛り込む」

あずま・ひでや 1978 年からこれまでに 11 社起業し、現在、宣伝会議を加えた 12 社を経営。

平素より、学校法人先端教育機構へのご理解ご

STEAM教育

P2

国連アカデミック・インパクト

SDGs 推進に向けて国際プログラムに参加

Society5.0

社会は今、世界が同時に受けたコロナ禍によっ

企業の皆様とともに研鑽を重ねながら、すでに数々

て、国、地域、職種、年齢を問わず、共通の問題

の実績も得て、社会への貢献が実現している現状

に直面しています。目標の設定が難しく、先行き

を嬉しく思いますとともに、今後も教育界と産業

も不透明な中で、日本がどのように進むべきか、

界をつなぐ役割の一助を担うべく、具体的なプロ

P13

認識を新たにした大きな変革が迫られています。

ジェクトの企画と実行に邁進する所存です。

小田原・北岩手で持続可能な地域づくりを構想

P13

「地方創生カレッジ」自治体職員向け教材開発

地域循環共生圏

理想とする未来の姿を描く際に大切なものは構

今後、教育・研究の力は益々注目され、その役割

想であり、その基軸は理念です。事業構想大学院

は重要度を増していきます。初等教育から高等教

P12

大学では、自らを取り巻く環境や経営資源を元に

育にいたる体系を理解し、日常のあらゆる場面に

NEXT2020に向けた、まち・ひと・しごとのリデザイン

発想し、構想を考え、構想計画を立てて実行する

取り込むこと、教育者や保護者の関わり方等を様々

人材育成の実績を重ねてまいりました。

な角度から考えることで、重要な発見が得られる

P12

でしょう。

オンラインセミナー 1,500 名で地域活性構想を

時空間をとらえ、気づきと行動でイノベーション
を起こそうとする院生の姿は、おかげさまで産官学

昨今の環境下で動き出したオンライン教育の導入

シティプロモーション
観光インバウンド
事業承継プログラム

の多様な方々から期待を集める形になっています。

をきっかけに、教育の本質を考えながら、ICT や

P2

また、事業承継を構想によって成功させる独自の

デジタル手法を活かした新たな可能性も見えてき

中小企業 120万社における組織の持続化を

プログラムは、日本社会の課題を解決し、未来を

ました。安全な環境と質の高い教育は、社会共通

ひらく取り組みとして評価を受けております。

の願いです。それを支える、ものの見方、考え方、

社会情報大学院大学では、理念に基づくコミュニ

いわゆる哲学の重要性を一層強く感じるときでも

ケーションの究理に力を入れており、対象は企業

あります。世界中で教育改革が進む中、長年の構想

から行政、医療、政治等、公的分野にも拡大をし

でもある「哲学の大学院」に思いを馳せながら、

ています。私どもが取り組む教育研究の領域は、

日本ならではの理想を追求し、共鳴いただける皆様

事業および地域を活性化させ、持続可能な社会を

とともに、挑戦を加速したいと考えております。

形成していくために、必要なアプローチであると

どうぞ宜しく御願い申し上げます。

Feature
P4

P10

ポストコロナ構想

オンライン教育の推進

P13

連携による地域活性

Partnership
P13

内閣府

「地方創生カレッジ」企画コンテンツ制作受託
P13

環境省

「地域循環共生圏」小田原・北岩手で構想研究
P13

農林水産省

「ランナーズ・ヴィレッジ TM」７地域で実施
P11

大阪大学

大学の技術シーズに基づく事業構想
P13
4 月、5 月に院生・修了生向けのオンラ
イン特別セミナー「ポストコロナを見据え
た事業構想の考え方」を全 4 回実施。
「この
機にこそ構想を」と熱気あふれる場となり
ました。

4 月よりオンライン授業の体制を整え
て開始し、現在はリアル授業とオンライ
ンを併用。質の高い教育・研究のあり方
について、コンテンツ開発、管理などの
側面から知見を増やしています。

地方創生・地域活性化に向けて、官公
庁や自治体とのパートナーシップで研究
や実践プログラムを推進しました。地 域
資源を再発見し、持続可能な地域社会を
目指します。


横浜市

横浜の水辺を活かした新たな魅力創出事業
P13

富山市

地域を活性化するための共創・共同研究
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知の実践研究と教育で一翼を担う
先端教育機構
オンライン教育をふまえた「次世代高等教育研究センター」設置へ
本学における 2020 年度前期の初回授業は全
てオンラインで開始しました。また、6 月から
は、一部、リアル授業との併用という新たな
フェーズに入りました。
本学ではマイクロソフト社の Teams を使い、
オンライン授業を実践してきた教員や教授法を
専門とする教員が連携して、実際の授業運営を
通じてオンライン授業の標準化に向けて改良を
進めています。

学術誌 社会情報研究 創刊

えるぼし最高位認定

国連アカデミック・インパクト

本学における SDGs 推進に
東京都の教育機関として初めて、
「えるぼし」最高

向けて、国連グローバル・コミュ

位の認定を受けました。
「えるぼし」認定とは、厚生

ニケーション局（DGC）のプロ

「事業構想研究」は vol.3 を発刊。知の実践研究の

労働省が女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に

グラムである「国連アカデミッ

形式知として今後、外部からの論文も募集します。

関する状況等が優良な企業・組織を認定する制度です。

ク・インパクト」に参加。

学術誌「社会情報研究」を創刊しました。また、

事業構想大学院大学
事業承継プログラム

9月開講（履修証明プログラム）

全国シティプロモーションサミット
「NEXT2020 に向けた、まち・ひと・しごと
のリデザイン」をテーマに、まちの魅力発信を
考えるカンファレンスを開催しました。各地で
の取り組みや連携事例の紹介に加え、その背景
にある課題や展望についても考察する機会とな
りました。

中小企業における承継問題が顕在化し、5 年後
には、120万社が直面すると言われています。
そこで、事業構想研究所では、事業承継者向け
の６ヶ月間のプログラムを新規開講します。
文科省の「履修証明プログラム」として、修了
後には、修士課程への転入も可能になります。

DX 新事業

デジタルトランスフォーメーション

観光インバウンド

DX（デジタルトランスフォーメーション）へ

ローカル SDGs
実施しない 22%

16%

観光インバウンドフォーラムを5月に実施。

の関心が高まる中、DX に対する正しい理解や

当初リアルイベントとして予定していまし

組織内の取り組みはまだ見られない状況にあり

たが、オンライン開催に変更し1,500 名以

ます。DX を目的化するのではなく、組織の理想

上が参加しました。観光資源のある地域に

の姿を構想し、その上で DX を活用し、新事業

おいて、with コロナの中、これからの構想

を開発するための研究会を開始します。

を有識者と検討しました。

Society5.0

自治体首長調査
SDGs の検討・準備中 44%

6%

SDGs 総研では、全国自治
体首長への SDGs アンケート

44%

調査を実施しました。回答自

34%

治体の約８割が政策や予算に

SDGs 実施中 34%
※詳細はP12にて
SDGs 総研「自治体 SDGs 首長アンケート調査（2019）
」
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オンライン1,500名超が参加

組み込む予定と回答しました。

未来のまちづくりフォーラム
事業構想大学院大学 事業構
想研究所主催「Society 5.0 未
来のまちづくりフォーラム」
で地方版総合戦略に関わる自
治体職員の方を対象に、セミ
ナーイベントを開催しました。
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新たな挑戦や連携
連携・パートナーシップ
内閣府 地方創生カレッジ

環境省 地域循環共生圏

地方自治体職員を中心に、地方創生を目的にした e-learning システム「地方
創生カレッジ」
。開始時から、コンテンツ政策の企画・立案・制作を行ってきまし

環境省の政策である「地域循環共生圏」で支援地域として選ばれた小田原市、

たが、2020 年度は「学び」をテーマにした教材を提供しました。

北岩手地域の支援チームとして本学が参画。地域資源から活性化を構想しました。

農林水産省 ランナーズ・ヴィレッジ TM

自治体連携 富山市・横浜市
官学連携による地方自治体との
地域活性・地方創生プロジェクトが
各地で進んでいます。富山市では、
「コンパクトシティ」を推進して
きましたが、その先の地域社会の
構想・構想計画を推進。横浜市で

農泊先進地域 500 の創出に向け

は水辺地域の再生を本学の教員・

て、地域の魅力を活かしたスポーツ

修了生・地域住民・学生らとマル

ツーリズムの開発に取り組んでい

チステークホルダーのパートナー

ます。全国 7 地域で実施しています。

シップによって取り組んでいます。

社会情報大学院大学
GIGAスクール構想

STEAM 教育フォーラム
GIGA スクール緊急企画セミナー「ICT 環

2020 年度から小学校での必修化が始まった

境の迅速な整備と、いま目指す初等中等教育」

プログラミング教育。本フォーラムでは、
これら

をオンラインにて開催。現在のGIGAスクール

の疑問・課題を解決すべく、
プログラミング教育

構想の最新状況と、産官学それぞれの有識者

の本質に迫るとともに、明日から使えるプログ

による知見を提供しました。

ラミング教育導入のポイントを紹介しました。

先端教育オンライン

新刊『実務家教員への招待』
昨年創刊した月刊先端教育のオンライ

本書では、実務家教員が求められる社会的背景や政策動

ンサイトを開設。教育機関・組織の人事

向、教育機関や産業界で活躍する実務家教員の事例、実務

や教育担当向けのニュースを毎日更新し

家教員が活躍するために必要な能力とそれを養成するため

ている他、全バックナンバー の閲覧も可

の仕組みのあり方など、実務家教員をめぐる多様なテーマ

能です。

を取り上げました。
（発行：2020 年 3 月 15 日）

産官学連携による次世代教育研究

持続可能な次世代人材を探究する大学教育プログラム
「持続可能な次世代人材育成を探究する大学院教育プ
ログラム（次世代人材育成探究プログラム）」は、民間
教育・組織内人材開発・キャリア教育などの領域で働く
社会人を対象とした 1 年間の履修証明プログラム。教育
学や知識社会学といった学術的な知見をベースに、自ら
の職務専門領域に関する実践的な能力を身につけ、企業
内研究など新たな教育コンテンツの開発構想（リサーチ
ペーパー）を書き上げることを目的としています。
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座談会 / 事 業 構想大学院大学

＜学長、修了生座談会＞

アイデアを出し、考え続ける
事業構想大学院大学 学長

田中 里沙
たなか・りさ マーケティングコ
ミュニケーションが専門。2016
年４月より事業構想大学院大学学
長。株式会社宣伝会議 取締役。地
方制度調査会、財政制度等審議会、
中央環境審議会、社会資本整備審
議会等委員を務める。

在学中の構想が
進化・発展

まちづくり、建築物の検査・審査、公共建築物
マネジメントを主に行ってきました。大学院では
「住まい・まち次世代再生モデルの構築」という事
業構想を考え、計画しました。横浜市は若い世代
が流入する地域も一部であるものの、高齢化が進
み、空き家が増えていることが課題です。長く使
える 住 宅 地 を 考 え、 コ ミ ュ ニ テ ィ 豊 か な 地 域・
まちづくりを目指しています。
チャイ

私はタイ出身で 2009 年に来日し、アプ

リ開発のエンジニアをしています。
「NOTORA」
というライトノベルの共同翻訳を通した日本語人
材育成プラットフォームを構想しました。私自身

事業構想大学院大学はおかげさまで 9 期目

が、日本語を勉強する時に小説を翻訳した経験か

を迎え、今春、大阪、福岡では初の修了生が誕生

ら、タイから日本に留学したい方などに楽しんで

しました。これまで 264 名の修了生が事業構想修

日本語の勉強を習得してもらいたいな、という思

想を考えました。中小企業の経営者と話した経験

士（MPD）の学位を取得し、各所で活躍していま

いがきっかけでした。

から、副業、転職など、人材が柔軟に流動する仕

田中

す。今回は４名の修了生に、
事業構想計画について、

組みの大切さに気づきました。現役のビジネスパー

また 2 年間の経験についてお話しいただきます。

ソンだけでなく、シニア世代も対象とし、多様な
人の知見を生かせる場も作っていければと思います。

小倉

横浜市の職員として、これまで、都市計画や
牛島

私は、デザイン制作会社の代表をしていて、

数々の業種のパートナーとして活動しています。
ロークニヨム チャッチャイ さん
株式会社 GameWith サービス開発部
東京校 7 期生（2019 年度修了）

事業構想を考える際、重要視したのは「社会性」
です。その次に、「独自性」「経済性」を考察して
いきました。フィールドリサーチで有床診療所の

小倉 有美子 さん
横浜市 建築局 企画部 都市計画課
東京校 6 期生（2018 年度修了）

高谷

私立の学校法人で法人広報を担当し、付属

医師から話を聞き、地域に根ざす有床診療所の社

の中学校・高等学校の副校長を兼任しています。

会的意義を感じ、「地域のかかりつけ医となるべき

私は、「大人のための社会見学」を提供する事業構

有床診療所コンサルティング」構想をまとめました。

事業構想大学院大学 オンライン特別セミナー

「ポストコロナを見据えた事業構想の考え方」開催

- 今こそ事業構想 -

新型コロナウイルスの感染拡大による厳しい局面が続く中、本学
の院生および修了生向けにオンライン特別セミナー「ポストコロナ
を見据えた事業構想の考え方」を開催しました。事業構想大学院大
学に所属する各業界のプロフェッショナルな知見を持つ教員らが登
壇し、鼎談形式でテーマごとに全４回、シリーズで実施しました。

第一回

「この危機をどう
乗り越えるか？」

松本 三和夫 教授

博士（社会学）

社会的危機に立ち向かうには、人と人の「ネットワー
クのクオリティ」が重要。行動規制だけでなく、官、産、
学、民の各セクターの知を共有、融合、活用する社会的
なプラットフォ－ムが不可欠。
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第二回

「新たなビジネスモデルの
創出に向けて」

岡部 聰 特任教授
合意を得てのイノベーション
はない。平時は民主的に、緊急
時は強力なリーダーシップが必
要。 大 義 を 明 確 に 持 ち、 共 有
（シェア）するリーダーシップ
のあり方が求められる。

下平 拓哉 教授

政治学博士

パンデミックだけでなく、地震や気候変動に伴い激
甚化する災害など、脅威が多様化している。国家レベ
ルの方針や戦略を作り、問題意識を持って、様々なシ
ナリオを組んで訓練をする必要がある。

田浦 俊春 教授

博士（工学）

コロナ禍で物事の本質が見えてきている。自分らしさ、
自分ならではの見方を深めれば、
「その人だからこそ気づ
く」ユニークな視点に基づくビジネスモデルを創出できる。

本間 充 客員教授
生活全般から物流・マネジメントに至るまで、新しいものを作
り出すことを考えるのがポジティブな姿勢であり、新しい事業を
考える人にとってはチャンスにもなる。

松江 英夫 客員教授
今後、注目すべきは『非三密』のニーズ。
『空間（スペース）』『リモート』『非接触』
『可視化』など、 他人との「距離」を保つ、
「衛生」を確保する、という視点にビジネス
の可能性がある。
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研究を通して得た
柔軟な発想力

際も、経営層の考えをイメージしながらチームを

る方が集まってくれます。講義だけでは学べない

導いて仕事ができるようになりました。

ところですが、今後の大学院にさらに期待します。

田中
田中

社会環境を見据えて、自身の特技や自社の

経営資源を生かし、社会の中でどのような価値を

事業構想を考えるときは、必ずその対象者

がいるので、対象者の考え方や期待、ニーズを知
ることが非常に大事です。

生み出していくか、考えることは事業構想にとっ
て重要です。また、
院生のバックグランドは豊かで、

小倉

私は大学院に通い、「だけど出来ない」で

年齢も職業も幅広い中で、フラットにアイデアを

はなく、「私は出来る、やる」と言えるように変

語り合い、素晴らしい気づきを得ています。

わりました。これからさらに困難な社会状況が続

牛島 宏 さん
株式会社アド・ベン・コーポレーション 代表取締役
福岡校 1 期生（2019 年度修了）

きますが、今こそ事業構想やこの大学院が必要
高谷

私は 50 代ですが、大学院に通い、学び続

で、私も修了生として一緒に考えていきたいです。

田中

修了後もさらに進化をしている皆さんの姿

を拝見して、とても頼もしく思います。修了生の

けていくことが社会人として重要なことだと気づ

皆さんは素晴らしい知のインフラを形成していて、

きました。研究することを通して、柔軟な考え方

牛島

になり、
発想も出てくるようになりました。今では、

きました。事業の目的は何か、どうあるべきか、

大学院で「やり方よりもあり方」だと気づ

ここはアイデアの宝庫です。困難な時代だからこ

自分で事業をスタートし、チャレンジできる自信

という「事業のあり方」が大事だということです。

そ、修了生、院生の皆さんの活躍と事業構想が未

を得たと思います。

事業のあり方が明確だと、共感し、応援してくれ

来を切り拓くことを確信し、応援しています。

高谷 憲弘 さん
学校法人 ノートルダム女学院 法人本部
事務局 総合企画部長 兼 ノートルダム
女学院中学高等学校 副校長
大阪校 1 期生（2019 年度修了）

チャイ

経営者など様々な立場の院生と話す中で、

新しい事業を始める時は、経営者も悩んでいる
ことがわかりました。新規サービスの立ち上げの

渡邊 信彦 教授
第三回

「地域の持続可能性と成長に向けて

コロナ後のニューノーマルがどこに落ち着くか。新しいビジネス
モデルを生み出すためには、まだ誰も確たる答えを持たない未来と、
その課題を待つのではなく、自ら設定して考えなければならない。

～人類の存続の危機とこれからの

第四回

地方創生戦略、そして事業構想」
村山 貞幸

教授

今回のパンデミックは、科学の限界を見せた出来事だっ
た。一方、優れたアートは人間の痛みから生まれたもので、
今後、多くの災害が起きても、アートがあれば乗り越える
助けとなるだろう。

青山 忠靖 特任教授
社会変化に伴い経済成長に関する考え方も変わるだろう。持続
可能な社会は基本的には質素な社会であり、今年より来年の方が
収入が増えるという前提は成り立たない。

見山 謙一郎 特任教授
成長モデルのボラティリティの高さが可視化された今、目指すべ
きは持続可能な経済モデル。地域の経済圏を形成する方策を考える
ことが重要。地域で稼いだお金が地域で回るようにしなければ。

杉本 哲哉 特任教授

「新しいビジネスモデルの
開発に向けて」

発展至上主義は終わり、人間の本質に対する評価の重要性が増す。
さらに住んでいる場所や手持ちの資産に左右されないフェアな社会
が到来するという３つの変化を予測している。

松永 エリック 匡史 客員教授

コロナ危機で世界がリセットされ、DX での遅れが指摘されている日本にはチャ
ンスが来ている。共感をベースに、クリエイティブで新しいものが創造される時代
に原点回帰していくのでは。

オンライン特別セミナー
コーディネーター

事業構想大学院大学
教授

岸波 宗洋

時機を得て、教員が専門分野に基づく
テーマを設定し、知恵を出し合い、未来
について構想した今回の企画は、大変意
義深いものでした。世の中はこれから大
きく変わります。
決して無視をすることはできない、あら
ゆる人の困難な課題に対しても、院生・
修了生の皆さんは事業構想家として、光
を照らす役割を担っていただけたらと
願っています。
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対談 / 事 業 構想大学院大学

時代は事業構想を求めている

一條 和生（事業構想大学院大学 プロボスト）× 谷野 豊（事業構想大学院大学 研究科長）
事業構想大学院大学プロボスト・特別招聘教授

事業構想大学院大学 研究科長・教授

一條 和生
いちじょう・かずお

谷野 豊
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻 専攻長・教授。

たにの・ゆたか

株式会社分子生理化学研究所 取締役。

一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了（社会学修士）。フルブライト奨

東京大学大学院工学系研究科修了 博士（工学）
。東京工

学生としてミシガン大学経営大学院に留学し、Ph.D.（経営学博士）を取得。

科大学バイオニクス学部助教を経て、株式会社分子生理

一橋大学講師、社会学部専任講師、同助教授、同大学院教授を経て、現職。

化学研究所に入社。製品開発・学術部の責任者を務め、

2003 年にはスイスのビジネススクール IMD で日本人初の教授として勤務。

2016 年より事業構想大学院大学の准教授、2017 年よ

現在、株式会社シマノ社外取締役、ぴあ株式会社社外取締役、株式会社ワー

り現職。

ルド社外取締役、株式会社電通国際情報サービス社外取締役 他。

なぜ、今、事業構想が必要か

谷野

生には本学のプロボストに就任いただきましたが、

いにリスペクトし合い、緊張的な創造的なぶつか

谷野

新たなプロボストの姿、存在意義などについて、

り合いの中から新しいことを生み出せるという場

先生のお考えをお聞かせください。

は他にないと思っています。院生は実務家とアカ

現在の社会状況をふまえて、事業構想の必

要性についてどのように考えていますか。

時代が大きく変革する中、今春より一條先

が異なる教員たちが同等なパートナーとして、互

デミックの両方の素晴らしさを自分に取り入れて
大学院にとって大事なのは、社会からの

いくことができます。これは教育の場として大き

めている、ということです。新型コロナの危機の

フィードバックをカリキュラムに反映させていく

な強みであり、今後もそれをさらに活かしていく

ような様々な社会的重要課題があらゆる分野で起

ことです。大学院というのは有機体として進化し

べきだと考えます。

こっています。それらの社会課題を解決し、創造

ていかなければならないので、世の中の変化を直

的な解決策を通じてより良い未来を実現するとい

視しながら、本当に院生に対して高質な教育がで

う、まさに事業構想の本質的な役割は、これまで

きているのか、常に改善をしていかなければいけ

以上に非常に重要になってきていると思います。

ません。そうすることによって常に教育の場にお

一條

いま私の問題意識は、時代は事業構想を求

一條

社会的使命感をもち、
従来にない新しいものを生み出す

事業構想大学院大学では、HOW の要素も教え

いて躍動感が生まれ、時代性を持ち合わせること

谷野

ますが、WHY を繰り返しながら WHAT を考える

になります。そういった社会と大学院との好循環

について、いかがお考えですか。

ことを訓練します。これはゼロからイチを生み出

を生み出すことがプロボストの役割であり、使命

すことであって、一番難しいところですが、日本

であると思っています。

の教育機関はこれまでこの課題に本気で取り組ん
ではきませんでした。戦後、日本の教育は徹底的
に HOW の強化に焦点を定め、日本もこの強さで

一條

これからの大学院の教育機関としての役割

新型コロナに伴う危機の中で、多くの人が

勉強することの重要性に気づき始めているのでは

アカデミックと実務
教員も成長

ないでしょうか。一体自分は何を学ばなければな
らないのか問うたときに、事業構想大学院大学で

昭和の時代に大きく成長したのですが、1990 年

研究するという選択肢をぜひとも考えて欲しいと

代後半、次のステージに向かう段階で完全に思考

谷野

より一層、私たちが提供する研究・教育の

思います。今求められるのは、社会的使命感をも

停止になってしまった。行く方向性を見失ったま

質の部分で、工夫が必要になってくると感じてい

ちながら、従来にない新しいものを生み出してい

ま低迷してしまったというのが、平成の時代だっ

ます。

くことです。誰もが持つクリエイティビティを開

たと思います。令和の時代にはこれを絶対に繰り

花させることです。ただそれは従来型の教育では

返してはならない。令和を新しい成長の時代にし

一條

ある意味、教員は保守化しやすくルーティ

難しいという認識が世界的に広まっています。そ

ていかなければなりません。今の閉塞的な状況を

ンになりがちです。しかし今回のコロナ禍におい

のためにビジネススクールもカリキュラム改革を

突破していくという日本的課題、そして世界的に

てオンライン授業の急速な普及など、我々全員が

行い、クリエイティビティを教えることに力を入

COVID-19 がもたらしたニューノーマルを求める

教え方を従来から変えていかなければいけない状

れ出しています。まさに事業構想大学院大学はそ

時代、その両方を考えると、これからの時代は「構

況になりました。教員自身が大きく進化し具現す

の先駆けなのです。事業構想大学院大学をより多

想」なくしてはあり得ないと考えます。

れば、その姿をみた院生も「Life-long learning（生

くの人に知ってもらい、集まった院生が素晴らし

涯学習）」の重要性を感じると思います。事業構想

いと思うような授業を創り上げていくことをプロ

大学院大学のように、これほどバックグラウンド

ボストの使命として取り組んでいきます。

多彩なゲスト講師

各界を代表する事業家、時代をリードする実業家、見識豊かな専門家、グローバルに活躍するクリエイター、著名メディアの方々などをゲスト講師として年間 150 名以上招聘しています。
大同生命の経営理念
～挑戦と変革～

これからの社会展望と
グループの事業構想
～まちづくり、ひとづくり～

IoTおよび ICTを活用した
クボタのビジネスモデル
の変革

大同生命保険株式会社
代表取締役社長

阪急阪神ホールディングス
株式会社
代表取締役会長

株式会社クボタ
特別技術顧問

工藤 稔

氏

角 和夫

サービスの流通創造への
挑戦
株式会社ベネフィット・ワン
代表取締役社長

白石 徳生

氏

飯田 聡

氏

世 界 最 高 の 移 動 UX を
目指して〜タクシーが
MaaSの真ん中に〜
日本交通株式会社
代表取締役会長

川鍋 一朗

氏

株式会社サーラコーポレー
ション
代表取締役社長

氏

神野 吾郎

なぜ新コスモス電機は
成長できるか
新コスモス電機株式会社
代表取締役社長

髙橋 良典

地方の企業経営において
大切なこと

氏

氏

九州発宇宙ベンチャー、
新規事業とバリューイノ
ベーション創造への挑戦
株式会社 QPS 研究所
代表取締役社長 CEO

大西 俊輔

氏

※肩書きは講演当時のものも含む
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対談 / 社会情報大学院大学

リアルとオンライン授業の黄金比

廣政 愁一（学びエイド代表取締役）× 川山 竜二（社会情報大学院大学 研究科長）
株式会社学びエイド 代表取締役
社会情報大学院大学 特任教授

社会情報大学院大学 学監・研究科長
先端教育研究所 所長

廣政 愁一

川山 竜二

ひろまさ・しゅういち 東進ハイスクール・河合塾の英語講

かわやま・りゅうじ

師を経て、学校内予備校「RGB サリヴァン」を立ち上げる。

ム論。「社会動向と知の関係性」から専門職大学、実務

学校内予備校のパイオニアとして全国展開を果たし、“ リア

家教員養成の制度設計に関する研究と助言も多数行う

ルドラゴン桜 ” と言われるほど、高い進学実績を残す。株式

とともに、専門職大学等創設プロジェクト研究を主導

会社スキップを経営。その後、株式会社学びエイドの代表を

している。

専門は知識社会学、社会システ

務める。著書に、超ロングセラー「正攻シリーズ」など多数。

オンライン授業の問題点
リアル教育の価値とは

重要ではないと考えています。

かたを見つけ出すのは重要です。

川山

廣政

組をつくるイメージが強いので芸者は必要だと思

が 2 番ではなく、あの先生もこの先生もいて、た

廣政

いますが。

くさんの先生の中から、自分の好きな先生がいる。

を前提にお話しします。まず、オンライン授業の

廣政

そうですね。「芸者たれ」は、わくわくさせ

人気の先生はいるけど人気のない先生のファンが

問題点は、オンラインへそのまま移行した授業は

たりすることですが、オンラインでそれを目指す

ゼロかというと、ニッチな人気をもっていたりす

割高であると感じる人が非常に多いことです。特

のは相当厳しいと思います。目の前にいる人間だっ

る。多様性があるから学校はいいので。リアルの

に保護者はオンライン授業に対してリアル授業の

たら、笑ってくれます。日本人独特の空気を読ん

一番のよさは、みんなおんなじ先生を大好きにな

半額程度の感覚です。

でくれる感覚に甘えながらやりますから。笑わせ

るわけではない。多様な「らしさ」があることな

川山

ることは最も難しいですしね。

んじゃないかなと思います。

ということですか？

川山

川山

廣政

ハリをつけていく必要がありそうですね。

売業のウォルマートとアマゾンの関係も、互いの

リアルと同じ価格帯でも上手くいきました。その

廣政

領域に展開していますよね。アマゾンゴーの例で

理由は、トータルで見ればコストが非常に安かった

アカデミックな部分で授業を濃密にできるので、

もオンラインだと物足りなくて、オンラインは成

点にあります。

内容面を重視した授業づくりをしています。リア

功してもなぜかリアルに進出したくなる。オンラ

ルの授業は内容が浅い、だけど面白い。オンライ

イン授業にがまんできなくてリアル授業したくな

ンはあまり面白くないけど内容が面白い。

る感覚に近い。

学校・塾、生徒双方に通信環境があること

リアルは色々コストがかかるから高いはず、
そうです。例えば、東進の e ラーニングは

例えば、地方の子どもが東京のカリスマ講師の
授業を受けるには、交通費や宿泊費等がかかるの
で、トータルでみればオンラインの方が安くなる。
ただ、この理屈は地元で受けられる普通の講師に
はあてはまりません。近所で受けられるリアル授

どちらかというとオンラインは、テレビ番

オンライン授業では五者のなかでも、メリ
そうです。逆に言うと学者や易者といった

多様な先生の「らしさ」が、
リアル教育の真価

これは、北海道産のカニの取り寄せと同じ理屈

川山

海道に行くより安いからです。ですので安易にオ

廣政

ンラインをリアルと同額に設定すると失敗すると

人間的な「らしさ」が必要です。どんな人間もそ

思います。それに、自分がそれほど授業は上手く

の人「らしさ」が重要で、ある程度それを全面に

ないと、メタ認知をもつことは大事な視点だと考

出して人間性や話し方など、出していくことがい

えています。

いと思います。オタクの先生ならオタクっぽく喋っ

川山

てしまうのがいい。

廣政

学校や塾の月謝には、授業の他に、
（1）不動

じでしょう。深海魚が深海で同じ形になるように

ポストコロナで授業がリアルに戻った時に、

はありますか。

すか？

黄金比はあるはずなので、正解に向かって

いきたいのは、リアル主体もオンライン主体も同

改めてリアルの時に気を付けないといけないこと

です。北海道産のカニを高いと感じないのは、北

他にオンラインが割高に感じる根拠はありま

リアルとオンラインの黄金比といえば、小

正解は必ずあるはずです。

業を同額でオンラインとして受けることは割高に
感じられてしまう。

廣政

学校の良さってあの先生が 1 番、この先生

リアルの場合は、生徒を惹きつける講師の

川山

オンラインだと「らしさ」が活かしづらい？

廣政

それは相当レベルが高くて、ユーチューブ

産としての価値、
（2）託児所として預かる価値、
（3）

を見るとわかりますが、自分を演出したり、編集

コミュニティ（学び舎）としての価値、と大きく

したりして、相手に伝える努力を相当していますね。

3 つ含まれていると考えます。オンラインにする

川山

詳細は
先端教育オンラインに掲載
月刊先端教育では、
「オンライン
授業」を 6 月号・7 月号で特集
しています。本記事の全文掲載
や、政策動向、小中高大学での
事例紹介など満載ですので、ぜ
ひご覧ください。

先端教育

確かに自分らしい教育のしかた、授業のし

と 3 つの価値が全部なくなるので、それは半額以
下だろうと、本能的に感じるのだと考えています。

オンラインは専門性が授業の引きに
川山

リアルとオンラインの授業で、必要な能力

に違いはありますか。
廣政

全然違うと思います。リアルは、雰囲気を

作ることが大事だと思います。予備校の先生は「五
者（学者、役者、易者、芸者、医者）たれ」とよ
く言われますが、オンラインの場合は、
「芸者」は

社会情報大学院大学 校舎を拡大
オンライン授業専用のスタジオ常設

広報・情報研究科 9 月入学開始
教育訓練給付金の対象講座にも指定

2017 年に開学した社会情報
大学院大学は、新課程開始
による講義数の増加やオン
ライン授業に対応する設備
拡充のため、新校舎を建設
しました。社会人の学びに
適した環境への投資を継続
し、働きながら学べる環境
を充実させています。

4 月で 4 期生を迎えた広
報・情報研究科は、本年
度より 9 月入学を開始
します。また、厚生労働
省による教育訓練給付金
の対象講座にも指定さ
れ、多様な働き方に対応
した学びが可能となりま
した。
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社会情報大学院大学

令和時代、変革を担う広報・コミュニ
社会情報大学院大学 学長

吉國 浩二

社会情報大学院大学は、情報の高度化によって大きな変貌を遂げようとしている社会の
中で、時代の流れにいち早く対応し、企業や行政など様々な組織において経営の要となる
プロフェッショナル人材を育成する大学院です。

よしくに・こうじ 1975 年東京大学経済

本学には実務と研究それぞれの専門分野を極めた多彩な教員が所属し、院生は先人が確

学部経済学科卒業。1975 年日本放送協会

立した理論を教条的に受け取るのではなく、自らの実践の中にどのように生かしていくの

入局。横浜放送局長、経営委員会事務局
長、理事を歴任し、2012 年 4 月～ 2016
年 2 月専務理事。役員としてコンプライ
アンス、人事、総務、関連事業、コンテン
ツの 2 次展開・海外展開、広報等を担当し、
2016 年 2 月退任。2017 年より事業構想
大学院大学 副学長。2019 年 4 月より現職。

メディアリレーションズ

かという課題をもって研究に取り組んでいます。2017 年度に開学した広報・情報研究科の
修了生は、企業のコミュニケーション部門を中心に職場のリーダーとして活躍しています。
また 2020 年度からは、次世代人材育成の普遍的な教育手法を開発するプログラムも新
たに設けました。今後も活動の輪をさらに広げて、日本経済の活性化に寄与してまいりた
いと考えております。

- 編集長・出版部門のゲスト講師 -

ビジネスパーソンに支持されるコンテンツ

読売新聞の経済報道

朝日新聞の経済報道

株式会社東洋経済新報社 週刊東洋経済 編集長

株式会社読売新聞東京本社 経済部長

株式会社朝日新聞東京本社 経済部長

山田 俊浩 氏

矢田 俊彦 氏

寺光 太郎 氏

※肩書きは講演当時のものも含む

社会情報大学院大学 修了生の活躍
インターナルコミュニケーションに
活かせる学び

学びを通じて固定観念を揺さぶる
学術と実務を行き来する経験をしたく、大学院に入学

キャリアアップのため、多岐にわたる広報の業務を体

しました。講義、研究成果報告書を執筆するプロセスを
通して、無自覚に固まった価値観を揺さぶられることは、

系的に学びたいと思い、入学を決意しました。様々な理

大学院に入学しなければ得られない経験だと思います。

論や生きた事例を学べ、実務で担当するインターナルコ

入学してみると、「行き来する」という言葉だけでは表現

ミュニケーションの重要性に改めて気付くことができま

できない、濃密な時間です。例えば、先行研究を学びな
新聞社勤務
広報・情報研究科2 期生 がら、どうすれば実務に活かすことができるのか悶々と
（2019 年度修了）
悩む時間、先生・同級生との研究テーマに関するディス

株式会社マクロミル
広報・情報研究科2 期生 い挑戦の機会も多くなったと思います。また、自社の取
（2019 年度修了）
り組みに社外の方から興味を持っていただくことも増え

カッション、です。目先の仕事に忙殺されているばかり

ました。今後は学びを周囲に還元しながら、自身の専門

杉野 真介 さん

ではたどり着けない、問い、を探してみませんか？

した。学びを実務に活かせる楽しさを感じ、社内で新し

下瀬 貴子 さん

性もより磨いていけたらと思っています。

実務家教員養成課程 修了生の活躍
実務と研究を両立し、金融プロの後進育成を
20 代の頃入社した証券会社が、入社 3 年目に経営破綻
します。この時「この先、1 つの会社に『就社』は期待
できないな」と思いました。そこから専門性を高めるこ
とが今後の時代、特に重要になると確信し、金融分野の
専門性を高めるために働きながら大学院に通い、最終的
に博士号の取得に至りました。そのなかで、これからは
実務家教員養成課程
実務家教員として金融の道を目指す人を教育したいとい
1 期生
ビジネス・ブレイクスルー う思いが強くなり、本課程に申込みました。
大学大学院 助教
一番の学びは書類の書き方で、シラバスや教材の作り
方、論文執筆など色々教わりましたが、特に教員調書の
山口 智弘 氏
ノウハウが最も得難い経験でした。教員採用も教員調書
の書きぶり次第で採用の可否に大きく、その講義の手厚
さが現在教員であることに結びついています。
現在は仕事と研究の二足の草鞋ですが、実務と研究・
教育の意識は大事にしていきたいです。今後は自分と同
じように金融のプロを目指す人も含め、実務経験を活か
して教育で還元したいなというのが率直な思いです。
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経験知を「次の世代」に生かす
実務家教員の醍醐味とは
長年電機メーカーに勤務していましたが、人生 100 年
時代の今、自身の「学び直し」を通して生き方を見直し、
中小企業コンサルタントとして独立しました。社会人と
しての経験知を企業経営に役立てるのが今の仕事ですが、
同時に、いずれはその経験知を学生や若い世代にも役立
てたいという思いから、学び直しの一環で本課程の門を
実務家教員養成課程
1 期生
叩きました。
the bluemotion 代表
会社員時代には「授業を設計する」という機会自体が
中小企業診断士
無く、教授法を知り、シラバス作成を通して通年の授業
仁保 聡一郎 氏 を設計する方法、教材の作り方や成績評価など、実践を
交えてさまざまな知識を得られ、その学びが現在の授業
に活きています。
現在、ご縁を頂いた 2 校で精一杯頑張ろうと思ってい
ますが、将来的には社会人やビジネスパーソンにも教え
てみたいですね。人生 100 年時代と言われる中で、教員
としての経験も生かしながら、社会人のキャリア形成と
学びに関わっていきたいと考えています。

The Graduate School of Project Design / The Graduate School of Information & Communication

ケーションの新たな役割
実務家教員 COE プロジェクト本格始動

履修証明プログラム 「持続可能な次世代人材育成を探究する大学院教育プログラム」 新規開講

＜連携校＞

実務家教員 COE プロジェクト発足に際し、連携校・連携企業が一同に会しキックオフを実施した。

第6期実務家教員養成課程が6月より開始（写真は第 4 期の様子）
。

連携協定により連携校間での模擬授業を実施。

日本女子大主催「女性のためのリカレント教育推進協議会シンポジウム」に川山竜二研究科長が登壇。

『実務家教員への招待』 発刊に寄せて
新たな大学の知のイノベーションへ

大阪大学
全学教育推進機構
教育学習支援部 准教授
編者：実務家教員 COE プロジェクト
発行・発売：社会情報大学院大学 出版部

佐藤 浩章 氏

実務家教員という学びのプロを養成する試みに期待

私は大学教員の能力開発担当者として 18
年間働いてきました。授業やカリキュラム
の設計、実施、評価について教えてきました。
実務家教員は、単に実務の経験を語るだ
けでは不十分であり、具体的な経験の省察
的な観察を経て、抽象的な概念化を行った
リクルート進学総研
ものを言語化することが求められます。
実務家教員と伝統的な教員のコラボレー 主任研究員（社会人領域）
白百合女子大学 非常勤講師
ションにより新たな大学の知のイノベー
ションが起きることを強く期待しています。 乾 喜一郎 氏

実務家教員は、実践の場と教育の場を架橋
し、組織や社会にイノベーションをもたらす
ことができる存在です。一方で、豊かな経験
を持つ実践者であればあるほど、これまでの
自分を客観視し、普遍的な視点を獲得するこ
とは難しいもの。実務家教員を目指すための
学びはそれを可能にします。この新たな試み
が、教える側と学ぶ側の共同によって、これ
からも進化、拡充され続けることを期待して
います。

次世代人材育成のための「先端教育研究科 」設立へ
※

先端教育研究所では、2018 年 10 月に、広く「専門職業人の養成」
に携わる人材育成を目的とする実務家教員養成課程を、本年 4 月
には、教育と社会の変革を担う先導者を育成する「持続可能な次
世代人材育成を探究する大学院教育プログラム」を開設しました。
本研究所を附置する社会情報大学院大学では、研究科や研究所の
シーズを活かしつつ、知識の社会的布置を見定めたうえで実践の
場での活用と深く結びついた固有の理論を創造・伝達・普及して
ゆくことで、学術と産業界を含む社会の発展に貢献することがで
きる高度専門職業人を育成することを目指しています。
理論と実践の架橋にもとづく新たな知識の創造・伝達・活用の
重要性に注目が集まる現代社会において養成すべき人材は、新た

な知識の創造・伝達・活用を担う高度専門職業人たる「実践知のプ
ロフェッショナル」です。
特に着目するのは、実践知を再構成することで実践の理論を創造
し、その知識の伝達の在り方を考えることのできる知のプロフェッ
ショナル、すなわち、人材育成分野における高度専門職業人養成です。
各分野の教育の質保証という観点で指導的な役割を果たす人材の養
成が求められているのです。経営学や教育学などひとつの領域に留
まらず、また、自身の実務経験と密接に結びついた学術領域のみに
も留まることなく、知識社会学を基盤として、学際的な幅広い分野
の知識の創造・伝達・活用を視野に入れた人材を養成する教育プロ
グラムの構築を目指し、さらに研究活動を推進して参ります。

先端教育研究所
准教授

富井 久義

※仮称・設置認可申請中

電気通信普及財団賞 受賞

「人口減少社会と視聴者の流動性を背景とした民放構造規制の展望」
本研究は、民放地方テレビ局をめぐる放送政策のあり方につい
て、制度・送り手・受け手の三者の立場から一体的に検証したも
のです。こうした視点については、その必要性が常に主張されて
いながらも、放送政策の複雑さや「視聴者」概念の広さ、さらに
は、送り手である放送事業者の内情へのアクセスの困難といった
事情から、十分な研究がなされていませんでした。
しかしながら、複雑なメディア環境を規定する制度について検

討するためには、事業者が直面する課題や、視聴者の実情に対する
感受性が求められます。メディア論や社会学の理論を端緒とした「実
践と理論の融合」により、こうしたテーマに挑んだ本研究が客観的
な評価をいただけたことは、光栄であるとともに、研究者としての自
信にもつながりました。
今後も引き続き、豊かな放送文化・メディア文化の発展に資する
研究・教育・社会貢献活動を続けてまいりたいと考えております。

広報・情報研究科
専任講師

橋本 純次
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これからの教育

コンテンツ開発と管理方法が鍵

オンライン授業 最前線
知恵の出し合いと
協働が重要
本学ではマイクロソフト社の Teams を使い、教
授法を専門とする教員等が連携して、実際の授業
運営を通じてオンライン授業の標準化に向けて改
良を進めています。いかにしたらオンライン授業
の特性を活かせるのか、ディスカッションができ
るのか、どのようにしたらライブ感を出せるのか、
など様々な課題に対して受講生にも協力してもら
い試行錯誤しながら日々改善をしています。オン
ライン授業の双方向性は、
音声だけではありません。

- Surface Hub・Teams の活用による実践 -

導入して終わりではなく、導入後にも職務の垣根

計されており、組織内でシステム管理をするハー

を越えて活発に意見交換を行い、トライ＆エラー

ドルを下げることができます。これからの教育シ

を繰り返すことで、より良い教育手法に繋げるこ

ステムの在り方についても研究していきます。

とができます。

（先端教育機構 IT推進室長 石井 太士）

そのためには教職員と IT 要員の距離を最大限に
縮める必要があります。システムを丸投げする組
織文化が立ちゆかなくなる日は、もう目の前まで
来ています。
幸い、クラウドの普及によりシステムの構築や
管理は、一昔前に比べて簡単になりつつあります。
特に本学で利用している Microsoft 365 はシステ
ム管理者の負荷軽減についてもよく考えられて設

意外なことにチャット機能で普段よりも活発な質

ソフト・ハードの継続的な研究が必要。

疑応答とディスカッションができ、驚かされます。
そこで重要なのは、オンライン授業そのものも
そうですが提供されたツールをいかに使いこなし
ていくのかという教職員の知恵の出し合いです。
新たな教育システムを導入するには、実際に授業
を行う教員とそれをサポートする職員の協働こそ
が重要です。
本学では今年度、先端教育研究所にくわえ「次世代
高等教育研究センター」を設置し、オンラインに
おける教育の質保証および FD 研究にも取り組んで
いきます。

遠隔地からの参加など教育の可能性が広がる。

リアルとオンラインの併用を進めている。

教員と ICT スタッフとの連携が重要になる。

投影資料もオンライン特有の配慮が必要。

（社会情報大学院大学 学監・研究科長 川山 竜二）

IT 活用を考える
組織風土を
最近、DX という言葉をよく目にします。教育
界に求められる DX とは、教職員や IT 要員の垣根
を超えて「各々がいかにして IT を活用するかを考
える組織風土を作る」ことだと考えます。製品を

これからの教育を検討する

GIGA スクール構想セミナー

STEAM 教育フォーラム

急速に進む
ICT 環境整備を
産官学で考える
新型コロナウイルス感染症の拡大やオンライン教育の急速な広がりを受け、
GIGA スクール構想の重要性が高まってきています。文部科学省は 1 人 1 台端末
整備の前倒しを決定しましたが、一方で現場での推進体制は十分とは言い難いで
す。この ICT 環境の整備が進む中で、最新の取り組み状況の紹介に加え、有識者
や民間企業の知見も交え、目指すべき教育現場とは何かについて考えるセミナー
を開催しています。
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GIGAスクール
構想セミナー

STEAM 教育
フォーラム

文部科学省
初等中等教育局
情報教育・外国語教育課長

経済産業省 商務・サービ
スグループ サービス政策
課長(併) 教育産業室長

髙谷 浩樹 氏

浅野 大介 氏

プログラミング
教育を事例や
調査から考察
2020 年度から小学校での必修化が始まったプログラミング教育。教育現場では「なぜプ
ログラミング教育を実施するのか」「どのように授業を進めれば良いのか」等、日々、疑問や
課題に直面されているのではないでしょうか。本フォーラムでは、これらの疑問・課題を解
決すべく、プログラミング教育の本質に迫るとともに、明日から使えるプログラミング教育
導入のポイントをご紹介します。また、全国の首長を対象に実施したプログラミング教育に
関するアンケート結果を発表。全国のプログラミング教育の現状や課題、そして今後の展望
等を共有、未来を拓く今後の教育について考えていきます。

＜パートナー企業＞

The Graduate School of Project Design / The Graduate School of Information & Communication
各校の取り組み / 事業構想大学院大学

Tokyo

大阪、福岡で初の修了生誕生
事業構想修士は計 264 名に
2012 年の開学からおかげさまで 8 年が経過し、これまでに
264 名の修了生（事業構想修士）が各所で活躍をしています。今

東京校

同窓会主催勉強会
「地域循環共生圏から考える事業構想の発着想」

年 3 月には大阪校、
福岡校で初の修了生が誕生しました。4 月には、

環境省大臣官房 環境計画課
の担当者をゲスト講師として招
聘し、
「地域循環共生圏」につ
いて話題提供いただき、本学の
修了生、院生で、実践に活かす
ためのディスカッションを行い
ました。環境から新事業のアイ
デアを考える機会となりました。

東京・大阪・名古屋・福岡で新入生を迎えています。

Nagoya

名古屋校

開校２年目を迎えて

名古屋校は開校２年目を迎え、院
生は多様な教員の講義から、事業の
アイデアを膨らませています。トヨ
タ自動車専務取締役（新興国担当）
を務めた岡部聰特任教授は、「グロー
バルビジネス」の科目を担当。自動
車産業の海外事業を推進してきた経
験を基に、事業構想におけるグロー
バルビジネスの考え方を考察、研究する講義を行っています。

新規事業開発プロジェクト研究（名古屋）
イノベーションデザインを専門とす
る青山忠靖特任教授が担当するプロ
ジェクト研究を、1 月より開始しまし
た。中部圏内の企業から参加し、1 年
間の研究会を通じて新事業開発に取り
組んでいます。

Osaka

大阪校

大阪大学 技術シーズの事業化ワークショップ

福岡校

Garraway F にて
体験授業型セミナー

Fukuoka

2019 年にトヨタ自動車九州が、九州で共
創を加速させるためにつくったコワーキン
グスペース「Garraway F」にて、福岡校で
「ブランディング」の講義を担当する、小柳
俊郎特任教授の体験授業を開催しました。

学外共創オンラインセミナー
「今こそ考えたい事業構想」
株式会社オカムラと福岡校の共創イベントとして、
オンラインセミナーを開催しました。ポストコロナ
を見据えた事業構想の考え方について井手隆司教授
が講演。福岡校修了生の久保山武さん（パナソニック
ライフソリューションズ創研）も登壇し、ポストコ
ロナにおけるミドルシニア世代のキャリアデザイン
をテーマに話しました。

大阪校初の産官学連携プログラムとして大阪イノベーションハブ、大阪大学ベン
チャーキャピタル、事業構想大学院大学の共催で「大阪大学技術シーズに基づく事業
化構想ワークショップ」を開催しました。参加した院生は自らの事業構想とは異なる
「大阪大学技術シーズ」をベースに、森井理博特任教授のファシリテートのもと、事業
構想案をまとめました。

事業構想大学院大学 院生 ・ 修了生の活躍
経営者視点に啓発され、
新事業を考える刺激

照明 +（プラス）で、ポストコロナ
社会に安心安全な空間の提案

「働きがい」「生きがい」「健康」に
つながる価値の提供を

勤務先で経営管理を担当しており、変化する
外部環境に対応するため、既存事業のイノベー
ションや新規事業を生み出していく必要に迫ら
れています。自分のノウハウや社内の経営資源
では不足しているところを体系的に学べること
を知り入学しました。
授業には、企業内での実践論と、学術的なメ
ソッドの両方があります。経営者の教員や会社
経営に携わる同期生からは、会社では学べない
経験知が得られ、大いに刺激になっています。
私は、勤務先の不動産アセットを地域活性化
につなげたり、本来と異なった目的を持たせる
ことで付加価値を高めるビジネスモデルを構想
しています。色々な方との交わりの中で議論を
重ねることで、価値観が変わり、今までになかっ
た新しい見方が得られています。

当社の LED 照明事業は、1998 年に立上げ、
2007 年よりLED 照明へ本格的に参入。コロナ
以前は、百貨店を中心に商業空間やホテル建築
などの間接・意匠照明を中心に成長を続けてき
ましたが、インバウンド内需型であった商業施
設への照明事業は非常に厳しい状況です。
この機を事業の転換期（チャンス）と捉え、
照明（照らす）だけではなく、プラス付加機能
で新たな提案を構想し、新たな挑戦を始めまし
た。１つは紫外線（UV-A）を利用した「除菌・
ウイルス不活化照明」
、もう一つは災害時の停電
時に照らす「蓄光照明」です。大学院での学び
を活かし、製品機能だけでなく、安全・安心な
社会環境へ貢献することを目指し、社会の一翼
を担う構想を深め、世の中に必要な事業、会社
を目指します。

地元である福岡に U ターンしようと考えてい
た時に、本学の広告を目にし、新規事業への意
欲が湧いてきたため、入学を決意しました。入
学して、先生方や院生たちのバックグラウンド
が非常に多様であり、普段の生活では関わるこ
とのできないような人たちが多く、大いに刺激
を受けています。
入学前から、難聴者を支援する事業に取り組
みたいと考えており、それは今も変わっていま
せんが、この 1 年間で、異なった観点からの様々
なアイデアを生み出すことができました。自分
の構想の根底にあるのは、「働きがい」と「生き
がい」と「健康」です。そのための様々な価値
提供のあり方をこれからも考えていきたいと思
います。

東急ステイサービス株式会社 経営管理室
東京校 7 期生（2019 年度修了）

FKK 株式会社 代表取締役
大阪校 2 期生（2019 年度入学）

大豊企画 営業ファイナンシャルプランナー
福岡校 2 期生（2019 年度入学）

石橋 剛 さん

川田 一力 さん

馬場 小百合 さん
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大阪万博に向けた SDGs の推進
大阪 事業構想大学院を中心
に、2025 年大阪万博に向けて、
SDGs 推進とイノベーションの
実現を目指しています。
竹 安 聡 教 授 の も と、 企 業 と
行政、本学との連携による新規
事業創出の研究会を推進してい
ます。
万博までのプロセスを参加者
事業構想大学院大学
全 員 で 共 創 し、 国 連 が 定 め る
教授
ターゲットイヤーの 2030 年を
見据え、新社会デザイン構想、 竹安 聡
新産業育成構想を継続的に発展
させていく計画です。日本の未来に、本学の研究が繋がる
ことが期待されています。

緊急オンライン企画「観光インバウンドフォーラム」

コロナ禍で苦しむ観光地の
復興戦略を考える
新型コロナウイルス感染症
による観光地への影響を受
け、
「観光地の緊急時対応と
復興戦略」をテーマとしたオ
ンラインフォーラムを開催。
当日は自治体職員・観光協会・
DMO を中心に約 1,500 名の
方が参加しました。

「全国自治体 SDGs 首長アンケート調査」実施

都道府県・市区町村の
約 8 割が SDGs の実践へ前向き
地方自治体におけるSDGs への取り組み状況を把握する
ため、アンケート調査を実施し、全国 485 の首長から回答
を得ました。回答自治体のうち 78% が SDGsに「取り組ん
でいる」
「実施検討中」であり、取り組みを通じて地域活性化・
未来ビジョンの策定・住民のQOL（生活の質）向上・企業誘
致に期待する声が多いことが明らかとなりました。

観光庁 次長

高橋 一郎 氏
実施しない 22%

「全国シティプロモーションサミット inTokyo」

・SDGs に取り組まない 16%
・SDGs を知らない 6%

まちの活力を生む
戦略ある広報を

16%

SDGs の検討・準備中 44%
・総合計画へ盛り込む
・職員研修
・域内企業・住民勉強会の実施
・具体的事業・制度を検討

6%
「NEXT2020 に向けた、まち・
ひと・しごとのリデザイン」をコ
ンセプトに、まちの魅力発信を考
えるカンファレンスを 2 月に開
催。自治体、および民間企業の実
践者らが登壇し、シティプロモー
ションにおける取り組みや連携の
事例、その背景にある課題や展望
について講演しました。

34%

44%

SDGs実施中 34%
・SDGs モデル事業 選定
・SDGs 未来都市 選定
・総合計画に入れた
・職員研修を実施した
・さらに強化を検討

SDGs 検討中
SDGs 実施中
知らない
取り組まない

SDGs 総研「自治体 SDGs 首長アンケート調査（2019）」
※肩書きは講演当時のものも含む

多面的な学びで得た住民に愛される組織づくり
私は地方公務員として管理職への昇任に先立って、組
織づくりと住民とのコミュニケーションという両面から
情報について理解することが必要ではないかと考え、本
学に入学しました。2 年間の大学院生活で、コミュニケー
ション論やメディアリレーション、マーケティングなど
多面的に学ぶ中でわかってきたことは、コミュニケーショ
自治体勤務
ンは受け手が決めるということです。情報発信ではなく
社会情報大学院大学
2 期生
（2019年度修了） 双方向のコミュニケーションであると捉え直すことが、
行政のあり方に大きく作用するのではないかと思うよう
松本 輝之 さん
になりました。今後は、この学びを活かしてコミュニケー
ションの設計に取り組むとともに、本学で出会った様々
な人とのつながりを大事にしながら、住民に愛される組
織づくりに取り組みたいと思います。
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行政の立場で長期的構想を

豊田市 産業部
産業労働課 主査
事業構想大学院大学
名古屋校１期生
（2019年度入学）

玉手 翼 さん

大学で地域経済について学び、産業振興の分野で生まれ
育った地域に貢献したいという思いから、地元の市役所
に入庁しました。そして、入庁直後に発生した、姉妹都市
であるアメリカのデトロイト市の財政破綻に衝撃を受け、
この思いを強くしました。大学院では自動車産業の変革
期にある市内企業の意識変革や行動変化をどのように促し
ていくか、そして今後も産業が活発な街として発展して
いくために、行政はどうすべきかという長期的な観点から
事業を考えています。大学院の先生や院生の皆さんとの
議論を通じて得られる気づきが刺激となり「こんな事業
を興したい」という思いが自然と湧いてきます。大学院
に通うことのできる貴重なこの時間を大切にして、学び
と実践のループを行き来しながら前進していきたいです。
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官学連携 自治体・地域活性事業
富山市 事業構想研究会

コンパクトシティ先進地域で３つの事業構想

富山市でのフィールドワークの様子。

コンパクトシティ政策の先進地域である富山市
において、さらに自発的・内発的に様々な地域内
外の主体がパーナーシップを組みながら、より良
い地域づくりに資する事業に取り組む未来を見据
え、事業構想大学院大学の院生が参加して富山市
事業構想研究会を開催しました。
5 回の研究会を経て、政策としても力を入れて
事業構想大学院大学
きたガラスアートの産業としての定着を目指した
准教授
「ガラスを中心とした新たな価値と産業の創出」
、
重藤 さわ子
明治の富山駅開業以来南北に分断されていた市街
地が、2020 年 3 月にトラムが南北貫通すること
により一体化することから、駅北口シンボル広場、ブールバールを新た
なにぎわいと交流拠点としてデザインする「水がつなぐ新しい富山」な
どの事業構想が生まれました。
これまでの取り組みを事業構想の視点でまとめた書籍を今夏、発刊予
定です。

横浜市 連携協定事業

SDGs型の新たな魅力づくりに向けて
横浜市が推進する「横浜の水辺を活かした新たな魅力創出事業」で 3 年間
の連携協定を締結。事業構想大学院大学の「地域活性・事業構想に関する専
門的な知見やノウハウ」「民間企業とのネットワーク」「情報発信力」と、横
浜市の「フィールド」
「地域での人脈」などを相互に活用し、補助金に頼る
地域づくりではなく、SDGs 型の新たな魅力を創出するプロジェクトを実施
しています。
横浜市「大岡川ひかりの川辺 2019」の様子。

農林水産省 連携事業「ランナーズ・ヴィレッジ TM」

農泊地域ならではのスポーツツーリズム

農林水産省が目標として設定する農泊先進地域 500 の創出に
向けて、
「何気ない道を、走りたくなる道へ」をコンセプトに、
全国 1,000 万人といわれるランニングを趣味とする方を対象に、
地域の四季折々の特色・景観と既存の道を活かしたランニング
コースと宿泊をセットにしたスポーツツーリズムを開発してい
ます。2017 年より始動した本プロジェクトは現在全国 7 地域
で実施しています。

環境省 連携事業「地域循環共生圏」

小田原、北岩手にて、持続可能な地域づくりを研究
環境省「地域循環共生圏」事業は、「地域の総合的な取組となる経済合理性と持続可能性を有する構
想策定及びその構想を踏まえた事業計画の策定」
、
「地域の核となるステークホルダーの組織化」などの
環境整備を目的としています。同事業のワーキンググループ委員を務めるなかで、持続可能な地域づく
りを行うプラットフォームの設計に参画し、本学の事業構想の考え方を生かした地域の支援スキームづ
くりに寄与しました。
各地域での取り組みとして、小田原市で開催した「地域をますます元気に・新事業研究会」プロジェ
クト研究を重藤さわ子准教授が担当し、また、青山忠靖特任教授が北岩手地域での研修実施などを通じ、
事業推進に協力しています。
（事業構想大学院大学 事業本部 第一部部長 織田竜輔）

内閣府 連携事業「地方創生カレッジ」

新講座「Societ y5.0の実現に向けた教育」を配信
内閣府地方創生推進室が推進する「地方創生カレッジ事業」において、事業構想大学院
大学が事業実施初年度の 2016 年度より e ラーニングコンテンツの開発・製作を受託し、
これまでに「事業構想」
「地域活性」
「SDGs」
「教育」等のテーマを中心に講座を展開して
きました。
本年度は「Society5.0 の実現に向けた教育～『未来の教室』取り組み事例・EdTech 等
先進事例から学ぶ～」と題し、今後加速する EdTech の導入の意義やポイントの理解を促
す内容を提供しています。
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出版・メディア

コロナ禍における構想・教育・哲学を学ぶ - 事業構想・先端教育・環境人間会議 コロナ後の推測 35 人の識者

哲学を軸に未来を考える

環境知性を暮らしと仕事に生かす

月刊「事業構想」

季刊「環境会議」

季刊「人間会議」

2012 年 9 月に創刊した月刊「事業構想」
は企業活性、地方創生、イノベーションを
テーマに、最新の社会課題における事業構
想の理念と具体的な取り組みを全国に共有
することを目指し、多彩な事業経営者、自
治体首長・幹部、行政で活躍する方々より
大きな支持を得ています。直近では、新型
コロナウイルス感染症の影響を踏まえた社
会変革を「リモートワーク新たな働き方と
新事業」
「コロナ後の推測 各界の考察 35 人」
をテーマに考察しました。

環境知性を生活と仕事に生かす季刊「環
境会議」。最新号は「農業」「食」をテーマ
に特集。便利さや食欲の行き過ぎた追求は
サプライチェーンに大きな負荷を掛け、社
会全体の持続可能性を損ないかねません。
フードロスや廃プラも考慮した暮らしと産
業の未来について、企業の取り組みや、私
たち 1 人ひとりができる実践を探りました。

哲学を生活に活かし、人間力を磨く
季刊「人間会議」。高い理想と豊かな人
間性に溢れる 21 世紀の世界に向けて地
球上のあらゆる人が、知性と人間性を
磨き合う「哲学総合誌」
。哲学、宗教、
科学、芸術など、様々な分野における
第一線の方々による執筆、インタビュー
などを掲載しました。

リアル教育の価値と格差

立命館アジア太平洋大学
学長

株式会社経営共創基盤
代表取締役 CEO

株式会社小西美術工藝社
代表取締役社長

出口 治明

冨山 和彦

デービッド・アトキンソン氏

氏

氏

月刊「先端教育」
教育界と社会を結ぶことを目指し、新しい
時代に役立つ教育専門誌「月刊先端教育」
2019 年 10 月に創刊しました。コロナ禍に
おける教育環境の急激な変化を受けて、「不
測事態の教育指導」「成果を出すオンライン
教育とは」「リアル教育の価値と格差 オン
ライン化で見える本質」など、教育現場で
起きている課題とその本質を有識者や産官
学の教育現場で活躍する方々に取材し、特
集を組みました。

東洋大学 情報連携学部
教授 学部長

坂村 健

氏

猪子 寿之

文部科学省 初等中等教育局
教育課程課
教育課程企画室長

板倉 寛

チームラボ株式会社
代表

氏

株式会社 studio-L 代表
コミュニティデザイナー

山崎 亮

氏

東北大学 大学院情報科学研
究科 教授
文科省「教育の情報化に関す
る手引」作成検討会 ･ 座長

堀田 龍也

氏

メディアアーティスト
筑波大学 准教授

落合 陽一

氏

氏

※月刊事業構想・月刊先端教育より抜粋

地域を活性化させる新刊のご案内

先端教育機構 教授陣による執筆（月刊先端教育）
社会情報大学院大学 特任准教授

伴野 崇生

香港中文大学専業進修学院専任講師、東京農工大学特任助教などを経て、現在、慶應義
塾大学特任講師。大学・大学院で担当した科目は多岐に渡る。難民等を対象とした学習
支援、支援者支援・育成にも長年関わり、年齢や職業、社会的な立場や言語文化的背景
等の異なる人々の学びをサポートしてきた。近年は、対話や内省を通じた学習者・学習
支援者 / 教師の変容プロセスについて文化心理学の観点から研究を進めている。

社会情報大学院大学 客員教授
株式会社ウィル PM インターナショナル 代表取締役社長 兼 最高経営責任者
地域で新事業を構想する方々に最新の知見やアイデアを提供する地方創生
シリーズ各種書籍を発刊しています。期間限定型リモートワークを促し、都
市から地方に新たな人の流れをつくる『明るい逆参勤交代が日本を変える』、
横浜市の官民共創事例を多数紹介した『公民共創の教科書』
、規制にとらわれ
ない未来のまちづくりを提案する『スーパーシティ』など最新書籍を提供し
ています。

石田 淳

米国のビジネス界で大きな成果を上げる行動分析を基にしたマネジメント手法を日本人
に適したものに独自の手法でアレンジし、
「行動科学マネジメント」
として確立。支援企業・
団体は数十人〜数万人規模の組織まで多岐にわたる。

先端教育オンライン開始

学術誌 事業構想研究＆社会情報研究 発刊

社会の発展に寄与する総合的な情
報分野である「社会情報」に貢献す
る知のプラットフォーム構築を目的
として学術誌を発刊。また、
「事業
構想研究」は事業構想学の体系化に
向け、開かれた報告や議論の場とし
て広く公募を開始します。掲載論文
については、先端教育機構リポジト
リからお読みいただけます。

月刊先端教育のオンラインサイ
トを本年度より開設しました。教
育機関・組織の人事や教育担当
向けのニュースを毎日更新、教
育界における最新キーワードを
チェックできる用語集や全バッ
クナンバーの閲覧も可能です。

先端教育機構 出版物 購読のご案内
雑誌配送・電子ブック + オンライン

初 月 無 料！

スタンダード
コース
Amazon Kindle でもご購読いただけます。

14

The Graduate School of Project Design / The Graduate School of Information & Communication
事業構想研究所、事業構想大学院大学 TOPICS

事業構想研究所

未来を見据え、新事業で社会に価値を創出する
事業構想研究所は、新事業開発を目的とした教育・研究機関です。
VUCA という変化が激しい時代に、未来を見据え新事業で社会に価値を
創出するプロジェクト研究に、たくさんの意欲ある企業・自治体の皆様、
スタートアップを目指す方に参加いただいています。2019 年度までに、
累計 100 の研究会、1000 名以上の研究員の皆様が真剣に新規事業の構
想に取り組まれ、策定した構想計画書・事業計画書を元に、現場での実
践にチャレンジされています。
プロジェクト研究は、新規事業の創出を目指すケース、特定のテー
マに基づき組成するケース、新事業開発担当者の人材育成を目的とする
ケースなどがあります。経験豊富なファシリテーターと専門分野の教員、
各界第一線の実務家によるゲスト講師が研究員の洞察を深め、柔軟な思
考で新規事業を構想する場を提供しています。

事業構想研究所 教授

小野 淳哉

プロジェクト研究 修了生の活躍

ロート製薬株式会社 事業戦略室 室長
株式会社アノマリー 代表取締役
（プロジェクト研究 修了生）

平澤 伸浩 さん

2019 年 10 月にヘアサロン専売のパーソナラ
株式会社よしもとエリアアクション
イズヘアケアブランド「CONSTELLA（コン
業務推進室
ステラ）
」を立ちあげた。
「美しくなりたい、と
思って使っていたら、結果的に肌や髪にもよく、 （プロジェクト研究 修了生）
体内環境（健康）も改善していた」という、意
藤原 邦洋 さん
識しないヘルスケアを目指す。

研究会で構想の軸を見出し
新たなヘアケアブランドの立ち上げ

山梨県の住みます芸人・いしいそうたろう氏
とともにキッチンカー
〈ふじまーる〉
で野菜と
パンの詰め放題や、コーヒー・軽食を販売し
ながら地域を巡回し、地域活性の事業として
の展開を進める。

47 都道府県に芸人が住み
地域移住の促進、地域活性化を

私が所属する事業戦略室は、
「新規事業の開拓」を専門としています。「ヘ
ルスケア & ビューティー」
という分野で新規事業を立ち上げたく、プロジェ
クト研究に参加しました。研究員として医師も参加していて、教員やゲス
ト講師の専門性高い講義を聞き、研究員と議論を交わす中で、ヘルスケア
の捉え方の幅が広がりました。そして、ビューティーを核とし、意識せず
にヘルスケアもできる、という構想の軸にたどり着きました。
2019 年 4 月にプロジェクト研究を修了し、同月に新会社アノマリー
を設立、10 月にヘアサロン専売のパーソナライズヘアケアブランド
「CONSTELLA（コンステラ）
」を立ちあげました。数千に及ぶ製品パター
ンオーダーメイドで販売するため、ロート製薬の AI ベンチャーであるイ
ンジェンタ社とのパートナーシップを組み、事業を展開しています。

当社は、吉本興業のグループ企業で、2011 年から 47 都道府県に芸人が
住むプロジェクト〈あなたの街に住みますプロジェクト〉を開始しました。
若者の東京一極集中により、地方の元気が失われていることを課題に感じ、
地域を盛り上げたいという強い思いを持つ芸人たちを移住させ、地域移住の
促進、地域の元気に貢献したいという思いで始めたプロジェクトです。
私は、
山梨県で芸人とキッチンカーで、
野菜とパンの詰め放題や、
コーヒー・
軽食を販売しながら地域を巡回する活動を行っていました。2019 年度に
「地
域活性化新事業プロジェクト研究」に参加し、地域活性に関わる知識をイン
プットして活動を振り返ることができ、また教授陣や多様な業種の研究員か
らアドバイスをいただき、事業構想を深める機会を得ました。需要側のニーズ
を把握する重要性も感じ、今後さらに事業として拡大させていきたいです。

プロジェクト研究
技術革新、SDGs、地域活性を切り口に
新規事業を考える

自社に最適なカスタマイズした
カリキュラム

＜テーマ別＞

＜1社型
（企業派遣）
＞

新規事業開発

地域活性化

SDGs

DX

全国各地で開催可能です。
（横浜市、神戸市、宇都宮市、飯田市、つくば市、富山市、など実績多数。）

事業構想大学院大学 テレビ CM

＜助成金対象＞
文 部 科 学 省「 職 業 実 践 力 育 成 プ ロ グ ラ ム
（BP）
」認定プログラムおよび、厚生労働省
専門実践教育訓練として指定されています。
（人材開発支援助成金および、教育訓練給付
金の対象です）

○企業の実績

・大手電機メーカー

・IT 企業

・大手印刷会社

・大手広告会社

・地方銀行

・大手通信会社

・化粧品メーカー

・地方新聞社

・大手システム会社

・製薬メーカー

・学校法人

など多数。

オンライン説明会
開催中

- 囲碁から QR コード ・ 折り紙から太陽光パネルを構想 本年 2 月より「日々の何気ない物事から着想を得て、実現
した事業構想」を４つの具体的ケースで表現したテレビCM
を展開しました。
机上で理論を学ぶことだけではなく、
「何かを成し遂げたい」
「新たな未来をつくりたい」と考え続けることで、
「少しのきっ
かけ」から、事業を構想し、構想を実現することができる、
という想いを込めています。

ウェブ上で公開中
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2021 年 4 月入学 院生募集
2020 年 9 月入学
2021 年 4 月入学
説明会開催
オンライン／東京

2021 年 4 月入学
説明会開催
オンライン／東京／
名古屋／大阪／福岡

新事業プロジェクト研究

事業承継プログラム

実務家教員養成課程

2020年秋開講 説明会開催
オンライン／東京／名古屋／大阪／福岡

2020年9月開講予定
オンライン／東京

2020年 10月開講 説明会開催
オンライン／東京／名古屋／大阪／福岡

（履修証明プログラム）

（SDGs・地域活性・DX・新規事業）

教育訓練給付金

説明会・個別相談会をオンライン・対面で実施中

事業構想大学院大学、社会情報大学院大学は、厚生労働省の
教育訓練給付金（専門実践教育訓練）の対象講座に指定され
ています。国から最大 112 万円（修士課程）が給付されます。

学校法人先端教育機構の修士課程、各種プロジェクト研究
について、オンライン・対面での説明会・個別相談会を実
施中です。詳しくは本学 WEB サイトをご覧ください。

発行

〒 107-8411 東京都港区南青山 3-13-16
https://www.sentankyo.ac.jp
広報
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公益財団法人大学基準協会
の大学認証評価におきまし
て「適合評価」を受けてい
ます。
（事業構想大学院大学）

