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Top message

日本社会のテーマに貢献

１０周年からの新たな挑戦
学校法人 先端教育機構

理事長

東 英弥

あずま・ひでや

1978 年からこれまでに 14 社起業し、現在、宣伝会議を加えた 15 社を経営。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。2017 年には「社会情報大
学院大学」を開学。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）。

このたび学校法人先端教育機構は、１０年の節
目を迎えました。これもひとえに各機関はじめ多
くの皆様方のおかげと深く感謝し、この場を借り
て厚く御礼を申し上げます。
振り返りますと、開学への道筋が見えた頃に発
生した東日本大震災は、多くの方々に困難と衝撃
を与え、私どもにとりましても新たな大学の設立
は厳しい環境ではないかと考えました。しかし今
こそ、構想を考えて実現していく人材の研究と育
成が必要であるとの信念を強く持ち、理想を目指
して全力を傾けました。迎えた 2012 年春の入学
式では、院生たちの真剣な表情、前向きな姿勢と、
当事者意識で未来社会を見据える決意に触れ、万
感胸に迫るものがありました。
本学の院生、修了生は社会に出て其々の分野で
活躍し、スキルを身につけた後に、新たなる世界
を探すためアカデミズムを追求しながら自らの仕
事に落とし込み、進歩を続けています。政府が掲

Headline News

げるリカレント教育に関する方針の正当性を実感
すると同時に、本学独自の取り組みも更に発展さ
せて参りたいと考えています。テーマは、さまざ
まな産業の中核を担う人材が育つカリキュラムと、
社会環境を踏まえた動機や意欲の明確化です。理
事、評議員、教職員一同は社会人大学院として果
たすべき役割とその具体策について議論を重ね、
何よりも院生の見本となるべき運営姿勢と成長を
心に、研鑽を重ねています。これこそが構想であり、
実行であると確信しています。
事業構想大学院大学は、東京、大阪、福岡、名
古屋に続いて、2022 年春に東日本高速道路株式
会社（NEXCO 東日本）との協働で仙台校を開設
します。10 周年における新たな光となり、日本を
代表するインフラ企業である同社とともに、現代
の日本社会、地域社会のテーマに寄与する矜持を
持ち、人材育成に取り組んで参る所存です。
また、広報分野における高度専門人材に取り組

んでまいりました社会情報大学院大学は、コミュ
ニケーションデザイン研究科と実務教育研究科の
２つの研究科を有する総合専門職大学院として刷
新し、社会構想大学院大学に名称変更して新たな
一歩を踏み出します。
そして、大学出版部で発行しております月刊「事
業構想」、月刊「先端教育」の 2 雑誌、オンライン
を有効に機能させながら、社会と高等教育機関の
架橋を実践し、教育界と産業界、地域社会と企業
をつなぐことで新たな価値を創出してまいります。
付設の研究所における産官学連携は時代の要請に
呼応し、益々共創と研究を加速してまいります。
今日までの１０年間において、次ページにまと
めました年表には記しきれないほどの研究実績を
重ねておりますが、コロナ禍で大きく変わる社会
の中で、本学ならではの社会的責任を果たしなが
ら、果敢に挑戦を続けてまいります。一層のご指
導のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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社会情報大学院大学

広報・情報研究科

山口 健太郎さん
（シンクタンク勤務／社会情報大 2020 年度修了）

修了生から実務家教員へ

担当科目名：サイエンス・コミュニケーション
本学の学びで最高な点は、
「ガチで論文を書かされる」ところ、そし
て同窓生のあり得ないほどの多様さです。
日々の仕事の実践（暗黙知）を、文章化することで可視化し、ゼミメ
ンバーの多様な視点に晒す。それにより、ここでしか創り出すことの
できない実践知を創造できました。
そしてそれがまた、自分だけの新しい
「問い」
（＝社会構想）に繋がっています。
知識駆動型社会の到来を前に、これほ
ど有意義な学びの場はありません。
スタディサプリ取材対応の様子 ▶

受賞ニュース
日本経営品質賞

−中小企業部門を受賞−

山口 寛士さん（ヤマヒロ／事業構想大 2019 年度修了）

日本生産性本部が「卓越した経営の仕組みを
有 す る 企 業 」 を 表 彰 す る 同 賞。 関 東 を 中 心
にガソリンスタンドを展開するヤマヒロ社。
2035 年のガソリン車販売終了を視野に、新た
な価値創出を探り挑戦してきた取り組みと実
績が高く評価されました。

防災・減災をめざす事業構想で３受賞
川田 一力さん（FKK ／事業構想大 2020 年度修了）

FKK 社が開発した「蓄光機能搭載ＬＥＤフレ
キシブルライト」の防災・減災に有効となる独
自性、技術力の高さが評価され、公益社団法人
発明協会 令和３年度近畿地方発明表彰『近畿
経済産業局長賞』をはじめ、３つの表彰で受賞
しました。

構想を重ねた修了生教員が、現役院生の構想を後押し

大武 みなみさん
亀岡 勇人さん
神谷 富士雄さん
黒田 千佳さん
関山 正勝さん
田沼 泰輔さん
（2014 年度修了） （2015 年度修了） （2013 年度修了） （2013 年度修了） （2015 年度修了） （2018 年度修了）
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名古屋校の現役院生が二年連続入賞

山田 一貴さん（事業構想大・名古屋校 2020 年度入学）
文科省次世代アントレプレナー育成事業
（EDGE-NEXT）Tongali プロジェクト主催の
アイデアコンテストで３部門入賞。新しい配
送サービスの仕組みを提案しました。昨年度
受賞した 1 期生の丹治大佑さんと中村萌さん
につづく成果です。

事業構想大学院大学では、2021 年度より、修了後も第一線で活躍を
続ける６名の事業構想修士を特任教授として教員登用しました。
本来、本学院生は個々が卓越したビジネスエキスパートであ
り、修了生の意見も豊富な実践知に基づいています。その中
でも本質思考によって普遍的・未来的な価値創造をもたらす
修了生諸氏が、今年度から特任教授として現役生の指導に参
画しました。講義では、闊達な示唆により、構想の核を与え
続けています。来年度以降の更なる発展が期待されます。

岸波 宗洋 教授

つづく、広がる 修了生の縁
青楠会 せいなんかい

ともに研究に励んだ同志との縁は、社会人大学院の魅力の一つ。
同窓会の存在は、修了生をつなぐ大切な装置となっています。

梟友会 きょうゆうかい

開学 10 周年 おめでとうございます。
青楠会 ( 同窓会 ) では、修了生および現役生をゆるやかに繋げ
るための活動をしています。主に、MPD サミット、勉強会、研
究会を通して、期を越えた対話の機会を設け、お互いを知るこ
とを目的としています。
自分で思い付いたと感じるアイディアは、実は他人から、それ
も自分とは少し遠い人 ( ゆるやかに繋がる人 ) から
の情報で生まれるからです。お互いがゆるやかに繋
がることで皆様のビジネスをより早く、より大きく、
より品質を上げていく、そして大学院にも寄与して
いく活動をこれからも目指していきます。

社会情報大学院大学の同窓会である梟友会は、
2019 年 3 月に発足してから 3 年にも満たない若
い 組 織 で す。 2021 年 度 よ り Microsoft Teams
にて「梟友会チーム」を立ち上げ、大会・総会の
開催、議決権行使や会報の発行、講義や研究成果
報告書執筆に利用するアンケート実施、修了生・在校生が参加する
梟友会の会員報
外部イベントの紹介などに利用するなど、会員相互の親睦や研究活 「止まり木だより」を創刊
動の支援を推し進めています。
2022 年春には学名変更と実務教育研究科から初の修了生迎え入れ
も控えており、ますます梟友会は発展・拡大していきます。今後も
梟友会の活動にご支援賜りますよう宜しくお願い致します。

青楠会会長

梟友会会長

小川原 謙一

荒竹 義文
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仙台から
東北に事業構想の種を蒔く

事業構想における教学の進歩
事業を構想し、計画し、
実践できる人材を育成するカリキュラム体系

小畠 徹

2022年 4月
事業構想大学院大学 仙台
NEXCO 東日本と共同開設

東日本高速道路株式会社
代表取締役社長
1974 年 新 日 本 製 鐵 株 式 会
社 ( 現新日鐵住金株式会社 )
入社。常務取締役等を経て、
2018 年 6 月より現職。

「人材育成と地域活性化に係る
相互協力に関する基本協定」を締結

田中 里沙
事業構想大学院大学
学長

発・着・想

互協力に関する基本協定」を2021年8 月2日付で締結し
ました。2022年４月に「事業構想大学院大学 仙台」を
共同開設します。宮城県を拠点に、
双方が保有する知識、
経験、人材等を総合的に活用し、事業構想の実践を志す
人材の育成を通じて地域の活性化に貢献していきます。

高速道路のプロ集団として
時代の変化を新事業につなげる
田中 いよいよ 2022 年４月、
「事業
構想大学院大学 仙台」が開校します。
御社にとって本学はどのような意味
を持つでしょうか。改めて、設立へ
の思いをお聞かせください。
小 畠 企 業 に と っ て 大 切 な こ と は、
長期的な雇用を維持しながら成長を
続けることです。通信技術の急速な
進化や気候変動への対応など、外部
環境が大きく変化する中、それらの
変化に追いつくだけでなく、新たな
ビジネスにつなげていく必要があり
ます。まさに「事業を構想する力」が、
これまでにも増して求められていま
す。当社の主要な事業エリアの一つ
である東北地方の地域活性化に貢献
するためにも、事業構想大学院大学
仙台の設立は絶好の機会と捉えてい
ます。
田中 院生にとってはもちろん、地
域にとっても御社にとっても、本学
がポジティブな変化を生むきっかけ
になればと願っています。具体的に、
大学における研究はどのような形で
事業に活かせそうでしょうか。
小畠 当社およびグループ社員の学
びの機会にするのはもちろんですが、
東北地方全域の企業や自治体の方に

校舎は仙台駅直結

仙台

JR 仙台イーストゲートビル

東京

多様な主体との共創で
イノベーションを生む

す。事業構想大学院大学がこれまで
他地域で展開してきた「地域活性化
新事業プロジェクト研究」を、ぜひ
仙台校でも実施したいと思います。
多様な視点から地域資源を見出し、
東北地方の活性化につながる新しい
事業アイデアが生まれるのではない
でしょうか。院生の 2 割が、地域活
性化や地方創生をテーマとした事業
構想を検討しているそうで、大いに
期待しています。

田中 北海道から関東まで、NEXCO
東日本の広範な事業エリアの中でも、
東北地方は大きなウェイトを占めて
います。東北における産業界の現状
と課題、今後の産業振興の可能性を
どのように見ていますか。

田中 行政の力だけでは対応できな
い地域課題が山積する中、今は民間
企業や大学・研究機関・N P O・市
民団体など、多様な主体との共創に
よるイノベーションの創出が不可避
な時代と言えます。

小畠 産業については、東日本大震
災後の復興需要による成長が落ち着
きを見せているところです。一時期
は観光客の増加といったインバウン
ド需要が高まりましたが、コロナ禍
の影響で大幅に減少しました。そう
はいっても、東北には優れた観光資
源や潜在能力があります。今後の産
業振興にあたっては、「環境・エネル
ギー技術を中心とした持続可能な低
炭素社会の形成」「高度人材の地元定
着と創造的社会の創出」および「農
商工連携による新しい農業・産業の
創出」といった領域に注目していま

小畠 全く同感です。その点で、例
えば、当社の管理運営するサービス
エリアを地域の拠点にできないかと
考えているところです。実は一般道
からもアクセスできるので、地域の
皆さんのコミュニケーションを支え
る場となるポテンシャルは十分にあ
ります。これからも「地域をつなぎ、
地域とつながる」をキーワードにし
ながら、「事業構想大学院大学 仙台」
における共創の一翼を当社も担うこ
とにより、持続可能な地域社会の発
展に貢献していきたいと考えています。

参加いただけたらと考えています。
ともにアイデアを出し合い、議論し
ながら、地域を活性化する事業を練
り上げ、地域に実装する。そうした
サイクルを生み出すことができれば、
従来とは違う形で、教育を通じて長
期的に地域社会の発展に貢献できる
と期待しています。

大阪

（対談）

基礎科目

福岡

名古屋

事業構想デザイン演習

フィールドリサーチ

田浦 俊春 教授

構想計画・
コミュニケーション

本講義では、各院生が自分なりの「考え方」を再構築すること
を目指します。それが事業構想の原点となり、羅針盤のような
役割を演じると考えるからです。具体的には、院生は、初めに、
「事業構想とは何か？」というような根本的で本質的な「問い」
をグループワークで設定します。次に、その「問い」のもとに、
「創造性」
「価値論」
「戦略論」について、各々 3 つのレクチャー
に臨みます。その後、初めに設定した「問い」について議論し、
各自の「考え方」を深化させます。

事業構想事例研究
事業構想発表演習
発展科目
演習

谷野 豊 研究科長・教授

専門分野を極めて進化する教授陣、年間 200 名を超えるゲスト講師。
最先端の知に触れ、沢山の刺激からアイデアを量産する環境で、
院生は事業構想を研究します。

院生 2 . 5 人

教員１人

学の視点から考察を行っていま
す。各論文はオープンアクセスで、

2021年度より新たに就任した教員（一部）

学校法人機関リポジトリからご覧
いただけます。

INFORMATION
村上 和彰

北川 廣一

DX・デジタル

ブランディング マーケティング

客員教授

客員教授

宮林 隆吉
客員准教授

本学の教育・研究に関して
詳しくはこちらをご覧ください

松行 輝昌
客員准教授

イノベーション

MPD トークセッション

SDGs を実践する
熊本老舗和食店を視察

小学生起業家の浜口祐衣さん（12 歳・小学 6 年 ( 当時 )）を招き、トークセッ
ションイベントを開催。浜口さんは小学生向けの学習塾「こども Labo」を
起業した経営者。名古屋校１期生の丹治大佑さんが企画発案し、世代を超
えたディスカッションと新たな気づきを得る機会となりました。

JR ゲートタワー

大阪校の院生が地域活性をテーマにフィールドリサーチを企
画。南海・和歌山市駅の再開発で昨年オープンした和歌山市民
図書館の視察や、和歌山市の職員の方々と公民共創における社
会課題および地域課題の解決に対するクロストークを実施しま
した。同図書館を運営する「CCC カルチュア・コンビニエンス・
クラブ」の協力を得て、
「まちづくり拠点としての図書館」をテー
マに勉強会の開催。和歌山市議会議場の視察、和歌山市長表敬
訪問、さらには市長と意見交換の場も設けられ、2 日間にわた
り研究を深めました。

事業構想大学院大学

まちづくり包括連携に関する協定を締結

包括連携協定締結式
（左から）小諸市 小泉俊博市長、
事業構想大学院大学 田中里沙学長、
カクイチ 田中離有社長
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発起人

地方自治体は、今後益々膨大する地域課題を解決しながら「まちづくり」運営をしていかな
ければなりません。そのためには、自治体のリソースと民間のリソースを融合し、スモール
エリアで解決していくことが必要と考えます。地方行政の声をリアルで聞き、実情を知るこ

小諸市 事業構想プロジェクト研究
全 7 回のプログラムを経て開催した最終
発表会では、小泉俊博市長・カクイチ田
中離有社長をはじめとする関係者に事業
構想を提案。市の予算も得て実装に動き
出した構想もあり、小諸市の未来を志向
するプロジェクトに期待が高まります。

想学における思考のあり方や地域活性化における取り組み、

アイデアを活かして、深める自主研究

グランフロント大阪

長野県小諸市とカクイチ、事業構想大学院大学は 2021 年 5 月 12 日、
まちづくり包括連携に関する協定を締結しました。カクイチから小
諸市への企業版ふるさと納税を財源に、農業振興と MaaS（Mobility
as a Service）に関する地方創生事業に取り組みます。2021 年 6
月には、３者でプロジェクト研究を立ち上げ、事業モデルの策定や
新規事業人材育成をスタートさせました。

事業構想大学院大学の教授陣による論考 6 本を収載。事業構

幅 広 い 話 題 に つ い て、 事 業 構 想

和歌山市フィールドリサーチ

カクイチ

学術誌「事業構想研究 第 4 号」発行
企業 M&A における実践知など、

社会変化にともない、必要な研究テーマも日々進化しています。
2022 年度は仙台開校もあり、総勢 20 名以上の新任教員を迎えます。

５つのキャンパスは最先端のエリア、通学至便のロケーションにあります。

小諸市

二年次のゼミでは具体的に個人の事業構想計画を練っていきます
が、その基礎固めとなる一年次ゼミでは、事業構想に取り組むう
えで必要となる能力を、院生の主体性を引き出しながらグループ
ワークで身に着けていきます。構想起点（思い、環境、資源など）
、
時系列変化のストーリー化、クリティカルアイデア、の３点をア
ウトプットイメージの前提とし、非分析 / 分析アプローチを理解
したうえで、テーマに基づき、多面的・多角的なアイデア出しを
行い、構想案につなげる研究に取り組んでいます。

本質を探究し、事業構想の真理を示すアカデミア
実践知で教育界と産業界をつなぐ実務家

小学生起業家
福岡天神センタービル

演習

事業構想原論

構想案

事 業 構 想 大 学 院 大 学 は、 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社
（NEXCO 東日本）と「人材育成と地域活性化に係る相

原論

概論・原論

マーケティングコミュニケー
ションが専門。2016 年 4 月
より現職。地方制度調査会、
財政制度等審議会委員等。

とが、今後の事業構想過程において発・着・想の一助にもなり、公民共創による新たな事業

戸田 正人さん

（和歌山市議会議員
／事業構想大・
大阪校 2021 年度入学）

構想へと発展していくものと考えます。
実務経験のある先生方からのアドバイスや学び、そして意欲的な学友と共に研究できる本学
は、私にとって新たな世界へと導いてくれます。今後、「事業構想家
として地方のまちづくりを魅了していきたいと思います。

議員」のパイオニア

社員全員で SDGs に向けた方針を議論し実践する熊本の老舗和
食店
「青柳」
。江戸時代の熊本細川藩の料理秘伝書をもとに 200
年前の御膳を再現する
など、ユニークな取組
みでも知られます。同
社社長で福岡校院生の
倉 橋 篤 さ ん が 企 画 し、
有志による視察を行い
ました。

ゼミ自主研究会
ゼミ単位や有志により発足する自主研究会。岸波ゼミの自主研
究会では、ゼミの課題や教授からの問いかけを議論する場とし
てスタート。『内面か
ら感じたことを出す』
という感性について
の 課 題 に 対 し て は、
演劇のワークショッ
プを企画するなど積
極的な研究活動を推
進しています。
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教育・研究の力で、未来をデザイン

注目テーマで最先端の情報を発信
脱炭素

時代のキーパーソンが集うウェビナー

デジタル

地域活性

事業構想研究所

プロジェクト研究
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。
大学院のエッセンスを活用したプログラムで構成されるプロジェクト研究。
社員が本気で事業を構想し、実践を見据えた事業構想計画書を策定していきます。

一社型
事例

◆脱炭素全国オンラインフォーラム
〜地域脱炭素への国策と先進事例〜

政府が掲げる2050年脱炭素社会（カーボ
ンニュートラル）の実現。地方創生 脱炭
素で大きな変革が目された2021年夏に、
政府キーパーソンと有識者が登壇し、自
治体トップとのパートナーシップを築く
中井 徳太郎 氏
ためのウェビナーを開催しました。

環境省 環境事務次官

◆自治体脱炭素オンラインフォーラム

◆デジタル庁創設オンラインセミナー
自治体DXの政策と実例 〜官民連携で進めるDX〜

自治体DX推進計画や、総務省「地方公共団体における情報
セキュリティポリシーに関するガイドライン」の発表、コロ
ナ禍におけるテレワーク推進など、自治体のデジタル化が急
務と言われる最中、2021年9月にはデジタル庁が発足。
産官学のトークセッションや、最先端技術を活用した行政
業務の具体策と先進事例からヒントを示しました。
（主催：月刊事業構想、協賛：株式会社NTTドコモ）

脱炭素に取り組む全国の自治体担当者
に向けて、政策のポイントと取り組み
方について解説しました。

飯野 暁

氏

環境省 大臣官房環境計画課
地域脱炭素政策調整官補佐

津脇 慈子 氏
デジタル庁企画官

山野 之義 氏
金沢市長

企業版ふるさと納税
新たな連携のかたちを提案
「まち・ひと・しごと創生基本方針 2021」でも重要な政策の一つ
として位置付けられる『企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）
』
。
この制度を活用した産官学プロジェクトに注目が集まっています。

◆地方創生
オンラインフォーラム

◆観光の復興・
新戦略セミナー

村田 茂樹

氏
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一社型

自社に最適な
カスタマイズしたカリキュラム

地域活性

地域の特性と魅力を
活かす事業を構想

テーマ型

新規事業、SDGs、脱炭素、
DX 等をテーマに新規事業開発

地域発
事例

つくば
国内最大の学術・研究都市であるつくばエリアで、つくば研究支
援センター（茨城県つくば市）と共催で発足した「つくば新事業
プロジェクト研究」は、2021年5月に第2期をスタートしました。

観光庁 次長

大分
日本一のおんせん県であり、アジア初の「宇宙港」
となる＜九州・
大分＞。2021年4月より、大分合同新聞社との共催で新規事業開
発のための研究会を開講し、地域の未来を担う人材育成を推進
しています。

※肩書は登壇当時

能登 SDGs 新事業プロジェクト研究
SDGs 未 来 都 市 に 認 定 さ れ た 石 川 県 珠 洲 市 を
フィールドに、地域課題の解決に資する新規事業
の開発を目指す研究会を、珠洲市などが運営する
「能登 SDGs ラボ」との連携で発足。研究会には、
地方創生に賛同する県外の上場企業をはじめ、珠
洲市内の企業からも参画し、地域の未来につなが
る事業を構想しています。2021 年珠洲市に本社
機能の一部を移転したアステナホールディングス
他、参画企業からの企業版ふるさと納税の寄付等
を財源に運営する仕組みをとっています。

※小諸市・カクイチ・事業構想大学院大学の連携協定に関しては p6 参照

「地域循環共生圏」は、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散
型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が
最大限に発揮されることを
目指す考え方で、環境省の
重要政策の一つです。
同プラットフォームのあり
方を検討するワーキンググ
ループで委員として活動し、
全国各地での地域循環共生
圏づくりのための環境整備、
事 業 化 支 援、 広 報、 教 育、
研究に関する知見を提供し
ています。

荏原製作所は、イノベーション人材の発掘・育成を目指す公募制研修「E-Treasure」
を開始しました。主に若手社員を対象とし、参加者それぞれが事業のアイデアを生み、
構想を育て、事業化にチャレンジする取り組みです。当社は110年の歴史があります
が、常に新しい事業を作らねばならないという課題意識があります。若い社員に新たな
事業づくりの提案をさせ、イノベーション人材を発掘・育成を目指します。

事例

カクイチが長野県小諸市に寄付した企業版ふる
さと納税を財源に、農業振興と MaaS（Mobility
as a Service）に関する事業構想を行う研究会
を設立。地方創生事業のエコシステムを目指し、
オープンイノベーションを発展させています。

環境省が取り組むローカル SDGs への取り組みである
「地域循環共生圏づくりプラットフォーム」に事業構想大学院大学が
参画しています。

文部科学省「職業実践力育成プログラム（Ｂ
Ｐ）」認定プログラムおよび、厚生労働省専門
実践・特定一般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）

VUCA時代の人事戦略
未来の経営者に必要な素質

地域発

小諸市 事業構想プロジェクト研究

環境省・地域循環共生圏づくり
プラットフォームへの参画

＜助成金対象＞

荏原製作所

「移住・定住・多地域居住」「魅力的
なまちづくり」をテーマに政策解説や
官民の最新事例を紹介。全国の自治体
の地方創生戦略・計画に活きる情報を 坂本 哲志 氏
地方創生担当大臣
発信しました。

新しい観光コンテンツの創出や魅力の
再発掘を行う企業の最新事例から、観
光の未来を探りました。

成果につながる 目的で選ぶ研究会

内閣府・地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム
〜企業版ふるさと納税分科会〜

企業と地方公共団体とのマッチング会に出席
内閣府が主催する企業版ふるさと納税「企業と地方公共団体とのマッチング会」に事業構
想大学院大学として出席。（2021 年 7 月 15 日、9 月 2 日）
企業版ふるさと納税は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について
法人関係税を税額控除するもので、寄付額のうち最大約９割の法人関係税が軽減される制
度です。（詳細は内閣府ホームページ参照）
マッチング会では、本学の産官学共創の取り組みとして、石川県珠洲市・アステナホール
ディングス・本学および、長野県小諸市・カクイチ・本学で行っています地方創生に資す
る新事業創出を目的としたプロジェクト研究についてご紹介しました。
多くの自治体・企業よりお問い合わせをいただき、来年度以降のプロジェクト発足を目指
し準備を進めています。

NTT 西日本「地域創生

Co デザイン研究所」

NTT 西日本が 2021 年 7 月 1 日に設立した、自治体に地域課題の解決策を提案するコンサ
ルティング会社「地域創生 Co デザイン研究所」。事業構想大学院大学は、政策の策定や事
業構築をサポートします。

＜つくば、大分＞は2022年度の開講も予定。各地域で研究員の募集を開始します

テーマ型
事例

SDGs 大阪・関西万博 TEAM EXPO
一年間の研究会を通して事業構想計画を立案し、SDGsの達成に
貢献する、自社の新たな価値創出にチャレンジします。研究会
を通じて生まれた事業構想の「TEAM EXPO2025」プログラム/
共創チャレンジへの登録支援も実施。2022度以降もSDGsを
テーマとしたプロジェクト研究を開講予定で、より多く参加企
業とともに、SDGsの達成を目指した新しい事業構想の創出を目
指します。

プロジェクト研究 修了生の受賞・採択
ビジネスコンテスト SDGs 推進賞を受賞
SDGs 新事業プロジェクト研究 修了生

大久保 薫さん（大久保）

静岡市産学交流センター主催『第 19 回しずおかビジネスプラ
ンコンテスト』にて SDGs 推進賞を受賞。事業構想計画書を軸に、
地域活性につながる資源リサイクルの仕組みを提案しました

事業構想大学院大学は、
大阪・関西万博に向けた
「TEAM EXPO 2025」プログラム／
共創パートナーに登録しています。
＜本プログラムにおける
本学の取り組みについて＞
名称 『MPD Team EXPO/
SDGs Acceleration Program：MESAP』

エグゼクティブ・プログラム 第 1 期
事業構想を通じて、自社の未来をつくる真の経営者（事業家）育成
今後の経営を担う若手執行役員、部長を対象に、１年間のプログラムを通して、
次世代の経営者（事業家）として、未来の事業をデザインする力を磨きます。

毎回、本学選抜の教授陣のファシリテーショ
ンにより、新たなものの見方の提案や刺激を
提供しながら、既存の延長線上ではない発想
力と、企業の未来を背負う使命感と覚悟の醸
成を図り、次世代の事業家にふさわしい素養
を磨いていく強いきっかけとします。テーマ
により、経営者や研究者などのゲスト講師を
招聘し、事業構想のアイデアとなりうる話題
提供を実施。グループで深い議論を行い、自
社の未来を構想する礎とします。

環境大臣賞 地域部門を受賞
SDGs 新事業プロジェクト研究 修了生 竹内 嘉邦さん・市川 純子さん（浜松磐田信用金庫）

「21 世紀金融行動原則」が選ぶ 2020 年度 最優良取組事例に「浜松磐田信用金庫」が選
ばれ、環境大臣賞地域部門を受賞。修了生の竹内さんと市川さんが受賞事業の推進メン
バーとして参画しています。コロ
ナ禍で苦労している地元企業の課
題に対し、SDGs 活動及び地域貢
献、地方創生の観点を軸にしたビ
ジネスマッチングの仕組みをつく
り、実働させた取り組みが評価さ
れました。

◀特別合宿の様子
〈主担当教員〉

〈ゲスト登壇〉

環境省補助事業に採択
SDGs 新事業プロジェクト研究 修了生
千田 拓哉さん（石光商事）

研究会で練った事業構想が、関西アライドコーヒーロースターズとして、環境省補助事
業「令和３年度 CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業（一次公募）」に採択
されました。

一條 和生 プロボスト・ 竹安 聡 教授
特別招聘教授
パナソニック
元執行役員

丸尾 聰 教授

藤井 康弘 教授

唐池 恒二
特別招聘教授
JR 九州会長

※「エグゼクティブ・プログラム」第 2 期にご関心のある方は、お問い合わせ下さい。
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社会と教育を架橋する
教育研究領域の拡大により社会構想大学院に名称変更

日本初 実務家教員養成等を担う専門職学位課程
実務家教員養成等を担う専門職学位課程
日本初
2021年4月
4月実務教育研究科
実務教育研究科 設置
設置
専門職大学院初の2 研究科開設 2021年
実践知のプロフェッショナルへ
実践知のプロフェッショナルへ
実践知のプロフェッショナルへ
実務領域に関する教育・人材育成の
実務領域に関する教育・人材育成の
実務領域に関する教育・人材育成の
高度専門職業人を養成する実務教育研究科
高度専門職業人を養成する実務教育研究科
高度専門職業人を養成する実務教育研究科

2022年
年444月より社会情報大学院大学は
月より社会情報大学院大学は
2022
年
月より社会情報大学院大学は
2022
社会構想大学院大学に名称変更いたします。
社会構想大学院大学に名称変更いたします。
社会構想大学院大学に名称変更いたします。

現代社会はSociety5.0、人生
Society5.0、人生100
100年時代などと表され、自ら
年時代などと表され、自ら
現代社会は
Society5.0、人生
100
年時代などと表され、自ら
現代社会は
が実務領域の専門家となるだけではなく、実務経験を新たな知
が実務領域の専門家となるだけではなく、実務経験を新たな知
が実務領域の専門家となるだけではなく、実務経験を新たな知
の体系へと昇華させ、伝承・承継する能力が、あらゆる領域に
の体系へと昇華させ、伝承・承継する能力が、あらゆる領域に
の体系へと昇華させ、伝承・承継する能力が、あらゆる領域に
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ところが、
授業で学ん
的な話が難しいと感じていました。
ところが、
授業で学ん
で、
〝先生が言っていた内容はこのことなのか″
と気づく
な見方ができるようになったと実感しています。
研究者
で、
〝先生が言っていた内容はこのことなのか″
と気づく
だ事が業務のふとしたところで、
〝先生が言っていた内
な見方ができるようになったと実感しています。
研究者
で、
〝先生が言っていた内容はこのことなのか″
と気づく
だ事が業務のふとしたところで、
〝先生が言っていた内
だ事が業務のふとしたところで、
〝先生が言っていた内
ことがあります。実務において、理論を通して考えられ
教員として、
理論と実務の双方について話せる人がいる
ことがあります。実務において、理論を通して考えられ
、
容はこのことなのか′
′
と気づくことがあります。
実務にお
教員として、
理論と実務の双方について話せる人がいる
ことがあります。実務において、理論を通して考えられ
容はこのことなのか′
′
と気づくことがあります。
実務にお
容はこのことなのか′
′と気づくことがあります。実務にお 、
るようになり、多面的な見方ができるようになったと実
るようになり、多面的な見方ができるようになったと実
ということは私にとって非常に心強い存在です。
いて、
理論を通して考えられるようになり、
多面的な見方
るようになり、多面的な見方ができるようになったと実
ということは私にとって非常に心強い存在です。
いて、
理論を通して考えられるようになり、
多面的な見方
いて、
理論を通して考えられるようになり、
多面的な見方
感しています。研究者教員として、理論を話せる人がい
感しています。研究者教員として、理論を話せる人がい
ができるようになったと実感しています。
研究者教員とし
感しています。研究者教員として、理論を話せる人がい
ができるようになったと実感しています。
研究者教員とし
ができるようになったと実感しています。研究者教員とし
る、ということは私にとって非常に心強い存在です。
る、ということは私にとって非常に心強い存在です。
て、
理論と実務の双方について話せる人がいる、
というこ
る、ということは私にとって非常に心強い存在です。
て、
理論と実務の双方について話せる人がいる、
というこ
て、
理論と実務の双方について話せる人がいる、
というこ
とは私にとって非常に心強い存在です。
とは私にとって非常に心強い存在です。
とは私にとって非常に心強い存在です。

実務と研究活動の両立を図る環境の整備
実務と研究活動の両立を図る環境の整備
実務と研究活動の両立を図る環境の整備

2021 年度
年度 秋入学
秋入学 実施
実施
2021
年度
秋入学
実施
2021
コミュニケーションデザイン研究科は444月、9
月、9月の
月の222期入学制
期入学制
コミュニケーションデザイン研究科は
月、9
月の
期入学制
コミュニケーションデザイン研究科は
を実施しています。本学では院生の実務と学業を両立するため
を実施しています。本学では院生の実務と学業を両立するため
を実施しています。本学では院生の実務と学業を両立するため
の工夫を様々施行しています。
（秋入学、
ハイフレックス型授業、
の工夫を様々施行しています。
（秋入学、
ハイフレックス型授業、
の工夫を様々施行しています。
（秋入学、
ハイフレックス型授業、
ビデオ録画、隔週授業など）
ビデオ録画、隔週授業など）
ビデオ録画、隔週授業など）

10
10
10

2021年
年実務教育研究科
実務教育研究科入学式
入学式
2021
年
実務教育研究科
入学式
2021

の学問を吸収するだけではありません。様々な理論を自らの実践にあてはめて新た
の学問を吸収するだけではありません。様々な理論を自らの実践にあてはめて新た
の学問を吸収するだけではありません。様々な理論を自らの実践にあてはめて新た
な知の体系を作り上げていく、まさに理論と実践との融合に取り組んでいるのです。
な知の体系を作り上げていく、まさに理論と実践との融合に取り組んでいるのです。
な知の体系を作り上げていく、まさに理論と実践との融合に取り組んでいるのです。

新型コロナウィルス感染予防
新型コロナウィルス感染予防
新型コロナウィルス感染予防
の観点から、オンライン、対
の観点から、オンライン、対
の観点から、オンライン、対
面を選択できるハイフレック
面を選択できるハイフレック
面を選択できるハイフレック
ス型授業を実施しています。
ス型授業を実施しています。
ス型授業を実施しています。
生活環境が急速に変化してい
生活環境が急速に変化してい
生活環境が急速に変化してい
る現在、教育機関として、公
る現在、教育機関として、公
る現在、教育機関として、公
平な教育・研究環境の場を提
平な教育・研究環境の場を提
平な教育・研究環境の場を提
供しています。
供しています。
供しています。

コロナ禍で進化した研究環境
コロナ禍で進化した研究環境
コロナ禍で進化した研究環境
ハイフレックス型授業
ハイフレックス型授業
ハイフレックス型授業

専任講師
専任講師
橋本 純次
純次 専任講師
橋本
純次
橋本

ファシリテーター
ファシリテーター
ファシリテーター
広報・情報研究科
広報・情報研究科
広報・情報研究科

実務教育研究科研究科長
研究科長
実務教育研究科
研究科長
実務教育研究科

川山 竜二
竜二
川山
竜二
川山
さん
さん
北川 美香
美香さん
北川
美香
北川

期生
期生
444期生

フリーランス
フリーランス
フリーランス
（ＰＲ／ライター）
（ＰＲ／ライター）
（ＰＲ／ライター）

さん
さん
正木 孝枝
孝枝さん
正木
孝枝
正木

期生
期生
444期生

実務教育研究科は、2021年
年444月に社会情報大学院大学の
月に社会情報大学院大学の222
実務教育研究科は、2021
年
月に社会情報大学院大学の
実務教育研究科は、2021
つ目の研究科として設置しました。発足当初からコロナ禍のな
つ目の研究科として設置しました。発足当初からコロナ禍のな
つ目の研究科として設置しました。発足当初からコロナ禍のな
かで、教育、研究、入試など教育の在り方そのものを考えさせ
かで、教育、研究、入試など教育の在り方そのものを考えさせ
かで、教育、研究、入試など教育の在り方そのものを考えさせ
るものでした。本学は、これからの社会を見据えてどのような
るものでした。本学は、これからの社会を見据えてどのような
るものでした。本学は、これからの社会を見据えてどのような
教育が、そして人材育成が求められるのかを考える専門職大学
教育が、そして人材育成が求められるのかを考える専門職大学
教育が、そして人材育成が求められるのかを考える専門職大学
院です。知識社会の到来に向けリカレント教育の重要性が叫ば
院です。知識社会の到来に向けリカレント教育の重要性が叫ば
院です。知識社会の到来に向けリカレント教育の重要性が叫ば
れていますが、学び直しだけが求められているわけではありま
れていますが、学び直しだけが求められているわけではありま
れていますが、学び直しだけが求められているわけではありま
せん。これから求められるのは、知識のフォロワーではなく知
せん。これから求められるのは、知識のフォロワーではなく知
せん。これから求められるのは、知識のフォロワーではなく知
識のリーダーとなる人材です。
高度に複雑化する社会のなかで、
識のリーダーとなる人材です。
高度に複雑化する社会のなかで、
識のリーダーとなる人材です。
高度に複雑化する社会のなかで、
いかにして多様な知識を大学へ取り込むのか。そこで登場する
いかにして多様な知識を大学へ取り込むのか。そこで登場する
いかにして多様な知識を大学へ取り込むのか。そこで登場する
のが実務経験を有する実務家教員です。本研究科では、既存の
のが実務経験を有する実務家教員です。本研究科では、既存の
のが実務経験を有する実務家教員です。本研究科では、既存の
概念にとらわれることなく、社会で求められる知を創造し、い
概念にとらわれることなく、社会で求められる知を創造し、い
概念にとらわれることなく、社会で求められる知を創造し、い
かに伝達し、そして社会に実装するかということについて教育
かに伝達し、そして社会に実装するかということについて教育
かに伝達し、そして社会に実装するかということについて教育
研究を行っています。
研究を行っています。
研究を行っています。
本研究科の修了生たちが、これからの社会を担う重要な知的
本研究科の修了生たちが、これからの社会を担う重要な知的
本研究科の修了生たちが、これからの社会を担う重要な知的
なインフラとなることを確信しています。引き続き、ご理解と
なインフラとなることを確信しています。引き続き、ご理解と
なインフラとなることを確信しています。引き続き、ご理解と
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

実践知のプロフェッショナルを育成
実践知のプロフェッショナルを育成
実践知のプロフェッショナルを育成

実務教育研究科 実践者から学ぶ授業科目
実践者から学ぶ授業科目
実務教育研究科
実践者から学ぶ授業科目
実務教育研究科

教育事業の社会実装
教育事業の社会実装
教育事業の社会実装

教育コンテンツ開発
教育コンテンツ開発
教育コンテンツ開発

教授
教授
廣政 愁一
愁一 教授
廣政
愁一
廣政

株式会社学びエイド代表
代表
株式会社学びエイド
代表
株式会社学びエイド

教育サービスの根幹はコンテンツである！役立つだけでなく、ずば
教育サービスの根幹はコンテンツである！役立つだけでなく、ずば
教育サービスの根幹はコンテンツである！役立つだけでなく、ずば
り売れるコンテンツ作りの視点を身につける授業です。
り売れるコンテンツ作りの視点を身につける授業です。
り売れるコンテンツ作りの視点を身につける授業です。
主な講義内容
主な講義内容
主な講義内容
・教育ベンチャーの現状
・教育ベンチャーの現状
・教育ベンチャーの現状
・教育業界のマーケティング ・教育コンテンツの設計
・教育コンテンツの設計
・教育業界のマーケティング
・教育コンテンツの設計
・教育業界のマーケティング

ナレッジ・マネジメント
ナレッジ・マネジメント
ナレッジ・マネジメント
教授
教授
田原 祐子
祐子 教授
田原
祐子
田原

暗黙知を形式知化に
暗黙知を形式知化に
暗黙知を形式知化に

株式会社ベーシック代表
代表
株式会社ベーシック
代表
株式会社ベーシック

人・組織の「暗黙知を形式知化」するプロセスは、
人・組織の「暗黙知を形式知化」するプロセスは、
人・組織の「暗黙知を形式知化」するプロセスは、
まだ見えぬ無限の可能性に気づく、貴重な体験となるでしょう！
まだ見えぬ無限の可能性に気づく、貴重な体験となるでしょう！
まだ見えぬ無限の可能性に気づく、貴重な体験となるでしょう！
主な講義内容
主な講義内容
主な講義内容
・ナレッジ・マネジメントの理論とモデル
・ナレッジ・マネジメントの理論とモデル
・ナレッジ・マネジメントの理論とモデル
・ケーススタディと課題解決法 ・仮想プロジェクトの導入模擬体験
・仮想プロジェクトの導入模擬体験
・ケーススタディと課題解決法
・仮想プロジェクトの導入模擬体験
・ケーススタディと課題解決法

金融業 広報部
広報部
金融業
広報部
金融業

多彩なゲスト講師

経営者・役員・編集長等 第一線で活躍する専門家を招聘

多様な業種における最新動向を学ぶため、本学では第一線で活躍し、時代をリードする見識豊かな専門家をゲスト講師として累計
多様な業種における最新動向を学ぶため、本学では第一線で活躍し、時代をリードする見識豊かな専門家をゲスト講師として累計
多様な業種における最新動向を学ぶため、本学では第一線で活躍し、時代をリードする見識豊かな専門家をゲスト講師として累計
350名以上招聘しています。理論のみならず、実践的かつ最新の方法論を身につけられます。
名以上招聘しています。理論のみならず、実践的かつ最新の方法論を身につけられます。
350
名以上招聘しています。理論のみならず、実践的かつ最新の方法論を身につけられます。
350
座談会はMicrosoft
MicrosoftTeams
Teamsで実施されました。
で実施されました。
座談会は
Microsoft
Teams
で実施されました。
座談会は
入学されてから対面、オンラインを選択できるハイフ
入学されてから対面、オンラインを選択できるハイフ
入学されてから対面、オンラインを選択できるハイフ
レックス型授業を受けているお二人。オンライン授業に
レックス型授業を受けているお二人。オンライン授業に
レックス型授業を受けているお二人。オンライン授業に
ついて伺ったところ、
「オンライン授業での不便さはな
ついて伺ったところ、
「オンライン授業での不便さはな
ついて伺ったところ、
「オンライン授業での不便さはな
く、かえって院生同士の意見が闊達に交わされ、意見交
く、かえって院生同士の意見が闊達に交わされ、意見交
く、かえって院生同士の意見が闊達に交わされ、意見交
換がしやすい」と話していました。２年間の集大成とし
換がしやすい」と話していました。２年間の集大成とし
換がしやすい」と話していました。２年間の集大成とし
て、現在、大学院での学びを活かし、ご自身の研究成果
て、現在、大学院での学びを活かし、ご自身の研究成果
て、現在、大学院での学びを活かし、ご自身の研究成果
報告書をまとめあげています。
報告書をまとめあげています。
報告書をまとめあげています。

最先端を走る専任教員
最先端を走る専任教員
最先端を走る専任教員

コミュニケーションデザイン研究科
コミュニケーションデザイン研究科
コミュニケーションデザイン研究科

（2022年
年444月より広報・情報研究科からコミュニケーションデザイン研究科へ名称変更いたします。
月より広報・情報研究科からコミュニケーションデザイン研究科へ名称変更いたします。
）
（2022
年
月より広報・情報研究科からコミュニケーションデザイン研究科へ名称変更いたします。
）
（2022
）

DX/デジタル・コミュニケーション
デジタル・コミュニケーション
DX/
デジタル・コミュニケーション
DX/
准教授
渡邉順也
順也准教授
准教授
渡邉
順也
渡邉

株式会社イノベーター・ジャパン代表取締役
株式会社イノベーター・ジャパン代表取締役
株式会社イノベーター・ジャパン代表取締役

専門
門 デジタルトランスフォーメーション、情報戦略など
デジタルトランスフォーメーション、情報戦略など
専
門
デジタルトランスフォーメーション、情報戦略など
専
担当科目 デジタル・コミュニケーション
デジタル・コミュニケーション
担当科目
デジタル・コミュニケーション
担当科目

ステークホルダーは既にデジタル化した社会にいる
ステークホルダーは既にデジタル化した社会にいる
ステークホルダーは既にデジタル化した社会にいる

DXを成功させるためには、その背景にある情報通信、広報分野において
を成功させるためには、その背景にある情報通信、広報分野において
DX
を成功させるためには、その背景にある情報通信、広報分野において
DX
デジタル・コミュニケーションの正しい理解が欠かせません。
デジタル・コミュニケーションの正しい理解が欠かせません。
デジタル・コミュニケーションの正しい理解が欠かせません。

※順不同、肩書は講演当時
※順不同、肩書は講演当時
※順不同、肩書は講演当時
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実務家教員の推進、研究活動最前線
経験知を体系化し、次世代に継承 実務家教員の役割と活躍

大学院カリキュラムを活かした先端プログラムの数々
文部科学省「就職・転職のための大学リカレント教育推進事業」に採択

2021年度 実務家教員 COE シンポジウム
「実務家教員のキャリアデザイン ̶これまでの経験を活かし教壇に立つ ̶」
〜産業界と学術界を往還する新たなキャリア〜
文部科学省は「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」を通じて実務家教員の養成・登用を推進。
同事業の中核拠点校として社会情報大学院大学は本年度も「実務家教員のキャリアデザイン̶これまで
の経験を活かし教壇に立つ̶」と題しシンポジウムを開催。産業界と学術界を往還する新たなキャリア
として実務家教員の課題や現状、今後の期待について意見交換しました。第 1 部では教育現場の現状と、
今後の期待をテーマに、実務家教員の養成と登用への取組みや今後の課題等について、武蔵野大学学長
の西本照真氏の講演が行われました。西本氏は「実務家教員の養成と大学教育への参加は、これからの
社会に開かれた大学像を構築する上で喫緊の課題です」と述べた上で、世界が直面する課題解決に挑み、
それぞれの専門性を活かし、あるいは他の専門家と共同して『世界の幸せをカタチにする。』ことが武蔵
野大学の教職員、学生、卒業生の使命だと講演されました。

実務家教員 FD プログラム
2021 年 9 月第 1 期 開講
現在活動する実務家教員に向けて継続的な
教育機会を提供

西本 照真 氏
武蔵野大学学長
第一部で講演を
された武蔵野大
学西本学長

2021 年 3 月 日本実務教育学会設立
学会初となる研究大会を開催「実務家・研究者の反省」をテーマに議論

実務家教員 FD プログラムは、実務家教員として活躍されている
方、及び実務家教員養成に関連する教育プログラムを修了され
ている方を対象とした、実務能力・教育指導力・研究能力を継
続的に維持・更新してもらうためのプログラムです。
在籍可能期間約 1 年間のなかで、オンデマンド配信の授業と対
面の授業を合計 23 科目受講でき、最短 6 か月で修了することも
可能です。また、受講完了者には修了証を授与しています。
より高い競争力や教育研究能力を有する実務家教員として活躍
すべく、「知の理論」、「実践と理論の融合」、「実務家教員論」に
よる実践の理論の構築を基軸とした、実務家教員に必要とされ
る能力を総合的に習得できるようなプログラム構成となってい
ます。

今永 典秀 氏

佐藤 浩章 氏

名古屋産業大学
現代ビジネス学部
准教授

大阪大学
全学教育推進機構
教育学習支援部准教授

日本実務教育学会は、実務教育・実務家教員に係る研究の推進、研究成果の普及、及び会員相互の連携・
交流の促進を目的として設立しました。11 月 7 日に第 1 回日本実務教育学会研究大会を開催。
公開シンポジウムでは、「『実務家の反省、研究者の反省』 ーいま、高等教育機関に求められる教育研究の
担い手像を探るー」をテーマに本学、川山がモデレーターを務め、名古屋産業大学現代ビジネス学部准教
授の今永典秀氏、大阪大学全学教育推進機構教育学習支援部准教授の佐藤浩章氏の 3 者によるディスカッ
ションが行われました。

地域プロジェクトマネージャー養成課程

自治体に求められる人材像、必要なスキルや知識を学ぶ

実務家教員養成課程修了生のキャリアとその後の活躍
実務家教員という生き方（月刊「先端教育」連載）

2018 年 10 月にスタートした社会情報大学院大学の「実務家教員養成課程」は、民間企業や官公庁等で仕事をする実務家が、大学教員に求められる教授法や研究法を身に
つける日本初のプログラム。現在は第 9 期まで開講し、約 300 名の修了生を輩出しています。実務家教員養成課程を修了した方々が学びをどのように活かし、どのような
活躍をしているのかを、月刊先端教育で連載しています。
樋口 知比呂さん
FWD 生命保険
株式会社執行役員
実務家教員養成課程
第 1 期生

「大学教員」というキャリアゴールへ
養成課程で 10 年来の課題を解決
同課程で数多くの学びや気づきを得た後、
「実務業績に対する産業界等の評価」につ
ながる経験として、2019 年 5 月に開催さ
れた日本の人事部「HR カンファレンス」
で従業員エンゲージメントをテーマに講
演。また、研究論文で実績をあげるなど、
〝50 歳までに博士号を取得し、セカンド
キャリアとして「大学教員」″という目標
に向けて着実に前進。（2021 年 5 月号）

日 本 の 人 事 部「HR カ ン
フ ァ レ ン ス 2019- 春 -」
で従業員 エンゲージメン
トをテー マにした講演を
行った際の写真
（提供：『日本の人事部』）

麻野 篤さん
会津大学 教授
実務家教員養成課程
第 5 期生

地域や人材の活力に危機感、
「養成課程」を契機に大学教員の道へ
JICA で国際協力に従事した後、大阪市の
区長へと転身し、現在は会津大学の教授職
を務める麻野篤氏。区長の在任中に「実務
家教員養成課程」を受講し、大学教員とい
う仕事に関して多くの学びや気づきを得
た。今、国内外で培った知見を活かし、地
域や人材の活力を創出するべく新たなキャ
リアに挑戦している。
（2021 年 7 月号）

写真は東成区長を 4 年間
務めた当時の区内中小企
業経営者との勉強会

実務家教員養成課程 受講生 募集中
東京・仙台・名古屋・大阪・福岡・オンライン

千葉明徳短期大学
非常勤講師
実務家教員養成課程
第 6 期生

身近な「なぜ？」を学びに変換
コンビニから社会の変化を考える
子どもの成長にかかわる人材を育成する千
葉明徳短期大学。多彩な講師陣が集まり、
「社会なるもの」について探求するという
クラスで、コンビニを切り口とした演習を
担当しているのが吉岡秀子氏。長い記者歴
で培った社会の変化を視る力を、未来の保
育者たちに伝えている。
（2021 年 12 月号）

都内の小学校に
ゲスト講師として
招かれた時の写真

第 10 期 実務家教員養成課程 募集概要
※仙台校は2022年10月開講予定

2021 年 10 月に第 9 期開講 企業による団体派遣も受け入れ
大学教員・研修講師など、教えたい全ての方に実務家教員として活躍するための素養
と競争力を提供する履修証明プログラムである実務家教員養成課程は、2021 年 10
月に第 9 期を東京・大阪・福岡、そしてオンラインで開講しました。
また、株式会社電通を早期退職した 40 代から 60 代のミドル世代のプロフェッショ
ナル人材が集まり、人生 100 年時代の新しい働き方を提案するニューホライズンコ
レクティブ合同会社より、実務家教員を養成し大学や企業に派遣する「実務家教員養
成・派遣プロジェクト」として、第 9 期の本課程に多くの社員を派遣頂いています。
加えて、2022 年 4 月開講予定の第 10 期では、東京・平日クラスが追加され、より
多様な学び方が可能になります。人生 100 年時代におけるキャリアの見直し、学び
直しへの関心が高まっています。
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吉岡 秀子さん

開催時期：2022 年 4 月〜 9 月
会場：東京 ( 水曜 / 土曜 )、大阪、名古屋、福岡、オンライン
定員：東京水曜 15 名、東京土曜 30 名
大阪 15 名、名古屋・福岡 各 10 名 オンライン 20 名

詳細、お申し込みはこちらから

開講

河村 昌美 教授
事業構想研究所

地域プロジェクトマネージャーは、地方自治体が、重要プロジェクトを推進するため
の専門的マネジメント人材を任用できるよう、国が創設した制度です。
本課程では、同マネージャー就任に必須となる、地方自治や地域活性化の知識・実践
についてのカリキュラムを提供していますが、そのほか、地域での副業を目指す方や
企業・個人として地域活性化に関わる方など、様々な目的を持つ研究生が学んでいます。
なお本課程は、地方自治体（第１期では４市町）の首長に対して、直接地域課題解決
のための政策提言を実際にできる点が大きな特徴です。そのため各研究生は、講義を
受動的に聴くだけではなく、能動的に活発な質疑や現地フィールドワークを行ってい
ます。

牧瀬 稔 特任教授

髙木 亨 氏

社会情報大学院大学／
関東学院大学法学部地
域創生学科准教授

福島大学うつくしま
ふくしま未来支援
センター客員准教授

DX 時代

教育の未来を考える

GIGA スクールフォーラム
〜端末整備後の課題と学習環境整備〜

GIGA スクールフォーラム
〜端末整備後の課題と学習環境整備〜

GIGA スクール構想により、多くの初等中等教
育機関でハード（端末・設備）整備が完了し
ています。
本フォーラムでは文科省による解説ならびに
企業の先進事例の発表により、ハード整備後
のソフト（教材・人材）や通信環境・セキュ
リティの対策、高等学校の学習環境整備や学
びの質の向上について紹介しました。

中川 哲 氏
株式会社 EdLog
代表取締役社長

第2期

地域プロジェクトマネージャー養成課程

研究生

募集中

開講期間：2022 年 5 月〜 2022 年 9 月 原則 週 1 日 2 コマ 20 週（全 40 講）
定員：50 名
受講会場：【対面】社会構想大学院大学
【オンライン】Microsoft Teams を用いたオンライン
受講料：350,000 円（非課税）
本プログラムでは、自己の専門知識・スキルを活かして地方自治体の地域
プロジェクトマネージャーや副業人材への就任を希望する方、その他地域
活性化に取り組みたい方などを対象として「ブリッジ人材」を養成するこ
とを目的としています。
詳細は下記よりご確認ください。
https://www.mics.ac.jp/lab/lpm/

フォーラム、教材提供の数々

DX 時代のインフラ整備と
産学連携のデータサイエンス教育

内閣府補助事業・地方創生カレッジ
e- ラーニング教材制作・提供

DX 時代のインフラ整備と
産学連携のデータサイエンス教育

新型コロナウイルス感染症により大学・
専門学校など高等教育機関においては、
適切なネットワークインフラ整備による
業務 DX や授業の環境整備が必要となり
ます。
本セミナーでは、データサイエンス教育
をいち早く取り入れた大学や教職員の業
務 DX の先進事例を持つ企業などが登壇
し、DX 時代における高等教育機関の取
り組みのポイントなどを共有しました。

江口 純一 氏
経済産業省商務情報政策局
サイバーセキュリティ・
情報化審議官

本学では 2016 年以来、内閣府補助事業の地方創生カレッジに
おいて、毎年 e- ラーニング教材の制作・提供を行っています。
2021 年度は、講座「地域脱炭素で実現する地方創生」を制作し
ました。また、2017 年度に制作した講座「SDGs を地方公共団体
が推進する意義と実践」を最新の動向・知見を踏まえた改定を行い、
2 月下旬〜 3 月に地方創生カレッジホームページにおいて開講予
定です。同ホームページより登録いただきますと無料で受講可能
で、自治体職員や地域活性事業に取り組む企業の研修、自主的な
学びの場として活用されています。
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出版

月刊事業構想で未来をつくる人、企業、地域をつなぐ

大学出版部による情報発信

事業構想大学院大学 開学の年、2012 年に創刊した月刊「事業構想」。2022 年秋、創刊 10 周年を迎えます。
各界第一線で活躍する事業家、経営者、地域活性の最新事例、最先端技術の取材を通して読者の皆さまに「事業構想」のヒントをお届けします。

未来の社会を創る構想のヒント 哲学実践・地域活性 知事、トップインタビュー（2021年 1月号〜 2021年 12 月号）
「副業・兼業募集」で
関係人口の大幅増加を
目指す

ピンチを
チャンスに！
課題解決先進県・
徳島

2021 年 1 月号

「誇りある豊かな沖縄」
への構想と施策

2021 年 2 月号

2021 年 3 月号

鳥取県

徳島県

沖縄県

伝統を活かし、もっと
おもしろい福井へ
「福井に住む価値」を
上げる

「人生選択の時」に
選ばれる島根へ

群馬から世界に
発信する
「ニューノーマル」

平井 伸治 知事

飯泉 嘉門 知事

2021 年 5 月号

杉本 達治 知事
「きらりと光る宮崎県」
を
目指して
人材確保、スマート化、
グローバル化
2021 年 9 月号
宮崎県

河野 俊嗣 知事
地域の成長が
自社の成長
地域社会とともに
発展する秘訣

2021 年 3 月号

脱炭素へ挑戦する
旭化成
化学メーカーが
水素社会の構築に貢献

2021 年 7 月号

2021 年 9 月号

東急株式会社
取締役社長

抗体医薬のリードを
DX で深化 世界の
トップイノベーターを
目指す
中外製薬株式会社
代表取締役社長 最高経営責任者

奥田 修 氏

医療を通じた
社会への貢献
現場のニーズから
生まれる革新

佐藤 慎次郎 氏

780 自治体が回答 ／ 自治体 DX 全国首長アンケート

n=677
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①策定済み
②未策定であるが検討
には着手しており、
今後策定予定
③未策定であり、今後
検討を始めたいが、
策定時期は未定
④未策定であり、今後
の策定予定もない

DX 推進のための外部人材の活用
CIO/CIO 補佐官以外の外部人材活用状況

n=677

①外部人材を活用中
②外部人材は活用して
いないが、活用の意
向あり
③外部人材は活用して
おらず、活用の意向
もない

外部人材活用の形態

n=677

①地域活性化起業人
（企業人材派遣制度）
②デジタル専門人材
派遣制度
③地域情報化
アドバイザー
④その他

90% 以上閲読

教育イノベーション

月刊先端教育では、
「地域 教育イノベーション」と題し、
毎号一つの県に注目して特集。
教育長取材や地域の特色を生かした教育・人材育成の取り組みを紹介しています。

全国首長

全国 1788 自治体の
教育委員会が閲読

84% 以上閲読

教育界と産業界を結ぶ
コンテンツ

トップインタビュー

人気連載

両誌毎号、各界第一線で活躍する
経 営 者、 事 業 家、 政 治 家、 官僚、
ク リ エ イタ ー の 皆 様 に 取 材 を
行 い、 最 先 端 の 情 報 を 発 信して
います。
＜シリーズ＞
月刊事業構想
トップの哲学と発・着・想
月刊先端教育
トップインタビュー、巻頭言
ほか

10 兆円大学ファンド構想と経営

世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンド
創設は、国立大学の法人化以来の大変革を、日本の
大学に迫る。期待高まる「10 兆円大学ファンド構想」
をテーマに毎号連載。
（月刊先端教育）

ヘルスケアビジネスの新戦略

医療・ヘルスケア領域における新規事業の取り組みや
今後の予測、具体的なポイント、デジタルをはじめ社
会変化によりヘルスケアビジネスはいかに転換してい
くのかなど、
識者による分析や事例紹介。
（月刊事業構想）

野田聖子 内閣府特命担当大臣 取材風景（2021/11)

メディア概要

事業構想オンライン
行：毎月１日発行
価：1,300 円 ( 税込 ) ／月刊事業構想
1,620 円 ( 税込 ) ／月刊先端教育
発行部数：50,000 部（各誌・毎月）
販売方法：全国書店および
定期購読、WEB 直販
その他：Facebook、メルマガ等で配信

先端教育オンライン

発
定

バックナンバー情報の他、毎日オンラインニュースを配信。
購読会員は、これまでのバックナンバーから全ての記事を読むことが可能です。

倉富 純男 氏

NTTドコモ 共同調査

DX 推進に関する全体方針の策定状況

都道府県知事

2021 年 12 月号

テルモ株式会社
代表取締役社長 CEO

総務省による自治体 DX 推進計画の公表やデジタル庁発足を背景に、全国の自治体で DX 推進が強く求められていますが、
その実態は十分に明らかにされていません。月刊事業構想と NTTドコモは、全国都道府県・市区町村の首長を対象に
自治体 DX に関するアンケート調査を行いました。

月刊事業構想では、地方創生・地域活性をテーマに、
毎号首長取材・都道府県特集を組んでいます。

九州経済連合会 会長
九州経営者協会 会長
西日本鉄道 代表取締役会長

※肩書き役職は、取材当時のものです。

月刊事業構想

地域

災害経験を活かした
「九州モデル」を
つくって、日本を動かす

2021 年 10 月号

小堀 秀毅 氏

地域の構想〈地域特集〉

2021 年 6 月号

佐藤可士和 氏

旭化成株式会社
代表取締役社長

髙橋 和夫 氏

及川 美紀 氏

クリエイティブディレクター

石黒 成直 氏

異分野との共創で
進める新規事業
移動をサステナブルに

株式会社ポーラ
代表取締役社長

2021 年 5 月号

ＴＤＫ株式会社
代表取締役社長

鈴木 貴子 氏

2021 年 2 月号

発・着・想の
つくり方と伝え方
佐藤可士和の
フィロソフィー

2021 年 4 月号

エステー株式会社
取締役会議長 兼 代表執行役社長

創業 90 年の歴史を
持つポーラ
デジタル時代の
新成長戦略

村上 雅洋 氏

聖域なき改革を
実行の TDK
成長の鍵は適所適材と
フライング

特集企画

蒲島 郁夫 知事

日清紡ホールディングス株式会社
代表取締役社長

小川 恭範 氏

コロナ禍のエステー
空気を軸に、
新領域での
事業を開拓

熊本県

2021 年 2 月号

セイコーエプソン株式会社
代表取締役社長

角 和夫 氏

2021 年 12 月号

日清紡の次なる100年
「超スマート社会」の
実現を目指す

2021 年 1 月号

阪急阪神ホールディングス株式会社
代表取締役会長 グループ CEO

熊本県知事
創造的復興の先、
５つの安全保障へ

濵田 省司 知事

セイコーエプソンが
描く成長戦略
コア技術をベースに
新事業創出

2021 年 1 月号

鈴木 英敬 知事
（現 衆議院議員）

高知県

佐竹 敬久 知事

社会課題を先取りする

2021 年 8 月号

2021 年 11 月号

秋田県

急速に社会環境が変化する今、産官学の垣根を越え、人材育成を考える教
育総合誌。教育界と産業界、社会をつなぎ、次世代に必要な教育について、
毎号各分野第一線の有識者・経営者・実践者の提言を掲載しています。

三重県

地産外商の振興で
県経済を成長軌道に

2021 年 10 月号

教育総合誌

「空飛ぶクルマ」の
実用化で
新産業を創出

山本 一太 知事

地域資源の
高付加価値化で
産業革新を

日本初

村井 嘉浩 知事

群馬県

丸山 達也 知事

明日の事業を考え、構想するための情報をお届けするビジネス誌。新事業
への発想・アイデア・気づきを得られるよう、先端技術トレンドや政府の
動き、識者インタビュー、編集部による分析などを掲載しています。

宮城県

2021 年 7 月号

島根県

イノベーション」No.1 メディア

2021 年 4 月号

玉城 デニー 知事

2021 年 6 月号

福井県

震災復興を遂げ、
「富県躍進」へ

「地方創生

[ まとめ ]
◆ DX 推進に必要な多くの部分において、DX
人材の不足が影響

新刊情報

脱炭素時代の必須視点

本・経営戦略部門

新着ランキング１位（2021.6.29 調べ）

「ESG 経営の実践」

編著 ： 馬奈木 俊介

地域創生を進めるためのガイドブック

本・地域開発部門

売れ筋ランキング１位（2021.8.26 調べ）

「実務家教員の
理論と実践」
編集 ： 実務家教員 COE
プロジェクト

「地域づくりのヒント」
著 ： 牧瀬 稔

※ Amazon および Amazon.co.jp は Amazon.com,Inc またはその関連会社の商標です。

◆各自治体が支援を受けられる民間の専門組
織・人材の情報を、より得やすくするよう
な取組みも必要になると考えられる
◆自治体・民間ともに公民連携への積極的な
理解と実践を高めていくことが、より一層
重要になるものと考えられる
（事業構想大学院大学 事業構想研究所 教授 河村昌美）
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