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【BBTについて】 
グローバル環境で活躍できる人材の育成をミッションとして1998年に世界的経営コンサルタント大前研一により設
立された教育会社。設立当初から革新的な遠隔教育システムによる双方向性を確保した質の高い教育の提供
を目指し、多様な配信メディアを通じてマネジメント教育プログラムを提供。大学、大学院、起業家養成、ビジネス
英語や経営者勉強会等多用な教育プログラムを運営するほか、法人研修の提供やＴＶ番組の制作など様々な
顔を持つ。2013年10月のアオバジャパン・インターナショナルスクールへの経営参加を契機に、生涯教育をサ
ポートするプラットフォーム構築をグループ戦略の柱の１つとして明確に位置づけている。在籍会員数約1万人、
延べユーザID数は約20万。  http://www.bbt757.com/ 

http://www.bbt757.com/
http://www.bbt757.com/
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2017年4月、「スポーツビジネス実践講座（ＳＡＰ）」開講 
日本のスポーツ産業を活性化する人材の育成を目指します。 
 急拡大を遂げた欧米のプロスポーツ市場とは裏腹に、日本のプロスポーツ市場は未だ発展途上と言えます。2019
年、2020年と大きなスポーツイベントの日本開催が予定されている今、スポーツビジネスを理解し、スポーツ産業を
盛り上げていける人材、またスポーツビジネスを応用して日本経済を活性化させられる人材の育成を目指して、
2017年4月より「スポーツビジネス実践講座（ＳＡＰ）」を開講いたします。 

◆ＢＢＴ新講座：スポーツビジネス実践講座（ＳＡＰ） 

 右のグラフからもわかるように、2015年のアメリカのナショナル・フット
ボール・リーグ（ＮＦＬ）市場は1兆3,000億円超、メジャーリーグベース
ボール（ＭＬＢ）市場は1兆円超であったのに対し、日本野球機構（ＮＰＢ）
の市場は2,000億円にも届いていません。 
 欧米のスポーツ産業発展の背景にあったことを紐解き、日本との違い
を見つめることが、日本のスポーツ産業発展の第一歩と言えるのではな
いでしょうか。 

◆欧米に比べ発展途上である日本のスポーツ産業 

 「日本再興戦略2016」にあった「スポーツ・文化の成長産業化」の項
目は、2017年度の「産業競争力の強化に関する実行計画」にも引き
続き盛り込まれており、日本の経済成長のための重点項目として認識
されています。 

◆日本経済全体の発展にも貢献する可能性 

 グラフ：荒木氏講義資料より 

 スポーツ産業の発展には、競技団体だけの努力だけでは十分と言えません。実際に欧米でも、政策やメディア、一般企
業などとの関わりなど、様々な要素と複雑に絡み合いながら、スポーツ産業は発展してきています。逆の見方をすると、
スポーツ産業の発展が他の産業の発展に寄与する可能性も大きく、日本経済全体の発展という観点からもスポーツ産
業は非常に重要だと言うことができます。 

3つの特徴 
 体系的にスポーツビジネスを学ぶことができる 
 スポーツ界内部で活躍する講師による実践的内容 
 世界のスポーツ産業の豊富な事例を紹介  
 
本講座では下記三つの領域に向け、スポーツの価値の創造、価値の向上、 
価値の活用につなげていただける講義を提供します。 

１）スポーツ競技団体における人材 
２）スポーツ競技団体を支える一般企業における人材（含むスポーツ関連企業） 
３）スポーツを自社のマーケティング、ＣＳＲ等に活用する一般企業における人材 

荒木重雄（あらき・しげお） 講師 
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科修士課程修了 
㈱スポーツマーケティングラボラトリー（SPOLABo）代表取締役 
一般社団法人スポーツビジネスアカデミー（SBA）代表理事 
 

 スポーツ産業を活性化させるためには、まずスポーツ競技団体の構造等をきちんと理解し、そ
れを如何に外の産業と掛け合わせていくか、考えていく必要があります。本講座は、スポーツ団
体内外の内容をバランスよく扱っているので、スポーツビジネスに携わる全ての人に受けていただ
きたいと思っています。 
 また、オンラインなのでどこにいても受講可能です。スポーツに携わる方々は全国各地に広がっ
ていますが、どこにいても受けられる講座としても価値があると考えています。 

【担当講師よりメッセージ】 
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ＢＢＴ大学院、修了生1,000人突破しました。 

 BBT大学では、2005年春の大学院開学、2010年春の経営学部開学以来、目まぐるしく変化する社会の変化に対
応し、どのような場でも自らの力を発揮できる人材を育成するため、時代の先をゆくカリキュラムへと常に進化させて
います。2017年3月に行われた卒業式で、大学院の修了生は1,040名に、学部の卒業生は223名となりました。以
下に、大前学長の式典挨拶を紹介します。 
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何が起こるかわからない今の状況はＢＢＴ卒業生にとってのチャンス 

忙しい人、場所的に通学が難しい人などにも学ぶ機会を提供したいという強い思いで作ったシステムであるが、実際に
そのような方々が集まり、人生の新しい道を切り拓くきっかけとしてくれていることに喜びを感じている。 
在学中は、例えばデジタルディスラプションやアイドルエコノミーなど、今まさに起こっていることを学ばれたことと思う。
我々が生きている時代は第四次産業革命の真っただ中とも言える、何が起こるかわからない時代だが、こういった時代
に生きていることはみなさんにとってはチャンスである。通常の学校ではまだ先生方でも消化していないような新しいこと
に自ら触れ、対処し利用していく力を身に着けられる環境を提供している学校は、世界広しといえども本学をおいて他
にはいないだろう。そのような本学の卒業生であることに誇りを持ち、新しいことにチャレンジしてほしい。 

ＢＢＴ大学は建学の精神に、知的創造を礎に国際的視野と開拓者精神を持つ
ことをうたっている。みなさんには誰もやっていないことに果敢にチャレンジし開
拓していこうという精神を持ってもらいたい。そして、世界及び社会に貢献する
人物になってもらいたいと考えている。決められたことをそつなくこなすことに飽
きたりない人がここにあつまっている。本学の先輩たち同様、新しい知識やスキ
ル、意欲、行動力を身に着けてもらいたい。本学には、他のどこを探してもお目
にかかれないような実務経験豊富な教授陣がそろっている。みなさんはそう
いった教授陣にくらいついて、多くのものをむしり取っていただきたい。仕事をし
ながら自分なりのペースをつかみ、学んだことを仕事で活かしながら身に着け
ていってほしい。本学では、情報の少ない状況下でも自分の頭で考える癖をつ
けてもらいたいと思う。 

教授陣に食らいつき、多くのものをむしり取ってほしい 

卒業式 2017.3.18 

入学式 2017.4.1 

仕事をしながら、世界のどこにいても何歳
になっても勉強できる、そういうプラット
フォームを作ろうということで独自に作り上
げたAirCampus®には、常時約1万人くらい
の人がアクセスしている。普通に高校から
大学へ、大学から大学院へ、それから就
職へ、とエスカレーターのように進むのでは
なく、自分の人生を生きている中のある地
点で、経営の勉強をある程度まとめてやろ
うと思った人が多くＢＢＴで学んでくれてい
る。 AirCampus®は、仕事や子育てなどが 

 本学のサイバーのキャンパスであるAirCampus®では、非常に密度の濃い人間関係を築くことができる。会ったこ
ともない人の性格を非常によく理解しているという状況に、皆さんも遭遇することになると思う。21世紀はサイバー
社会であらゆるイベントが起こる時代である。みなさんもその中で、クロスファータリゼーション、共に刺激を与え合い
ながら、新しいことを学び成長していってもらいたい。 
 マイペースで学習し、クラスメイトや教授陣と無限の可能性を秘めた知的ネットワークを形成してもらいたい。 
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アオバ、ＭＹＰ生による教育改革シンポジウム 4月14日に実施しました。 
“A-JIS Transforming Education Symposium 2017” 

 アオバジャパン・インターナショナルスクールは、ＭＹＰ生である6年生から10年生によ
る教育改革シンポジウムを2017年4月14日にアオバ光が丘キャンパスにて実施しまし
た。教育のあるべき姿を考え、自分たちの母校であるアオバの具体的な目標を設定し
実行することを目的とした本シンポジウムには、多くのゲストにも参加いただきました。 
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◆学校長挨拶： アオバジャパン・インターナショナルスクール学校長 ケン・セル 

◆講演「21世紀の教育について」： 
  株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役 柴田巌 

グローバルリーダーとは、社会的責任を考慮し、多様な意見を認めることのできる人物である。本日は
たくさんのゲストの方にも参加いただいており、それぞれの経験や考えを共有しながら教育について深く
掘り下げて考える良い機会である。自ら積極的に関わり、多様性を認めながら前向きな解決策を見出
せるグローバルリーダーへのヒントを見つけてほしい。 

20世紀までの日本は、アメリカなどの先進国に追いつくことが最優先され、決められた仕事を同じよう
にできる人材が必要だった。そのため、全ての人に平等に、同じ教育を受けさせることが最も大切なこ
とだった。しかし、社会環境はものすごい勢いで変わり続けている。21世紀の日本国内は経済が縮小、 
高齢化が進み、多くの人は国外にビジネスチャンスを見出している。ＩＣＴの発展、グローバル化の進
展など急速で予測不能な変化が起こり、何が問題なのかさえわからない。もちろん、正しい答えなど
存在しない。 

このような時代に求められる教育とは、多様性を理解し受け入れる教育、個人のニーズに合わせて個別に設計され
た教育、覚えるのではなく自分の考えを表現できるようにする教育、問題を特定し解決策を考え実行する力をつける
教育、などがあげられるだろう。教育は児童生徒の進路選択や人生そのものに大きな影響を与える。このシンポジウ
ムを、教育とは、人生とは何かを考える有意義な場としてほしい。 

◆ゲスト講演 

ゲストだけでなくアオバの教員と生徒もパネルに加わって
行われたパネルディスカッションでは、10年後の教育に
ついて、幸せな人生と教育の関係、生徒が果たすべき
責任について、教育と起業家精神について、など様々な
テーマについて 

◆パネルディスカッション／グループワーク 
企業でダイバーシティ推進に携わっている方、10代で
教育関係の会社を起業した方などのプレゼンテーショ
ンをうかがいました。 

Mr Kunihide Sakai - Board 

Member NPO Tadoko Supporters 

Mr Yuta Hasumi  
Senior Program Manager, 
Diversity & Inclusion, Amazon 

Ms Amanda Chehrezad 
Regional Director for the Girls 
Scouts of the US 

Ms Ayaka Nirei  
Former CEO GLOPATH Inc. 

日本でも多様性が増してきている。
しかし、ジェンダー、国籍などに対
する固定観念は根強く残っている。 

ひとりひとりがリー
ダーシップを持っ
て教育を、社会を
変革してほしい。 

まずは教育の目的、そしてそれを
達成するための方法を考えてほし
い。教育は社会をより良くするた 

めのものだ。変わ
らないように見える
教育も少しずつだ
が変化がある。教
育の目的を今一
度考えてほしい。 

子どもたち自身が考えたカリキュ
ラムで学べる学校を運営していた。
学校とはどのような存在であるべ
きなのかを考えるきっかけとしてほ
しい。教育の方法は一つでない。 

地域や社会を
巻き込んで教育
をさらに変革さ
せていきたい。 

テストがない、辞書も使わない全く
新しい第二言語習得法「多読」を
教えている。教育とは、何かを教
えてもらうのではなく、持っている 

ものを引き出すこ
とだ。「多読」は楽
しく言語を習得で
きるアプローチだ。 

会場も巻き込ん
だ熱い議論が行
われました。 

個々人のプレゼン後、グループに分かれて教育の目的
や教育の在り方を議論。アオバがどのように変われば良
いか具体的な案を提出しました。 
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ＢＢＴ大学、沖縄尚学高等学校と高大連結協定を締結しました。 

 ＢＢＴ大学と沖縄尚学高等学校（以下沖縄尚学高校）は、高校生の視野を広げ、進路に対する意識や学習意欲を
高めるとともに大学の求める学生像及び教育内容への理解を深めるために高大連結協定を締結しました。 

 今後は、ＢＢＴ大学教員による出張講義の実施や、聴講生として高校生の大学への受け入れ等を予定しており、Ｂ
ＢＴ大学が推進する受講者主体の探究的学習を高校生に体験してもらう機会を提供したいと考えています。 

2017年4月15日、沖縄尚学高校で行われた締結式にて。 
右から、名城政一郎氏（尚学学園副理事長・沖縄尚学高校副校長・同附属中学校校長）、名城政次郎氏（尚学学園理

事長・沖縄尚学高校校長）、伊藤泰史（ＢＢＴ大学事務総長）、門野智（ＢＢＴ大学広報担当） 

 沖縄尚学高校は「強くて優しい文武両道のグローバル教養人」の育成を目指しているおり、沖縄県内初のＩＢディプロマ課
程認定校として、2017年1月には、全国で初めての日本語と英語によるＩＢディプロマ試験の合格者を輩出しています。一
方、グローバルビジネスで活躍できる人材の育成を目指しているＢＢＴ大学は、ＩＢディプロマ（DP）課程の卒業生向けの入試
枠を設置しています。さらにＢＢＴは、3歳から18歳までの児童生徒に国際バカロレア（ＩＢ）のカリキュラムによる教育を提供
するＩＢ一貫校であるアオバジャパン・インターナショナルスクールの運営にも参加しており、本協定を機に、協定校とともに
グローバル人材育成に向けた取り組みをさらに強化したいと考えています。 

本協定に関する関係者のコメントは以下のとおり。 

沖縄尚学高等学校、名城政次郎校長 
「この社会をよくしようという意欲がある人間を生み出したい。温かみ、厳しさ、知性などの人間的な側面を重視する教育が
求められていると考えている。社会に目を向ける余裕のある人間、自分の利益だけでなく周りの人を安心させて喜ばせる度
量のある人間を育成したい。」 

名城政一郎副校長 
「ＢＢＴ大学との協定により、教養のコアとなる、『知識』、『知恵』、『論理的思考力』、『批判的思考力』の4つの力をグロー
バルなレベルで学ぶ機会を生徒たちに与えることができると考えている。本校では世界のどこにいっても通用する教養人の
育成を目的としている。そのような『教養人』を育成するという観点から、今回の協定は大変ありがたい話だと考えている。」 
 
ＢＢＴ大学、伊藤泰史事務総長 
「沖縄尚学高校の教育理念はＢＢＴ大学のそれと非常に似ており、本協定はグローバルに活躍できる人材の育成にさらに
貢献できる、非常に良い縁組だと考えている。共に学んでいきながら、国際的に通用する人材の育成のために、協力して
様々な取り組みを行い、新しい価値観を持った学校を作っていきたい。これは新しい高大連携の形になるだろう。」 
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