
「携帯教育による日本の巻き返し！」 ハイライト:今回のテーマは 

「教育の最新事情」 

• Business Insight      
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• The 特集       
変化する教育環境
と学校経営                

• 今回はBrain８９ers
は お休みです。     
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ビット８９ニュースI N T E R E S T  

 最近、富みに「ｅラーニング(e-learning)」という
言葉を目にしたり、耳にするようになった。米国で
生まれた学習方法であるが、当初ＣＡＩ
(Computer Aided Instruction)と呼ばれ、のちにイ
ンターネット環境を活用するようになると、ＷＢＴ
(Web Based Training)と呼ばれるようになった。 

 1998年頃から流行し始めた「ｅビジネス」という
言葉の普及とともに、ｅラーニングという言葉が遣
われるようになり、日本では2001年頃からメディ
アにも登場するようになった。その後、新聞や雑
誌等で掲載される件数も年々増加傾向にあり、
一時的な流行ではなく確実に市民権を得たよう
に思われる。 

 ｅラーニングはＩＴ機器を利用した教育スタイル
の幅広い概念であり、「コンピュータやネットワーク
などディジタル環境のなかで、いつでもどこでも学
べる遠隔教育方式」と定義できる。 

 ｅラーニングの市場は、米国の場合、年率  
83％という驚異的な成長を続けており、2003年
では約１兆円規模に達したと言われている。  
一方、日本では2003年時点で約１１００億円とい
う推定値が発表されているが、これは米国の １
０分の１ということであり、日本のｅラーニング市場
はまだまだ未成熟の段階にあると言える。 

 東京大学大学院情報学科では、ベネッセコー
ポレーションからの寄附を受けて、「ベネッセ先端
教育技術学講座」を開設したが、そのなかで「携
帯メディアとマルチメディア教材」という研究テー
マが注目に値する。携帯電話の文化では、米国
より一歩抜きん出ている日本は、この携帯端末を
使った「携帯教育」を起爆剤として、ｅラーニング
市場が一気に開花するのではなかろうか。 

 しかし、このようなディジタル教育が普及すれば
するほど、その対極にあり原形でもあるアナログ教

育のほうも一層充実させていく必要がある。 
なぜならディジタルは記録保存性や編集加工
性、さらに遠距離伝達性などに優れており、本
来アナログを補完する機能として開発されたも
のだからである。したがって、基本はあくまでア
ナログであるということを理解した上で、アナロ
グ／ディジタル、両者のバランスこそが重要で
あり、極論すれば人間形成の要件とも言え
る。 

 そもそも「教育」という言葉は、英語の
educate の訳語であり、その語源はラテン語
である。「外へ」という意味のex と、「引っ張る」
「導く」という意味のducere が結びついた合成
語である。すなわち、個人の内に秘めた可能
性や才能・能力を外へ引き出して上げる、とい
うのが、educate 本来の意味である。したがっ
て、単に知識等の詰め込み方式が教育本来
の目的でないことが分かる。ちなみに、英語で
は詰め込みをcramming というが、日本でも早
晩、始まりそうな「携帯教育」でもcramming 
式にならないことを祈りたい。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

次回は、Ｍ＆Ａがテーマです。 

●この文章の無断転載を禁じます。 
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• 参考写真   
ｅラーニング
は、利便性と学
習機会を広げる
反面、利用者の
モラルや社会的
コミュニケー
ション能力の
フォローの必要
性も問題になっ
てきている。 

                          見識・洞察 

インフォシェフ吉田健司の Business Insight   



●参考写真 学校教育とは一体誰のものなのか？  
をもう一度原点に立ち返って考えて欲しいと思う。 

●気になるデータ 出典；文部科学省統計 
代表的な教育関連データ一覧（2003年度） 

NO 統計項目 データ 単位 参考付加情報 

１ 全国在学者/教職員数 在学者14,785,056/ 教職員924,477/ 人 小・中・高  

２ 全国学校数 総数40,217（小：23,633/中：11,134/高：5,450） 校 小・中・高  

３ いじめ発生件数/犯罪検挙者数 総数（いじめ）22,205/総数（犯罪）１４万４,４００ 件/人 全て少年のみ 

４ 暴力行為/不登校発生数 総数（暴力）29,454/総数（不登校）131,252 件/人 退学者は89,409 

５ 指導力不足教員数 総数４８１ 人  

６ インターネット整備状況 総数38,300 施設 小・中・高中心 

７ PＣを利用/指導できる教員数 利用可能；746,028/指導可能；456,528 人  

【ケース2】 東京都杉並区和田中学校の      
“シチズンシップ教育” 
************************************ 
２００３年４月、東京都初の民間人による公立校校長
としてリクルート出身の藤原和博氏が就任した。藤原
氏は就任後、生徒を子供として扱わずに、あくまでも
責任ある社会の一員として、直面する様々な社会問
題に自主的に取り組ませ、社会に必要なモラルや存
在意義の醸成を通じて、コミュニケーションスキルや
自立心の成長を促していく、“シチズンシップ教育”と
いう教育方針を構築した。その活動の一環として地域
住民を巻き込んだ教育政策分科会の設置やフォーラ
ムの積極的な開催を行い、さらに“よのなか科”の創
設など、既存概念にとらわれないポジティブで一貫し
た教育方針で組織内の信望も厚く、生徒はもとより教
職員やPＴAと一体化した教育活動を展開しており、
事実上の成功例といえる。 

THE 特集 変化する教育環境と学校経営を考える   
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 いままさに日本の教育環境は過渡期にあるのではないだろうか？思えば2000年4月
に学校教育法施行規則の改正により、教職免許を持たない民間人校長が誕生してから
約４年目となる。現在も24都道府県で56人以上が従事しているが、2003年3月広島県
尾道市で起きた、元銀行員出身である校長の自殺事件（市教育委員会と教員組合間の
軋轢）もあり、教育分野の制度疲労が抱える構造的病巣を垣間見た。 反対に、東京都
杉並区の和田中学校にみるシチズンシップ教育など新概念で地域共生をし、地域ぐる
みで教育への取り組みを行っている民間人校長の実例もあり、今回は教育環境と学校
経営について、その光と影を取り上げてみた。 

●ＰＯＩＮＴ 

１.将来へのキャリアパス的教育も重要だが、善悪の概念や思いやりを社会経験で学ぶ教育が重要 
2.顧客（生徒）重視の将来志向型教育の実現には、生徒・親・教師それぞれに明確なビジョンと責任
意識を持ち、教育方法に対するコンセンサスがあることが肝要 
3.総合学科の創設や専門学科の増加など、教育環境は統一型から自由選択型に移行しつつある 
４.民間人起用制度の成功は、教育委員会から学校長への主権限委譲と教員組合の協力が必須 

●参考写真 家族や生徒間のコミュニケーションの大切さ
をもう一度見直して見る必要があるのでは？ 

●２つのケースに見る教育改革の現状 
【ケース１】 広島県尾道市、元銀行員の     
民間人校長 慶徳和宏氏の自殺にみる真実
********************************** 
２００２年３月「尾道教育プラン２１」の実施に伴
い、広島県尾道市立高須小学校に就任した元銀
行員の民間人校長である慶徳和宏氏が就任後
約１年後(2003.3.9)に自殺した。その７月に発表
された市教委（市教育委員会）の報告書を見る
と、就任直後から教育現場を理解しない市教委と
の温度差や教員組合との確執に悩んでいたようで
あるが、新聞記事では、市教委や教員組合が慶
徳校長に対し一切の実務協力をせず、職務権限
を不当に制限し、精神的孤立に追い込んだのが
原因と報じられている。残念であるのはこの事件に
対する市教委の報告書の中に少なからずとも精
神的ダメージを受けた高須小の生徒を気遣う記
述は一切ないことであり、方針に組織体質がつい
ていかない顧客（主役）不在の教育の実態が浮か
び上がってくる。深く考えさせられる事件である。 

ビット８９ニュース I N T E R E S T  



２．学校経営の改革戦略 日米の比較経営文化論     
●日米の学校経営を教育課程や教育目標など様々な視点で
比較し、これからの学校経営のあり方や改善ﾎﾟｲﾝﾄ及び問題点
を深くそしてわかりやすく解説した、意外とありそうでない日米の
教育文化の違いがわかる本。中留 武昭著           
玉川大学出版部 7350円 税込  ＩＳＢＮ:4472113910  

３．生徒の自分探しを扶ける「総合的な学習の時間」  
一教師が協働する熊本県立鹿本高校の実践       
●同じく中留氏の著書であるが、この本は熊本県立鹿本高校の
教育現場において学習時間はどうあるべきか？という課題につ
いて教職員が協働し実践的解決手段を見出す姿を描いた本。
中留 武昭著 学事出版 1680円 税込             
ＩＳＢＮ:4761908661  

１．１３歳のハローワーク 

●子供が持つ志向性を、具体的に
将来の職業として当てはめて考えて
いく上で、子供と親が一緒に読むべ
き本である。様々な職業の具体像が
明解かつ詳細に描かれており、自分
の年代にこのようなわかりやすい職
業選択のガイダンス本があったら、
もっと具体的な将来像が描けたであ
ろうと考えさせられる。元々必要とさ
れていたが、存在しなかった発想の
本だ。  
村上龍著 幻冬舎 2730円 税別                             

ビット８９新商品紹介 「イノベーション・セミナー」のご案内  

 BIT89 Book Guide 
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ご提供するセレクト・メニューの一例 ■商品の特徴 

●リサーチ、コンサルティング、セミナーのノウハウを凝縮した        
独自の構成内容（ＬＡＳ方式） 
ＬＡＳ方式＝最新基本知識（Lecture）+具体的事例（Actual 
case)+経営課題に対する解決策（Solution） を融合・合体化。 

●提供方法は２タイプ 
①出前イノベーション・セミナー 

セレクト・メニューのテーマについて、出前セミナーを開
催。会場にてビデオ収録し、ライブ版ＤＶＤを制作・提供。 

②ｅ－イノベーション・セミナー 
セレクト・メニューのテーマについてのセミナーをスタジオ
にてビデオ収録。スタジオ版ＤVＤとして提供。 

■価格とご利用方法 

価格： ①出前イノベーション・セミナー ５０万円（１ユニット・９０分） 

②e－イノベーション・セミナー  ３０万円（１ユニット・６０分） 

ご利用方法： 

１．右記の「セレクト･メニュー」からご要望研修テーマをお選びください。 

２．ご要望テーマに沿って、貴社の経営課題をヒアリングさせていただきます。 

３．①出前イノベーション・セミナーの場合には、お客様のオフィスに伺い、イノベー

ション・セミナーを開催するとともに、セミナーの模様をビデオ収録します。 

②e－イノベーション・セミナーの場合には、弊社内の仮説スタジオにてセミ

ナーをビデオ収録します。 

４．制作したDVDをお送り致しますので、①の場合は復習教材または不参加

者の特別講習教材として、②の場合、社内セミナー開催や個人学習にご

利用ください。 

本サービスの詳しい内容に関してはお気軽に弊社までお問い合わせください。 

  

・「現場収益力」の強化（現場管理者の事業性感覚習得） ←好評 

・中長期事業環境分析とビジョン・戦略構想力 

・新規事業の探索と事業化可能性(Ｆ／Ｓ) 

・経営の３要素と情報力・企業文化（組織風土）の価値 

・事業ドメイン・競争理論とコアコンピタンス                                              

・リスクマネジメントとコンプライアンス（遵法） 

・リーダーのミッションとプロとしての仕事術・心得 

・閉塞感の打破と創発型組織への脱皮 

・コミュニケーションと環境変化対応型組織 

・起業家精神（ベンチャーマインド）と事業推進エンジン 

・ビジネスマナーと社会人としての基本ルール 

・研究開発の評価と事業化ポイント 

・生産・品質管理とＳＣＭ（Supply Chain Management） 

・プロジェクト・マネジメントと最適化手法 

・マーケティングの活用（顧客満足）による営業力強化 

・営業マンのプレゼンテ－ションとネゴシェーション 

・決算書(B/S,P/L,C/F)の見方と経営分析手法の習得 

・コスト構造と損益分岐点(B.E.P.)の把握・改善方法 

・財務会計と管理会計の違いと使い方 

・キャッシュフロー・企業価値(EVA)の理解と活用 

・投資採算性の評価手法と企業成長の原動力 

・ビジネス最新潮流と環境変化への対応 

・中国ビジネス展開の成否のカギ（グローバル戦略） 

・情報料理術とナレッジマネジメント 

社外「経営企画室」として、「リサーチ」「セミナー」「コンサルティング」の３サービスをご提供させ
ていただいております弊社ＢＩＴ８９も、お蔭様で15年目を迎えることができました。 
この度、弊社の「セミナー」サービスをより広く、みなさまの会社の経営変革（ビジネス・イノベー 
ション）にお役立ていただくべく、『イノベーション・セミナー』という、セミ・オーダーメイドの研修を
開発いたしましたので、ご紹介申し上げます。 



ビット８９ インフォメーション 

●社外「経営企画室」ビット89の貴社支援サービス                              
□「量り売り方式のリサーチ」 ご予算・ご希望納期ベースのオーダーメイド調査リポート                                     
□「コーチングスタイルのコンサルティング」 人材育成を兼ねた新規・中期事業プロジェクト                             
□「即戦力重視のセミナー・講演」 受講者の特性に合わせた双方向型、事例演習セミナー 

●皆様の会社が、現在抱えておられるビジネス上の課題を解決してみませんか？弊社代
表 吉田健司が「経営プラネット」及び「ビギナー会員（体験会員）」の皆様を対象に、毎月
先着5名様まで頂いた質問にＥメールまたはFAXにてご返答いたします。ご希望の方は左記
のＥメールアドレスまたはＦＡＸ番号宛にご質問内容をお送りください。 

●写真左  

実践！MBAトレーニング 
中国ビジネスのケーススタディ 
●写真右 

即戦力が身につく！ 
最強のMBAバイブル 

●恒例 第１９回 春の「プラネット・セミナー」開催 

 去る６月7日（月）、品川区大井町の品川区立総合区民会館「きゅりあん」において“第 19
回プラネット・セミナー”が開催されました。今回は、「グループ組織の進化と企業風土という
財産ー親会社・子会社の組織変化と対応」をテーマに様々な組織の変遷と企業風土の移
り変わりについて、内外の実例を交えたレクチャー及びディスカッションが行われました。 

●好評発売中！！ 

「実践！ＭＢＡトレーニング 中国ビジネスのケーススタディ」 PHP研究所刊 2000円 
●好評発売中！！MBAがはじめての方でもビジネスの実戦力が身につく。今話題の本！ 

「即戦力が身につく！ 最強のMBAバイブル」 PHP研究所刊  1400円                   

※出版社にお申し込み頂ければ、著者紹介価格（10%引き）にて、宅配も可能です。 
  （合計5000円以上は送料無料） 
  お申し込み先：PHP研究所 ビジネス出版部 兵庫（ひょうご）さん 

吉田健司 著書のご案内 

TOPICS ＆ プレスリリース 

●INTEREST編集部では、INTERESTで特集を組んでほしいテーマを募集しております。左記のメールアドレスより
編集担当宛に御社名とお名前を明記の上、お寄せください。 
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写真上左；プラネット・セミナーの講義風景/写真上右・
右下：自社の事例について発言する参加者の方々と 
吉田講師 

●宮崎県庁にて職員向けセミナーを開催 

5月10日（月）、宮崎県庁において“変革期におけるリー
ダーのミッション”をテーマとした幹部職員を対象としたセ
ミナーを開催し、自治体における経営改革へのヒントを、
具体的な実務演習を通じて、身につけて頂きました。  


