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2020 年 3 ⽉ 10 ⽇ 
ビジネス・ブレークスルー⼤学・⼤学院 

 

BBT ⼤学、3 ⽉ 11 ⽇より約 130 時間のオンライン講座の無償提供(第⼆弾)を配信開始 
ビジネス英語、会計学、地⽅創⽣等の映像講義に加え、ロジカルシンキングのライブ講義も配信 

 

国際的視野と開拓者精神を有しグローバルに活躍する⼈材を育成するビジネス・ブレークスルー⼤学・⼤学
院（所在地：東京都千代⽥区、学⻑：⼤前研⼀、以下 BBT ⼤学・⼤学院）は、新型コロナウイルスの感染拡
⼤の影響を踏まえ、国内の法⼈/企業を対象に、オンライン講座を無償提供することを決定し、3 ⽉ 6 ⽇に第⼀
弾を開講いたしました。そしてこの度、第⼆弾としてビジネス英語、会計学、地⽅創⽣等の映像講義等に加
え、ロジカルシンキングのライブ講義の配信も開始します。（https://bbt.ac/covid19/）。 

 
2 ⽉ 28 ⽇に発表した講座無償提供のお申込み件数は既に 1000 を超え、また受講希望・検討数は数千⼈に上

るという、⾮常に⼤きな反響を頂いております。スムーズな受講ができるよう、本学のオンライン学習プラッ
トフォーム「Air Campus®」の機能を活⽤し、お申込後は即時の受講開始が可能です。また提供講座は、今後
更に拡充する予定です。 

 
本講座提供と併せまして、法⼈企業に対して集合研修のオンライン化の無償相談も随時受け付けておりま

す。 
 明⽇（3 ⽉ 11 ⽇）より順次開講する講座は下記の通りです。 
 
＜ライブ講義＞  
◇若⼿社員のためのロジカルシンキングオンライン集合研修（3 ⽉ 11 ⽇[⽔]、18 ⽇[⽔] 19 時 30 分〜20 時 30 分） 
講師：⾼松康平（株式会社ビジネス・ブレークスルー 執⾏役員、問題解決⼒トレーニングプログラム 講座責任者） 
参加⽅法と注意点： 
・本研修は Zoom を利⽤して⾏います。お申し込み後にオンライン⽤ ZoomURL をメールでご案内いたします。 
・Zoom はウェビナーでの配信になりますので、LIVE 配信とチャット参加となります。 

（参加者の顔が映ることはありません。講師とチャット形式で会話可能です） 
・映像録画および録⾳⾏為は固くお断りしています。 
 
＜オンデマンド＞ ※3 ⽉ 13 ⽇（⾦）より視聴可能 

領域 講師 表題 127時間

1 プレゼン
菅野誠⼆
（ＢＢＴ⼤学経営学部 専任教授、ボナ・ヴィー
タ 代表取締役）

WHY？WHAT？HOW？で考えるプレゼンテーション 7時間

2 マーケティング
菅野誠⼆
（ＢＢＴ⼤学経営学部 専任教授、ボナ・ヴィー
タ 代表取締役）

マーケティングイノベーションBtoC 9時間

3 組織マネジメント ⾨永宗之助
（ＢＢＴ⼤学⼤学院副学⻑、経営学研究科⻑）

組織構築⼒ 6時間

4 戦略

今枝昌弘
（ＢＢＴ⼤学⼤学院 経営学研究科 経営管理専
攻 専攻⻑・教授、エミネンス合同会社代表パー
トナー）

事業戦略⽴案トレーニング 6時間
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5 会計計数
川上昌直
（ＢＢＴ⼤学 経営学部 客員教授、兵庫県⽴⼤学
教授）

会社を⾒る眼トレーニング 8時間

6 IT 尾原和啓
（フューチャリスト、藤原投資顧問書⽣）

ITビジネスの戦い⽅ 6時間

7 組織
中⽵⻯⼆
（ＢＢＴ⼤学経営学部 専任講師、株式会社チー
ムボックス 代表取締役）

組織論基礎 15時間

8 英語
⽵村和浩
（ＢＢＴ⼤学経営学部 専任講師、㈱ユニバーサ
ル・エデュケーション代表取締役）

プロナンシエーション 15時間

9 思考⼒ ⼭本秀樹
（ＢＢＴ⼤学経営学部 ⾮常勤講師）

思考・コミュニケーションの実践智 15時間

10 プログラミング 上野⼤樹
（ＢＢＴ⼤学 経営学部 専任講師）

プログラミング基礎 15時間

11 英語
佐藤洋⼀
（東洋⼤学経営学部准教授、東京⼤学教養学部⾮
常勤講師）

仕事で使える英⽂法 5時間

12
DX（デジタルトランス
フォーメーション）

⼤前 研⼀
（ＢＢＴ⼤学 学⻑、株式会社ビジネス・ブレーク
スルー 代表取締役会⻑）

デジタル・トランスフォーメーション 1時間

13 海外ビジネス
⼤前 研⼀
（ＢＢＴ⼤学 学⻑、株式会社ビジネス・ブレーク
スルー 代表取締役会⻑）

中国ニューエコノミーの衝撃 1時間

14 海外ビジネス

⼤前 研⼀（ＢＢＴ⼤学 学⻑、株式会社ビジネ

ス・ブレークスルー 代表取締役会⻑）

蛯原 健（リブライトパートナーズ 株式会社
代表パートナー）

世界を牽引するテクノロジー⼤国インド 1時間

15 デジタルテクノロジー
⼤前 研⼀（ＢＢＴ⼤学 学⻑、株式会社ビジネ
ス・ブレークスルー 代表取締役会⻑）
⾼⽊聡⼀郎（東京⼤学⼤学院情報学環 准教授）

ブロックチェーンのビジネスインパクト 1時間

16 デジタルテクノロジー
⼋⼦ 知礼
（株式会社ウフルCIO 兼 IoTイノベーションセン
ター所⻑ エグゼクティブコンサルタント）

IoTがビジネスを変える！ 6時間

17 起業家抜粋
⼯藤慎⼀（ｅｃｂｏ株式会社 代表取締役社⻑）

天沼 聰⽒（株式会社エアークローゼット 代表取
締役社⻑ 兼 ＣＥＯ）

実体験からビジネスを創出した注⽬のアイドルエコノミ 1時間

18 経済 ⽥⼝美⼀（経済アナリスト[BBT株式・資産形成
実践コース 講師]）

⽬からうろこの経済⼊⾨ 9時間
 

【無償提供サービス内容】（今後順次拡充予定） 
・経営マネジメントに関係するオンライン講座 

−マネジメント、ビジネス基礎、問題解決、ロジカルシンキング、リーダーシップ等 
・企業の研修オンライン化の相談 
 
【無償提供の対象】 
・⽇本全国の法⼈企業 
 
【お申込み〜講座提供までの流れ】 
・特設ページ(https://bbt.ac/covid19/ )をご確認のうえ、講座提供を申込み 
・申込み後、システムより配信されるメールに記載された ID・パスワードを使い、学習プラットフォーム
AirCampus®にログイン、受講 

※無償提供サービス内容、条件等は変更になる場合がございます。 
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【講座無償提供期間】 
・2020 年 3 ⽉ 31 ⽇まで（情勢を鑑み、延⻑する場合があります） 
 
【BBT ⼤学について】 

⽇本初の 100％オンラインで経営学学⼠を取得できる⼤学として 2010 年に経営学部を新設。教授陣の 6 割が現
役経営者、学⽣の約 7 割が社会⼈。⼤前研⼀が学⻑を務める本学では、“teach（教える）”ではなく学⽣が主体
的に“learn（学ぶ）”するのを⼿助けすることに⼤学の役割があるという考えに基づき設計されたカリキュラム

で、グローバル時代を⽣き抜く⼒の育成を⽬指している。2014 年 3 ⽉に 1 期⽣が卒業。2014 年 10 ⽉には e-Learning ⼤賞  
厚⽣労働⼤⾂賞を受賞。2015 年 12 ⽉に「IT ソリューション学科」、「グローバル経営学科」、2017 年 1 ⽉に「履修証明 
プログラム」が、⽂部科学省「職業実践⼒育成プログラム(BP)」認定。http://bbt.ac/ 
 
【BBT ⼤学⼤学院について】 

⽇本で初めて「オンライン学習」を取り⼊れた経営⼤学院として、2005 年 4 ⽉からオンライン MBA プログ
ラムをスタートし、総計1,300名超の修了⽣を輩出。時間的・地理的条件に制約を受けない学習環境により、
ダイバーシティによる学びを実現。さらに、世界的な経営コンサルタント⼤前研⼀をはじめ、⾼い実績を 

もつ実務家講師陣の知⾒を、実践的なカリキュラムとして反映。利便性に加え⾼い実践性を兼ね備えた"ビジネスパーソン・フ
ァースト”な学習を提供。http://www.ohmae.ac.jp/ 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 
■講座受講をご検討の⽅    ■報道関係の⽅ 
ビジネス･ブレークスルー⼤学 経営学部､経営学研究科 株式会社ビジネス・ブレークスルー 広報担当 吉⽥ 
TEL： 03-5860-5554    TEL：03-6271-0757/FAX：03-3265-1381 
Mail： bbtuinfo@ohmae.ac.jp           Mail： bbt-pr@ohmae.ac.jp 


