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TSUKISHIMA

近隣の「築地」などと同様に当初は「築島」と名付けられ、その後「月

BLOG

島」に変えられました。魅力的な歴史感があふれる町のみならず、おい
しいもんじゃとお好み焼きの店がたくさんあり（70 軒以上）、日本人だけ
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ではなく、観光者にとっても、人気な場所になっています。

日本、人。 テーマ：風林火山

ジョニー・ジャガーの声

今回は写した写真ではなく、川瀬巴水氏の「東京二十景 月島の雪」
を採用いたしました。昔のイメージをした月島を見ながら、現代の月島
と昔の月島が溢れている美しさを感じることができます。
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” 教育” と” チームづくり”
7 つのメソッド

FIELD

04 未経験者が一歩を踏み出すためのフィールド提供

「KENSHU」

情報戦略室
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ソフトウェアエンジニア

05 開発実績とテクニカル領域

キャリア・スキルマップ
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06 コンサルティング／エンジニアリング／ソリューション

楊 辰

Shin Yo (Chen Yang)

居住地：千葉県市川市
出身地：中国天津
血液型：O 型
好きなモノ：天然物
好きなコト：未体験のことに接すること
趣味：読書、音楽、ピアノ

Johnny Jagger Japan SERVICE

Takuma SUDA

今回は河を渡れば月島というロケーションで
撮影しました。明治後期からある古い町並
みとタワーマンションとが共存する場所。歴
史好きの楊さんにあった場所でした。

現代都市の発展を表す建物及び時代の流れを記録する建物が
共存する町は、歴史好きな私にとって魅力的な場所です。
町は時代の変遷が見える場所の 1 つとして、昔の時の人じゃな
くても、その時代を感じる場所と思い、古い町で現代的な町並
を眺めることで、時代を自由に変えるのも感じます。
そういう感じが好きなので、今回の撮影場所は月島を選びまし
た。

特定非営利活動法人
エバーラスティング・ネイチャー
Everlasting Nature of ASIA

www.elna.or.jp

☆ジョニー・ジャガーは、
「海ほんらいの力をサポー
トする」ELNAの活動に、微力ながら協力しています。

ジョニー・ジャガーの声

テーマ： 風林火山

何？？？「キン消し」が 29 年ぶりに大復活したって？？？

増冨の湯
「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」」を軍旗に掲げた戦国大名・武
田信玄の膝元、甲斐の国の温泉に紅葉はじまりかけた 10 月最後の日曜、小
旅行しました。
増冨の湯というラジウム温泉で、25℃・30℃・35℃・37℃と温度差のある湯
に入るのですが、熱いのが苦手な私には丁度よく、併設されたサウナの後に
も気持ちよく浸かることが出来ました。
妻と妻の母、妻の兄の二男坊と私の初めての組み合わせの珍道中でしたが、
風呂に入り食事して昼寝してマッサージと、ゆっくりできた旅でした。
昼は「摘み草定食」なる葉っぱなどの天ぷらと麦とろ飯に蕎麦そしてビール
という、風呂上りにこの上ないメニューで美味しく頂きました。
夜は甲府で待ちかねの「ほうとう」の店で二男坊の母上も合流して、帰りに
は駅前の信玄公に挨拶し、最終
のあずさで帰宅しました。
信玄の隠し湯で有名なのは、下
部、積翠寺、川浦、毒沢、奥蓼
科渋の各温泉らしく、訪れた湯の
名はありませんでしたが、たまに
はゆっくりと湯に浸かり想いをは
せるのも良いものです。
：kz.kanzaki

温故知新
時代が進んでいるとともに、私たちの生活も大きく変わっています。「情報時
代」と呼ばれた現在は、情報の伝達・処理及び管理の仕事はどんどん細分
化してきて、専門家に進化しています。したがって、IT という業界が生じまし
た。IT 業界だけではなく、ほかの業界をもサポートしている IT エンジニアと
して、あるべき姿については「風林火山」から考えました。
---------------------------------------------------------------------------------------■風
原語：疾（はや）きこと風の如く
新解釈：各タスクの対応は質を保った上で、対応スピードは風のように
早い
■林
原語：徐（しず）かなること林の如く
新解釈：仕事上の問題にの対応は、林のように順序を追って漸進する
■火
原語：侵掠（しんりゃく）すること火の如く
新解釈：仕事上の問題解決は、火がものを燃やすように少しでも残さない
■山
原語：動かざること山の如し
新解釈：うまく解決できない問題に対して、山のように根性があって最
後まで解決する
---------------------------------------------------------------------------------------以上は「風林火山」から考えた現在 IT エンジニアのあるべき姿です。
これからも、「風林火山」で頑張っていきたいと思います。

これは「キン肉オタク」のなかやまきんに君・・・じゃなくて、「キン肉マン
オタク」にとってはかなりのビッグニュース。
筆者の私も少年期にはよく駄菓子屋で「チョコバット」「すもも漬け」「きなこ
棒」とセットで「キン消し」を買いあさっていたものだ。
特にカラーリングされているわけではなく、ナチュラルな肌色のゴムで、かな
りリアルにキン肉マンのキャラクター達を演出していた。
「キン消し」って言うからには、筆箱に仕舞えるほどコンパクトで、えんぴつ
文字を消せる文具的なのをイメージする読者も多いかと思うが、これが笑っ
ちゃうくらい筆箱サイズではなくて、えんぴつ文字を消せるわけでもなく、今
で言うフィギュアコレクションの「はしり」的なアイテムだった。
作品は、漫画家「ゆでたまご」のデビュー作であり代表作。笑いあり、涙あ
り、戦いありで少年期の筆者にとって、とってもとっても刺激的な作品だった。
アニメの人気と併せて「キン消しブーム」も到来し、一家に一体は必ず「キ
ン消し」があったんじゃないかな。
ところで、キン肉マンの必殺技で「48 の殺人技」っていうのあるの知ってま
すか？
代表的なのは、「キンニクバスター」ってやつで、実際のプロレスラーも使っ
ている技なんだけど、筆者の私が特に刺激をうけたのは「風林火山」って技。
これがいくつかの技の連続で、
キン肉マンが「疾（はや）きこと風の如く、徐（し
ず）かなること林の如く、侵掠（しんりゃく）すること火の如く、動かざること
山の如しー」（声優・神谷明風にイメージしてください）と叫びながら技を決
めるんだよね。これがまたかっこよくてさー。
おっと失礼。前置きがかなり長くなったのでこのくらいにして、今回のブログ
の本題に入ろう。
と、思ったけど、すでに今回のテーマである「風林火山」が出てしまった・・・。
今回はここまで。
次回は、懐かしの昭和 50 年代のギャグマンガについて語りたいと思います。
：toya

自然と向き合う
今回のテーマである「風林火山」は、甲斐の戦国大名・武田信玄率いる武
田軍のイメージを自然の強大さに例えて表現しています。現代は電化製品が
発達し、自然の強さや厳しさ、大きさ等を感じる機会が少なくなっている ...
：ohtsubo

しんげん
「風林火山」 その文字の並び、なんとも壮大な言葉だろう。その言葉を発し
た武田信玄という人の豪快さがうかがえる。... 風林火山→武田信玄→信玄
餅 ... でもワタシガイメージしてしまうのは、「信玄餅」。幼少の頃、誰の ...
：kj.kanzaki

先人の教え
「風林火山」という言葉、武田信玄の軍旗に記されていた言葉の通称であり、
孫子の兵法から軍隊の進退について書いた部分にある文章が由来と言われ
ています。
＜参考＞山梨市指定有形文化財：孫子の旗 ...
：nomura

... 続きは Web で。＜3-j.jp/blog/＞

：yo
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okada

住宅とオフィスが入り混じるエリア
の一画にあり︑店内は観葉植物が
飾られ︑白を基調としたインテリ
ア︒おしゃれでとても落ち着いた空
間のお店です︒
様々なジャンルの料理があり︑食材
へのこだわりが感じられるメニュー
ばかり︒チーズに添えられている自
家製ジャムや︑自家製の柚子胡椒
など調味料までにも！その中でも
特におススメは﹁パプリカのマリ
ネ﹂︒とろっとした食感︒パプリカ
の甘さが引き立っていて︑つい箸が
のびてしまいます︒
お酒も様々な種類が揃っており︑
店員さんの知識も豊富︒料理に合
うお酒や︑自分の好みを伝えれば︑
好みに合わせたお酒をおすすめし
てくださいます︒
お店を後にした時にとても満たさ
れた感じになれるオアシス的なお店
です︒
機会があれば︑ぜひ一度訪れてみて
ください︒

お気に入りの
店
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“教育” と” チームづくり” 7 つのメソッド

何をやるかはもちろん、なぜやるのか、どうやるか、が大事。

KENSHU

未経験者育成研修

ヒューマン（心）、テクニカルスキル（技）、キャ
リアモデル（道）を軸とした、未経験者が一歩を踏
み出すためのフィールドでの研修。

チームが人を育てる、ということ。

FIELD

未経験者が一歩を踏み出すためのフィールド提供

「KENSHU」
空転したIT市場を変えたい思いからエンジニアの育成を
IT業界において品質の良いエンジニアが不足している現在、市場が空転し世の中に対し、充足したサービス提供ができていな
い業界動向にあります。そのような背景から、若年層の未経験者に対し、より実践に近い形態で育成の場【フィールド】を提
供したいと考えました。
ジョニー・ジャガー・ジャパン「KENSHU 」は、これらの思いを包括した育成コンテンツと一歩を踏み出す育成を行うことを
目的とした活動です。

ヒューマン
【心】

◆ JIKU ― ３つの軸と意味
■ヒューマン
【心】: 社会人、IT業界人、エンジニアの在り方や志（こころざし）
■テクニカルスキル 【技】: エンジニアとして1歩踏み出せるスキル要素
■キャリアモデル 【道】: エンジニアとしてこれからも経験していけるキャリアパス
これらの3つの軸を概念とし、相互の関連性を考慮した、エンジニアを育成を行うことを考える。

◆ DEKIRU ―

体験できる・失敗できる・じっくりと悩むことができる

じっくり深く
考えることが
できる

失敗しても
大丈夫

現役の
エンジニアから
直接学べる

テクニカル
スキル
【技】

キャリア
モデル
【道】

実践に近い
題材

KENSHU

体験型

◆ AYUMI ― 人が成長していく上での、基本的な思考プロセスを大切にします。
慣

まずは、慣れること。
社会人のお仕事や、ITのお仕事について慣れることによって、落ち着いて学ぶことができます。

学

落ち着いて学ぶこと。
実際のIT開発プロジェクトを題材にすることによって、イメージしながら学ぶきっかけを作ります。

気付

イメージしながら気付くこと。
実践に近い題材を基に、基本を繰り返し学ぶことから問題や課題に気付ける癖を養います。
その他ご相談 Q&A
迷わず実践できること。
実践に近い題材を基に、基本を繰り返し学ぶことから問題や課題に気付ける癖を養います。

実践
デモサイト（無料）のお試し利用、各種お問い合わせ対応致します。

導入支援サービス

初期設定
試用版運用サポート

メール移行・切替

運用状況モニタリング
課題改善策の定義

導入のご検討から導入時の各種設定、データ移行、その後の運用サポートまで、ご担当者様にマンツーマンで支援致します。
運用支援サービス

要求仕様取り纏め
現行業務の調査・分析

カレンダー活用サポート

オンサイト運用サポート

サイトページ構築

ヘルプデスクサポート

Docs 利用サポート

導入後の運用をマンツーマンで支援致します。

パプリカ＋ぷらす

要求仕様取り纏め

各種ツール提供

現行業務の調査・分析

個別ツール作成

お客様の要望に沿ったツールを提供・作成致します。
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J

s
G Suite(Google) を利用した低コストでの効果的グループ
ウェアを実現します。

会社のご案内

IT Strategy Consultant Johnny Jagger
IT 戦略コンサルタント ジョニー・ジャガー
ジョニー・ジャガーの基本理念

キョウセイ。
2016

「共生」ということ。
「強制」はしない。
「矯正」もする。

Vol.15

ジョニー・ジャガーのミッション
・教育・経済活動を通して、未来社会インフラの構築を推進します。
・業務活動を通して、社会のリーダーとなれる人材を育成します。
・地球市民・地域住民として考え、行動し、文化の発展に貢献します。

ジョニー・ジャガーのビジョン

ヒトを活かす、人が潤う。地球、繋がる未来へ。
ジョニー・ジャガーは、考え続けます。

その第一歩は、
フツウの会社にならない
顧客に満足と感動を提供するため、
フツウの社員にならない
フツウのコンサルタントにならない
・戦略的情報活用で、経営課題を解決に導き、
フツウのエンジニアにならない
・新たな価値を生み出す情報サービスをプロデュースし、 ただし、
・新時代、新世代に生じた新たなニーズにこたえる事を
フツウのヒトであっても
追及し続けます。
活躍できる組織を築くことです。
それが、戦略的情報活用のプロフェッショナル集団、
ジョニー・ジャガー・ジャパンです。

103-0014

ジョニー・ジャガーのスローガン

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-21-7

COMITT
GENTLE
TRUST
UNITE

・コミットし、達成する。リスクから逃げない。
・顧客を含めパートナーとは、紳士的な付き合いを重んじる。。
・ルールは極力作らない。信頼とマナーと議論で乗り切る。
・チームでの勝利を目指し、分かち合う。利己的にならない。

Johnny Jagger Japan Inc.
神﨑 浩二

取締役会長／ CSO

神﨑 勝利

代表取締役社長／ CEO 神﨑 浩二
取締役／ COO 外谷 賢吾
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1 丁目 21 番 7 号
（日本橋 YT ビル 2F）
03-6264-9477
ＦＡＸ： 03-6264-9478

