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芝浦南埠頭公園
SHIBAURA MINAMI FUTOU

かいがんぱ〜くの愛称で知られている芝浦南埠頭公園は、レインボーブ

BLOG

リッジ（新橋側）の真下にあり、スポーツ施設が併設されている公園で、
ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」から徒歩約 10 分にあります。海沿いの遊歩
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道からは、東京湾、月島〜お台場の景色が楽しむことができます。天

日本、人。 テーマ：まっすぐ

ジョニー・ジャガーの声

気が良い時はスカイツリーも ! また、レインボーブリッジ含めきれいな夜
景やお台場方面から昇る日の出を楽しむこともできます。比較的知名度
が低いことから、週末でも人がまばらでゆったりと過ごすことができます。

FIELD

03 未経験者が一歩を踏み出すためのフィールド提供

「KENSHU」

CAREER・SKILL

04 開発実績とテクニカル領域

CAREER・SKILL MAP

SERVICE

活動戦略室 ClubJ

05 コンサルティング／エンジニアリング／ソリューション

SERVICE

プログラマ

岡田

紘和 Hirokazu Okada

居住地：東京都江戸川区
出身地：岐阜県岐阜市
血液型：B 型
趣味：散歩、スポーツ観戦（F1、サッカー）
好きなコト：人間観察

COMPANY

06 IT 戦略コンサルタント ジョニー・ジャガー 会社のご案内

Johnny Jagger Japan COMPANY

Takuma SUDA

「普段、上は渡るものの初めて下から見上げ
るレインボーブリッジは迫力満点でした。
存在感のすごさと、これを人間が作ったとい
う凄さと圧倒されました。
素敵な場所をシェアしていただきありがとう
ございました。」

お台場側からレインボーブリッジを歩いて渡った時にたまたま
見つけた場所。
レインボーブリッジを初めて下から見上げた時は、その迫力に
圧倒されました。
正面には、お台場のビル群と、そのお台場の地名の由来となっ
た「台場」の一つである第六台場が見え、現代と歴史を感じら
れるところも魅力の一つです。（天気がいいと）
人工物が多いものの、ゆっくりと時間が流れているように感じら
れ、私にとっては、落ち着き癒されるお気に入りの場所です。

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
曲がったことがだいきらい
映画好きと人に言うと一番好きな映画は何かと聞かれることも多いがそんな
ことは答えられるはずもない。だが幾つかの映画の中でも忘れらない、
そして、
何度も観たい映画を挙げるときに『LEON』の話をすることは多い。
怪優ジャン・レノ演じるレオンはまっすぐ過ぎる男だ。
眠らない。牛乳しか飲まない。無口なプロフェッショナルでもある。
偶然出会った少女マチルダ（ナタリー・ポートマン）のまっすぐな想いを受
け取り命をかけて成し遂げる。
善悪や正義は人によって違う。どんな正論も強固な意思と迷いのない行動に
は敵わない。
最後に胸のすくシーンがあるのもゲイリー・
オールドマンがぶちギレ刑事スタンを悪役
として演じ切ってくれているからだろう。
彼もある意味まっすぐな人なのかも知れな
い。
https://youtu.be/KvK1LDRo4̲A
そして死なせたら右に出るものは、いない。
https://youtu.be/u̲4cWl8K7kQ
：kz.kanzaki

テーマ： まっすぐ

ジャイアントキリング
「まっすぐ」というと、「前向きさ」とか「ひたむきさ」なんていうイメージが
頭に浮かぶのですが、真っ先に浮かんだのは、2015 年のラグビーワールド
カップ、34-32 で南アフリカに勝った日本代表の戦いぶりです。
南アフリカは世界ランキング 3 位の超強豪、最もフィジカル能力に優れ、最
も経験値の高いチーム。日本は全て逆で、誰もが南アフリカの勝利を信じて
疑いませんでした。
でも、エディー・ジョーンズ HD 率いる日本代表の選手達・スタッフは、4
年間かけて準備してきたことを正確に遂行すれば、勝てると信じていました。
それを象徴する最も印象深いシーンが、終了間際にありました。
何度となくゴールに迫った試合終了間際、32-29、3 点差で負けている状況
で南アフリカの反則により日本が PG かスクラムを選択できるシーン。
引き分け狙いで PG を選択し、勝ち点を加算することをエディー HD も指示し
ていたようですが、選手達はあくまでも勝ちにこだわりスクラムを選択。
見事にヘスケスの逆転サヨナラトライが生まれ、日本は 34-32 で南アフリカ
に勝ったのです。まさに、「ジャパン・ウェイ」が起こした「ジャイアントキリ
ング」でした。
ラグビーのルールを詳しく知らなかった私でも、その選手達のひたむきさ、
まっすぐさに感動し、号泣してしまいました。何回観ても泣ける、今までで一
番感動したスポーツの試合でした。
エディー・ジョーンズ HD は 4 年間、選手達にかなりのハードワークを課し、
そしてそのハードワークに耐えられたのは日本人特有の「ひたむきさ」「勤勉
さ」「我慢強さ」があったからだと言います。

まっすぐ
まっすぐ＝ストレート＝速球
野球では、投球においてまっすぐ＝速球として語られることが殆どです。
遅い球ではなく速い球です。そして真っ向勝負を挑むとき、その代名詞はまっ
すぐです。
投球術ということを考えれば、変化球（まっすぐではない投球）を活用する
のは至極自然で、昔から” 平松のかみそりシュート”” 野茂のフォーク”” 桑
田のカーブ” などその人の特徴となりますが、共通して、これらの投手はまっ
すぐ、がスバラシイ。
投げる方もまっすぐを投げて、それが打
たれたとしても、気持ちがよいもので、
打つ方も空振りしたとしても、深層では
すっきりするものです。
まっすぐは、さっぱりします。
まっすぐは、それ以外のことを際立てます。
小学生が楽しむ少年野球では変化球禁止です。成長期の骨に対しての影響
からですが、
まっすぐに育ってほしいという思いも込めたいですね。
これからの日本を創っていく子どもたちですから。
：kj.kanzaki

2018 年、私もまっすぐ、ひたむきにハードワークをして、私にしかできない
仕事ができるよう頑張らなければ、と思います。
そして、いつか自分の人生において「ジャイアントキリング」を起こせる日が
来ると良いな、と思う今日この頃です。
：m-miwa

まっすぐの知恵
大辞泉により、少し曲がることのないことと、寄り道しないことと、正直な性
格などの意味がある。その 3 つの意味の中で、「正直な性格」のところを見
た時、現実の生活の様々に連想し始めた。日常生活の中で、
「まっすぐ行く」、
「まっすぐ帰る」などはよく言われるが、「その人はまっすぐですね。」みたい
な話はあまり出てこない感じる。
では、なぜ、人の” 評価” する時に、「まっすぐ」をほとんど使わないかを考
えると、最初出てくるのは、性格が「まっすぐ」の人は無意識であっても、
故意であっても、他人の心を傷ついてしまう場合が多いのが原因である．．．
：yo

スイカ割り
スイカ割りといえば目隠しをした状態でまっすぐ進んでスイカを割るという遊
びですが、視界がない状態の為、スイカまでの距離や方向等が分からず、
なかなか自分の思った通りに動くことができません。これは仕事や遊びなど
全ての事に当てはまり、目標や目印がないまま進み始めるとうまく行か．．．
：ohtsubo

... 続きは Web で。＜3-j.jp/blog/＞

傳

日本橋蛎殻町

築地
本店

居酒屋／東京都中央区日本橋蛎殻町

1-21-9
営業時間
〜 14:00
︵土は休み︶
11:30
／ 月
〜 23:00(
フード
[ 〜土 ]17:30
︶
L.O.22:00ドリンク L.O.22:30
Tell 03-3666-5822

yo

住宅とオフィスが入り混じるエリア
にあり︑
築地の老舗鮪仲買﹁株式会社山喜
之﹂から届く新鮮な生鮪を中心と
したお料理を提供しているお店で
す︒
夕映えな光を浴びながら︑自然に
恵まれた美味しい料理で一日の疲労
から回復することができるのは特
徴です︒
また︑店が提供している料理に合
うお酒も数多くそろているので︑一
回の食事で︑様々なお酒を吟味す
ることもできます︒

茅場町あたりのお店を探している
方へ︑
是非︑お勧めしたいと思います︒

お気に入りの
店

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

体験型

現役の
エンジニアから
直接学べる

テクニカル
スキル
【 技】

実践に近い
題材

KENSHU

◆ 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。

実践

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。

キャリア
モデル
【 道】
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コンサルティング／エンジニアリング／ソリューション

SERVICE
コンサルティング／エンジニアリング／ソリューション
ジョニー・ジャガー・ジャパンは 3 つのサービスを柱として、クライアント企業様のビジネスニーズに、柔軟に対応します。

IT 教育・セミナー

＞＞サービス公開間近！

ジョニー・ジャガーの教育メソッドをサービス化します。

「KENSHU」
IT 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、IT 未経験者が一歩を踏み出すた
めのフィールドどでの研修。

「JUKU」

IT 技術ステップアップセミナー

様々なポジション、工程ごとにカリキュラムを整備。IT
ワークの全体像を見据えてのステップアップセミナー。

じっくり深く
考えることが
できる

失敗しても
大丈夫

体験型

現役の
エンジニアから
直接学べる

実践に近い
題材

KENSHU
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IT 戦略コンサルタント ジョニー･ジャガー

会社のご案内

Johnny Jagger Japan COMPANY
ジョニー・ジャガーの基本理念

キョウセイ。

「共生」ということ。
「強制」はしない。
「矯正」もする。

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。

Johnny Jagger Japan Inc.

神﨑 浩二

ジョニー・ジャガーのビジョン

取締役会長
代表取締役社長
取締役

神﨑 勝利
神﨑 浩二
外谷 賢吾

株式会社アクロホールディングス

〒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）

 
「人」との つながり を、
つながり のある「社会」を、
「地球」の つながり を。

ジョニー・ジャガーのスローガン
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。

03-6264-9477
ＦＡＸ： 03-6264-9478

加盟団体： 特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 [ITCA]
首都圏ソフトウェア協同組合 [METSA]

Johnny Jagger Japanʼ s VISION 2017

ー 10 年後の私たちへ

理念「キョウセイ。」のもと、新たな 10 年をつくりあげるために、ジョニー･ジャガーメンバー全員で、
ビジョンを再考しました。
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103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-21-7

「人」との つながり を、
つながり のある「社会」を、
「地球」の つながり を。

【輪つなぎ】
日本の伝統的な縞模様のひとつで、2017 年侍ジャパンのユニフォームの柄にも取り入れられています。
【ビジョンイラスト】
私達がビジョンの表現を検討する中で、「それぞれの思いが詰まったイラストを掲載し、わかりやすく伝えよう」という主
旨からイラストでの表現を採用しました。デザイナーの方には、社名の「J」を使い、シンプルでロゴに近い、また輪を
強
調したデザインで制作していただき、コンセプトは、人（家族や親族）から連想した「遺伝子」や、絆という言葉から
連想した「鎖」のイメージで「つながり」を表現して頂きました。

