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時代に求められる学校づくりを、私たちと。
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「実現力」が違う。モノリスジャパンのラインナップ

国境を越えた枠組みの中でビジネスが生まれ、
多くの職業がAI（人工知能）に代替され、2 . 5 人に1人が65歳以上になる。
近未来の日本にはそんな社会が訪れると予測されています。
そしてこれらの数々の課題に対応できる人材を育成するため、

出口

今、日本の教育は大きく変わりはじめています。

進学実績を引き上げる

学校内予備校

P13

たとえば2020年にセンター試験に代わり、新たに導入される
「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」では、

生徒のモチベーションを引き上げる

従来の1点刻みの評価ではなく、能力・意欲・適性など多面的な力の評価・判定が行われます。

教育コーチング

こうした激変する教育市場の中を私立学校は今まで通りの
「建学の精神」一本での差別化で生き残ることが可能なのでしょうか。
残念ながら答えはNOです。

中間

学校改革の検証・計画・実施

学校コンサルティング

学習塾を母体とする私たちモノリスジャパンは、同じ教育業界の 同業者の視点 を持つとともに、

P11
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幅広い私教育ネットワークによる最新の教育情報や受験動向に精通した教育専門の広告代理店です。

志望者数の拡大と確保

ですから激変する教育の最前線を深く、広く理解した上で、
貴校がしなやかに時代に対応するための入口から出口までのあらゆる課題解決の
トータルプロデュースを行うことが可能です。

入口

入試広報プロデュース

P03

貴校が「変わる教育市場」を勝ち抜けるよう、全力でサポートして参ります。

入口から出口まで。
トータルプロデュースで
「変わる教育市場」を勝ち抜く。

教育改革の最前線に基づくご提案で
「私学の復興」
を徹底的にサポート

Profile

安倍内閣の諮問機関
『教育再生実行会議』
の委員の一人に民
間教育機関から唯一選任された佐々木喜一がCEOを務め
る成基コミュニティグループ。
弊社代表の岩井良明は、
社外
役員（専務）を兼任しており、
「21世紀の日本にふさわしい
教育体制を構築し、教育の再
生を実行に移していくため」
に設立されたこの会議の動向や決定事項を最速で入手でき
る立場にあります。
教育再生実行会議の提言は、
確実に数年
後の日本の教育を変えることからすべての教育関係者に
とって重要な指針となります。
弊社代表の岩井良明は、
こう
した最新の教育情報に加え、自身が経験してきたすべての
キャリアを総動員してモノリスジャパンの「学校改革プロ
デュース」
として成立させているのです。

株式会社モノリス 代表取締役会長
株式会社モノリスジャパン 代表取締役社長
株式会社成基総研 専務
株式会社私教育総研 代表取締役社長

岩井良明

学校法人東海学園東海中学校・東海高等学校を経て
昭和54年
同志社大学文学部に入学。
在学中は同志社大学応援団に在籍、四回生時に第74代団長に就任。
六回生時、
同大学を中退。
昭和60年

株式会社リクルートにアルバイトとして入社。一年後、社員となる。

平 成 元 年 1 0月 愛知県江南市に進学塾『大志塾』
を創業。
平 成 4 年 1 0 月 『株式会社モノリス』設立。

変わらなければ
生き残れない。
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平成13年 3月 『株式会社オーシャングローバルネットワーク』設立。
同 4月 『特定非営利活動法人（NPO）
スポーツフォーラム愛知』設立。
平成14年

日テレ
「マネーの虎」
レギュラー出演。

平成15年 2月 『株式会社DDP』設立。
平成19年 5月 『株式会社MONOLITH Japan』設立。
平 成 2 0 年 1 0月 『特定非営利活動法人（NPO）教育支援協会 東海』設立。
平成25年

株式会社成基総研 専務に就任。

平成27年 8月 株式会社私教育総研 設立。

02

メー ル 配 信 システムのご 案 内

情報インフラの強化も学校改革のひとつ。

お子様に安全を。
保護者様に安心を。
学校様にとって、使いやすい登下校メール配信システム。
Pi!

導入実績

!

情報は外部の専用
サーバーに自動蓄積

認証端末に指紋または
ICカードをタッチ

官公庁80 件以上

受信メール

予め登録してあった
アドレスに自動送信

Time 2012/○/□ 17:00

教育機関1,200 件以上

From ■■■■進学塾
Subject お子さまの塾入室確認

岩井 良明様が教室へ入室
しました。
2011/03/13 18:53
お子さまが教室へ入室しま
した。
▼入室時の画像を表示す
るにはこちら

警察6 件など

http://www.byuuun.jp/dd
dddd/img/mail/xxxxxxx/
2012012012.jpg

その他多数

お問い合わせ・お申し込みは…

株式会社モノリスジャパン

返信

【生徒】

【登校】

【学校】

【認証端末】

【 B y u u u n ! 専 用サーバー】

【 携 帯 電 話・P C・スマートフォン】 【 保 護 者 】

各事業所にお電話いただくか、
www.monolith-j.comの
「認証端末」専用フォームをご利用ください

モノリスジャパン

Byuuun!特徴その1

低コスト

Byuuun!特徴その2

月額利用料は一人あたり

最大

60 円/月。

連絡メール

Byuuun!特徴その3

メール の 一 斉 配 信 機 能 も
標準搭載。日常のご連絡ツー

Sランク耐 震 性 構 造 を誇る
安心の
データセンターにてサーバーを
セキュリティ

管理。緊急時も無停電運転。

ルにも活用可能。

高精度・高機能な認証端末による登下校メールシステムも実現。 偽指紋検出（特許取得）
学校向け高速メール配信システム
「すぐメールByuuun!」に
よって保護者の携帯電話に
生徒の画像付き
登下校メールを配信！
生徒撮影用カメラ
指紋認証タッチパネル

AC6000-F

■東京オフィス
〒171-0033
東京都豊島区高田3-18-9
Maliビル1F・6F
TEL. 03-6915-2551
FAX. 03-6915-2552

偽造指紋センサーがシリコン、
フィルム、
ゴム素材の
偽造指紋を判別し完全にシャットアウトします。

非接触ICカード

早い認証速度

最長 1秒 の高速認証。

USBメモリ対応

ICカード認証も可能なマルチ認証システムを搭載。

構成、
ファームアップグレード、
バックアップ、
ユーザー情報

無線 LAN
（オプション）

電気錠制御装置搭載

USBアダプターによるインストールで
無線LAN対応も可能です。

■名古屋オフィス
■関西オフィス
●教育業界専門の広告代理店
〒460-0002
〒604-0857
●全国の私立中学高校、
専門学校、
愛知県名古屋市中区丸の内2-1-37 京都府京都市中京区烏丸通二条上ル
学習塾の生徒募集広報支援、
エスパシオ丸の内6F
蒔絵屋町258 コープ御所南ビル2F
学校改革のためのコンサルティング、
TEL. 052-219-9800
TEL. 075-253-1375
FAX. 052-219-9801
FAX. 075-253-1376
新卒採用活動支援、
企業広報全般 他

制御盤内臓型なので、
電気錠に
直接つなぐことができます。

株式会社 モノリスジャパン

