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Mission

ミッション

青山ビジネススクール（ABS）は、キリスト教の教育理念に基づき、社会的責任を果たし、
地球市民として活動する創造的リーダーの養成と、時代をリードする研究活動を通して、
豊かな未来を切り拓くことに貢献する。

Message from the Dean

研究科長挨拶

ビジネススクールで学ぶということ
皆さんはどうしてビジネススクールで勉強しようと考えているのでしょうか。
仕事を

する上で自分の能力に限界を感じているからでしょうか。
日々職務上で発生する問題に
悩まされていて、
もっと問題解決能力を身に着けたいからでしょうか。
あるいは、
自分は

論理的な思考能力が弱いので、
そこを補いたいと考えているからでしょうか。
ABSに入学

する学生の皆さんは、
様々な問題意識を持ってやってきます。
そうした目的や目標を持っ
て勉学に向かうのはとても素晴らしいことです。
しかし、
もう一度、
ビジネススクールで

学ぶ目的を考えてみてください。
そして、
その目的が達成できれば本当に満足でしょうか。
ビジネススクールでは実践に役に立つ知識や能力を身に着けられるといいます。
確か

に、
ABSの学びの中にもすぐに実務で役に立つ知識があります。
しかし、
得てしてそのよ
うな知識は5年もすると陳腐化してしまいがちです。
すぐに役立つ知識はすぐに役立た

なくなる知識でもあるのです。一方で、10年、20年経っても役に立つものもあります。
それは、
実務に根差し、
アカデミックスに裏付けされた経営の理論や考え方です。
そのよ

うな学びを得ることで皆さんの将来のキャリア形成の礎を今しっかりと築くこと、
それ
こそがビジネススクールで学ぶことの本当の意味であると考えています。

ABSは社会人が学ぶ専門職大学院のビジネススクールとしては、
日本で最も長い歴史

を持っています。
我々のミッションには、
社会的責任
（Social Responsibility）
、
地球市民

（Global Citizen）
、
創造的リーダー
（Creative Leader）の3つのキーワードがあります。

青山学院大学大学院
国際マネジメント研究科
研究科長

中里 宗敬

このミッションは30年に及ぶ社会人大学院教育の歴史の中で、
時代の要請に合わせて変化させてきたものです。
ABSはこのミッ
ションに則って課題の発見・解決に向け、
主体性を持って多様な人々と協働できる能力を持つ人材の育成を目指しています。

2年間のビジネススクールの学びは決してたやすいものではありません。時には挫折しそうになるかもしれません。しかし、

いつも隣には同じ志を持つ仲間がいます。
お互いに励まし合い助け合うことで、
一緒に前に向かって進んで行くことができるの

です。
ABSでは努力に見合うだけの価値を手に入れることができます。
自らを成長させたいと真剣に考えるビジネスパーソンを
ABSは応援します。

Our Policies

３つのポリシー

青 山 ビ ジ ネ ス ス ク ー ル（ 国 際 マ ネ ジ メ ン ト 研 究 科 国 際 マ ネ ジ メ ン ト 専 攻 、国 際 マ ネ ジ メ ン ト サ イ エ ン ス 専 攻 ）の
アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーは、青山学院大学ウェブサイトに掲載しています。
国際マネジメント専攻URL https://www.aoyama.ac.jp/faculty/graduate̲abs/management/policy.html
国際マネジメントサイエンス専攻URL https://www.aoyama.ac.jp/faculty/graduate̲abs/management̲science/policy.html
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Advantage

アドバンテージ

ABS は、
「創造的リーダー」を数多く輩出するために、さまざまな教育プログラムを開発し、絶え間ない改善を続けています。
また、学習効果や効率を高めるための環境も整っています。ABS のアドバンテージをご紹介しましょう。

01青山アクション・ラーニング
経営理論とビジネスの実践を結びつける
体験的学習プロジェクト

2 年目に、それまでに身につけた知識の総まとめの「青山アクション・ラーニング」8 コースを

設置しています（2021年度）。それらは、いずれも体験から学ぶように設計されています。他の

ビジネススクールでは、2年間の総まとめとして論文を書くことが求められますが、ABSでは実践

的なプログラムで知識を定着させます。自らが携わっている業務に直接生きる学びが得られます。

青山
アクション・
ラーニング

実践的な
プログラム

500 番台科目

専門科目
300番台科目

基本科目
200番台科目

1

マネジメント・ゲーム

5

企業分析とファンド・
マネジメント・シミュレーション I・Ⅱ

2

ビジネス・プランニング

6

ファイナンス＆テクノロジー

3

ビジネス・デザイン

7

マーケティング・
プランニング・プロジェクト

4

アドバンスト・コーポレート・
コミュニケーション

8

SDGs コミュニティ・
マーケティング

必修科目
100番台科目

・カリキュラムの詳細はP19へ

02

グローバルスタンダードに沿ったカリキュラム

ABS の科目群は、欧米の一流ビジネススクールのカリキュラムを参考にして構成されています。専門分野を深く学ぶ
こともできますが、複雑化するビジネス環境において、総合的な観点から意思決定できる経営能力の養成に有効です。
体系的なカリキュラムを通して、創造的リーダーに必要な幅広い知識の吸収が可能です。
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03

仕事と勉強を両立しやすい立地

ABS は、表参道から徒歩 5 分、渋谷から徒歩 10 分と
いう利便性の高い場所にあります。大手町、新橋、品
川、赤坂、新宿など東京の主要なオフィス街から、ドア
トゥドアで 30 分以内で、仕事のパフォーマンスを落と
すことなく学ぶことができます。また、産学連携・異業
種交流を生み出しやすいビジネス環境です。

05

グローバル人材の育成

04

歴史と修了生ネットワーク

ABSの源流は、
1990年4月に設立された
「国際ビジネス
専攻修士課程」
です。
これは、わが国の私立大学では初めて
夜間に社会人を対象にビジネスを教える大学院として設立
されたものです。
その後、2001年4月にはわが国私立大学
初の専門大学院
「国際マネジメント研究科」
に改組され、
さらに2003 年4月には、専門職大学院
「国際マネジメント
研究科」
となり、現在に至っています。
2020年に設立30周年を迎えた本研究科は、日本における
ビジネススクールの草分けとして、2,500人以上のMBA
ホルダーを世に送り出しており、修了生は実業界のさま
ざまな分野で活躍しています。

グローバルに活躍できるように、
「異文化マネジメントとリーダーシップ」
といった科目に加え、英語でビジネスを学ぶ科目も
設置しています。海外研修セミナーや海外の MBA と共同で行う授業もあります。また、海外のビジネススクールとの交流の
機会もあります。さらに、基礎的な能力向上のために、
「グローバル・コミュニケーション（基礎）」という科目の設置や ABS
での TOEIC 受験も年数回設定しています。
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ビジネス倫理教育

ミッションに
「社会的責任」
「地球市民」
というワード
があるように、ABS は企業の社会性を重視しています。
「ビ ジ ネ ス 倫 理」
を 必 修 科 目 に 配 置 す る だけでなく、
「ビジネスフィロソフィー」
、
「ビジネス倫理とリーダー
シップ」
など、科目も充実しています。
これは、現代のビジ
ネススクールの世界的な倫理志向の潮流に棹さすと
同時に、自由と自律を重んじた青山学院のキリスト教
教育の精神に基づく特徴でもあります。

07

多様な科目、程よいクラスサイズ、丁寧な教育指導と関係性

ABS は時代や社会の要請に対応するとともに、創造的リーダーを目指す学生の高い意思と自主的な学びの意欲にそって
選択できる MBA 課程科目を様々に揃えています。その科目数の多様性、充実ぶりは他のスクールにない ABS ならでは
の特徴です。
（2021 年度カリキュラム - 必修科目（科目数 9）、基本科目（14）、専門科目（69）、共通専門科目（21）、他研究科
履修可能科目（8）、青山アクション・ラーニング科目（12 ）、合計 133 科目）
今年度は原則全科目の講義を録画し、その映像コンテンツを履修生が視聴できるようにしています。また各科目の受講
生数もクラスディスカッションや問題意識の解決に適合した程よいクラスサイズになっており、教員と学生の関係性も
深く、学生同士のコミュニケーションも充実しています。
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授業の質向上のしくみ

ABS では、全授業で履修者による授業評価アンケート
を実施していますが、結果は担当教員のみにフィード
バックするのではなく、
在校生へすべて公開しています。
また、
「優れた授業を行った教員を表彰することで、その
努力と貢献をたたえるとともに、今後の授業の質向上に
向ける努力を喚起する」
ことを目的に、毎年、ABS ティー
チングアワードの表彰を行っています。
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青山アクション・ラーニング
MBAプログラムは、経営を「マーケティング」
「 組織マネジメント」など機能別に分けて学習していきます。しかし、実際の

経営では、それらすべてを考慮して総合的に意思決定しなければなりません。そうした経営能力を育成するために開発さ

れたのが青山アクション・ラーニングです。それらは、いずれも講義ではなく体験から学ぶように設計されています。2年目に
12科目を設置しており、そのうち2021年度は次の8コースを開講します。

マネジメント・ゲーム

Management Game

経営のシミュレーションで海外MBAと競争
模擬取締役会を体験しながら経営実践力を獲得
本科目は、原則として学生 4〜5名1組で仮想の消費財会社の経営を行います。
カーネギーメロン大学など海外のMBAスクールの
学生との合同のビジネスシミュレーションゲームを行い、グローバルな競争を体験します。全ての資料は英語で作成し、取締役会で
プレゼンテーションを行います。本科目の目的は、
マネジメント、
マーケティング、財務、会計、
オペレーションといった会社機能の全体を
把握するとともに、経営者が直面する諸問題（経営計画の策定、取締役会での発表と承認、
リスク管理、
チーム内の動機付け、株主への
情報開示など）
を実際に経験することにより問題解決能力を向上させることです。

ト
トッ
ップ
プマ
マネ
ネジ
ジメ
メン
ント
ト育
育成
成

「シミュレーションゲーム」

企業経営

海外MBAスクールとの対抗で
グローバルな競争

体験

「取締役会」体験

実際の経営者や、
ABS修了生
がアドバイス

経営理論の習得
マネジメント、
マーケティング、
財務、
会計、
オペレーション

「経営者」
として実務を経験できる
異なる経歴を持った学生たちによる組織づくりを経験できる
米国をはじめ世界のチームと直接競争を体験できる
取締役会用の英語による資料作成とプレゼンテーションを経験できる
データに基づいた科学的な分析を経験できる
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・岩井 千明（専任教員）
・福井 一枝

Management Game

渡 部 学 さん 2020年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
なぜ履修したか
きっかけは出願前の学校説明会でマネジメントゲームの履修
者が行ってくれた科目説明会でした。
この説明会では、
ゲームで
作成された取締役会資料をもとに、履修者がわずか4か月という
時間の中で経営者として変化をしていく様子に非常に魅力を
感じ、
この経験が積めるのはABSそしてマネジメントゲームしか
ないと考え私は青山学院大学のMBAに入学し、
そして2年目に
この授業を履修しました。

授業で学んだこと
当授業におけるゲームは、多くの経験者がいうように
「経営の
疑似体験」
がわずか4か月でできるようプログラムが構成されて
おり、
この短い間にリアルな経営の世界を疑似体験させてくれる
仕掛けが随所にあります。
3年間（四半期ｘ3年の12回の意思決定）の経営はまず自社
の設計から始まります。
自分たちはどのような経営をして世の中
に貢献していきたいのかチームメンバーでディスカッションをし
て、社名はもちろんのことミッションステートメントや製品名など
を設定しリアルな企業として会社や経営チームを設計するとこ
ろから始まります。
その後過去のマーケット分析、財務分析を行
い経営・マーケティング戦略、財務戦略、
オペレーション戦略を
含む3か年の事業計画の作成に移ります。分析対象は2つの製
品と6つの世界市場で合計12か所もあるためこの一つ一つの
市場特性を丁寧に分析し各市場への戦略を決めるまではまさに
定量分析が必須のスキルとなり経営におけるMBAスキルが
試される場面となりました。
約1か月弱の準備期間を経て3か月のゲームが開始します。
1期目のゲーム開始からは、時間との闘いです。高速でPDCAを
回し想定と異なる財務数値が出た点については具体的な原因
を競合、市場、製品、投資、
プロモーション、価格のレベルで仮説
検証を行い次の一手を決める日々でした。
この4四半期1会計期
間が終われば取締役会の準備に移ります。私たちの会社の業績
は悪くその原因分析や2年目の戦略立案の準備に追われていき
ました。取締役会は実際に社会で活躍されているABSやカーネ
ギーメロン大学MBAの卒業生や実際に経営に携わる方が担当
され、
リアルで厳しい取締役会となるように工夫されていました。
株主価値を高めることを期待するこれら社外取締役に囲まれて

準備する資料枚数は80枚を超え、数時間にも及ぶ取締役会が
終わった後は放心状態になりました。
この繰り返しを3会計期間
行うことで、定量的な分析能力はもちろんのこと経営者としての
説明責任の大切さ、
タイムマネジメント、
メンバー同士の特徴を
理解したピープルマネジメントが培われていきました。
途中リアルの現状に合わせた市場環境の変化がシミュレー
ションに時代ごとに加えられており、私たちのタイミングは、
もち
ろんCOVID-19発生による需要の変化や金利の変化が行われ
ました。調達金利が変わることによる影響を見定めたバランス
シートを作る経営、積極的に攻めるのかキャッシュを増やすのか
様々な選択とその説明責任が迫られていきます。2年目にはマー
ケティングプランを競うコンテストが開かれ、
この結果が3期目
における投資効果に影響を及ぼすため、美しく効果的なプレゼ
ンテーションスキルが求められました。
EVA（経済的付加価値）
を高め企業価値を最大化させる参加
チーム共通のゴールに向けて、海外のMBAチームとの競争から
学びを得られるこのゲームの3年間は厳しくもあっという間です。
そしてこの企業経営を経験したものだけが得られる達成の喜び
は本当に格別なものとなりました。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
今年度は、新型コロナウイルスが拡がりを見せる中で、
オンラ
インを用いる大きな環境変化がありました。振り返れば慣れな
いオンラインによる運営に当初は不安がありましたが、実際は時
間が経つにつれて考えていた以上に効率的な運営ができたよう
に思います。特に授業と仕事を両立することが求められる社会
人MBAではいつでもどこでもミーティングが行えるオンライン
でのコンセンサス形成とチーム運営は有効であったように思い
ます。加えて私たちのチームは2週に一度は土曜日にオフライン
でのコミュニケーションを行うことでチームでの相乗効果を高め
ることができたと考えています。
このようにオンラインとオフライ
ンの両方を使える今の環境はよりマネジメントゲームを深く学習
できる環境になったのではないでしょうか。実際の世界でも、
コ
ロナが収束した後もオンラインとオフラインを融合したチーム運
営・会社経営が求められていく中で、
このような体験を早い段階
から実践できたことは私たちの強みになったように思います。
※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更

の経営の執行報告は非常に緊張感がありました。業績の良し悪
しによるフィードバックはもちろんのこと、報告方法そのものへの
指導、執行責任者が受け取る報酬設計に対する助言にまで及び
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青山アクション・ラーニング
ビジネス・プランニング

Business Planning

ビジネスアイデアの創出から事業計画の立案まで体験
起業や新規事業開発に求められるスキルや知識を獲得
本科目は、新規事業の事業計画を少人数のグループで作成することにより、社内起業やソーシャルビジネスも含めたベンチャー
ビジネスを起業する能力を育成することを目的としています。特に、実現性の高いビジネスモデルの開発と顧客開拓を効果的に行え
るマーケティング戦略の構築に重点を置き、顧客現場を重視した肌で感じるビジネスの創出を目指します。本科目の特色として、
起業家やエンジェル、ベンチャーキャピタリストをゲスト・スピーカーとして招いて、実務的な評価を受けることにより、実現性の高い
ビジネスモデルと事業計画の作成を行うことが挙げられます。
授業の到達目標は、以下の2点です。

■ 企業理念やビジネスアイデアの創出からビジネスプランの作成
までのプロセスを経験することによるベンチャービジネス起業能力
の養成。
■ 競争優位をもたらすビジネスモデルとマーケティング戦略を策定
する能力の養成。

起業家マインドの醸成

・髙橋 文郎（専任教員）

事業計画の立案能力

・伊藤 大輔（日本プロジェクトソリューションズ
代表取締役社長）

将来像：起業家、新規事業開発リーダー
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Business Planning

金 ヶ 江 悦 子 さん 2020年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
なぜ履修したか
「実現性の高いビジネスモデルや事業計画の立案能力を高
め、
リアルビジネスに活かしたい」
という想いからビジネス・プラ
ンニング（ビジプラ）
を履修しました。実際、数年前に起業をした
ものの、全てが我流であったため手探り状態の日々。
ビジプラで
は1年時に学ぶ経営戦略、マーケティング、アカウンティング、
組織行動、企業倫理、経済学など、経営各分野の基礎的な概念
やフレームワークを理解し、更に企業家マインドやリーダーとし
ての在り方を身につけた上で、
自分達のチームが立案する新規
事業を形にしていくプロセスを体系的に経験できるため、直ぐに
実際のビジネスで活用できると考えました。
またビジネスをする
上で「何をするか」も大事ですが、
「 誰とするか」も大変重要な
ポイントです。年代・職種・経歴・得意分野の全く違うメンバーで

ビジネスを生み出す」
ということは決して容易ではありませんが、
メンバーの様々な経験値や多様な視点が加わることで、
ビジネ
スの実現可能性が大いに広がり、毎日のように議論をしながら
毎週の授業内プレゼンテーションに挑みました。相手を説得す
るため、簡潔にわかりやすく論理的に考え抜いたビジネスプラン
に、
自分達の想いをのせて伝えなければいけないため、
プレゼン
力も鍛えられます。教授やゲストスピーカーから頂いた辛口の評
価は時に悔しさも味わいましたが、
この全てのプロセスこそが
ベンチャービジネスを起業するために必要な土台であり、
ここで
失敗も含めた経験ができたことは有意義な時間となりました。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
ビジプラのアウトプットとして、授業外で開催された新しい

ビジプラに挑戦してみようと意気投合し、履修を決断しました。

ビジネスアイディアを競い合う
「ABSP主催 第2回アイディア

想いを持った志の高いメンバーと、未来を創る楽しさを実感しま

ピッチコンテスト」に参加をしました。発表テーマは、アフター

した。

コロナ時代におけるビジネスアイディア。授業で学んだことの

授業で学んだこと
ビジプラの授業では、
アイディアの創出からビジネスモデル、
差別化、市場調査、競合他社分析、ポジショニング、顧客ター
ゲット、収支予想、資金計画等、実際のベンチャー起業と同じよ
うに0→1を作り念密に戦略を立てていきます。与えられたビジ
ネスの分析や戦略ではなく、
「自らが社会に貢献できる価値ある

集大成として約80枚にも及ぶスライドを準備し勝負をかけて
挑んだ結果、最優秀賞を頂きました。今年は新型コロナウイルス
感染拡大の影響で授業やコンテストも全てオンライン。誰もが
予測のつかない、且つかつてない程の世の中や経済の変動に不
確実という言葉が際立ちましたが、時代や今の顧客ニーズを
捉え立案したオンライン型のビジネスプランで表彰されたこと
は、大きな自信となりました。自分達の明確な価値観を定め、
社会に対し意義ある目的を持ち、常に求められるものに順応し
ていくこと、そして社会性、独自性、経済性を大事にし、今後も
ビジプラでの学びを活かし邁進していきたいと考えています。
※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更
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青山アクション・ラーニング
アドバンスト・
コーポレート・コミュニケーション

Advanced Corporate
Communication

IR活動、CSR・サステナビリティ、財務政策、ガバナンス体系の理解など
コーポレートコミュニケーション・オフィサー（CCO）の能力養成
本講義は、ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社の寄附講座です。企業（主に上場企業を念頭に置いています）のコーポレート
コミュニケーション・オフィサーになるために必要な事項をロールプレイング方式も取り入れながら会得できるようにすることを
目的としています。具体的には、①証券アナリストや機関投資家の投資分析方法の理解、②投資家広報（IR）の理解、③企業のCSR
活動の理解、④企業の財務政策についての理解、⑤長期の企業価値向上策（長期経営計画）やガバナンス体制の理解、⑥企業情報
開示（統合報告やアニュアルレポート含む）の理解、⑦ソフトロー下の開示方針の理解、
というプロセスを経て、最後に総合的なプレ
ゼンテーションをチームで行っていきます。

CC優良企業の
研究

課題研究の
プレゼン
テーション

当該企業の
CCOからの
フィードバック

※ CC：コーポレートコミュニケーション

IR、CSR活動についての理解

・伊藤 晴祥（専任教員）

長期の企業価値向上策（長期経営計画）
やガバナンス体制の理解

・小方 信幸（法政大学大学院政策創造研究科
教授）

企業情報開示（統合報告やアニュアルレポート含む）
の理解
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・髙山 与志子（ジェイ・ユーラス・アイアール
株式会社 マネージングディレクター取締役）

Advanced Corporate Communication

早 田 麻 子 さん 2020年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
なぜ履修したか
折しもアクション・ラーニング最終決定時は、世の中はパンデ
ミックに対する危機感がありました。COVID-19から発したパン
デミックは、市場メカニズムを変え、資本主義のあり方も変えて
いきます。
そんな中、
ステークホルダーの解釈が、
かつての株主から従業
員や顧客、
その先にある環境やマイノリティーまで含んでいく傾
向が読みとれました。
コロナ対策は経済や企業収益にも影響、
株主を優先して対応できるものではなく、国を越えて色々な視点
で配慮しなければならない背景を考えると、世の中の価値観の
変化と企業価値、評価も連動する事は明らかでした。
その様な課題意識から、
パンデミック後 New Normalとなる
価値観、評価軸の中で必要となってくる知識を考えたとき、確信
をもって、E S G 、サステナビリティ経 営 、ステークホルダー
コミュニケーション等について学べるアドバンスド･コーポレート
コミュニケーション
（ACC）
を選択したといえます。

授業で学んだこと
サステナビリティファイナンス、コーポレートガバナンス、
CSV、IR等の領域でプロフェッショナルな講師陣と共に、非常に
充実したカリキュラム設計となっています。本プログラムのゴー
ルは、CCO（Corporate Communication Ofﬁcer）
としての
知識とスキルを得る事です。CSV=経営戦略と位置付け、経済的
価値（財務）+社会的価値（非財務）
についてグローバル社会や
資本市場における企業価値を正しく評価するだけでなく、各
ステークホルダーとのコミュニケーションスキルをタイムリーな
事例と活発なディスカッションを通して習得します。
幅広く、多くのインプットと刺激がありましたが、重要性を認
識したことは大きく2点です。
」
1. サステナブル経営のカギは
「CSV（Creating Shared Value）
社会価値を上げつつ、経済価値を上げる知恵が求められま
す。社会課題に企業として取り組むためには、
この2つの価値を
両立させることが、大きな経営課題となります。
ベストプラクティ
スを分析し掘り下げていきました。
（ネスレ、
ユニリーバ、
サノフィ
等）
最終プレゼンプレゼンテーションでは、投資家、
アナリストの
視点で2社の統合報告書を分析、
比較、評価を行います。
「企業、
経営者に“志（Purpose）”があるかがCSV実行可否を決める」
と

いう仮説のもと、財務との相乗効果、
マテリアリティから社会へ
のインパクト推測、長期シナリオと実現性を分析します。バック
キャスティング思考で設定した目標に向け、全社員で実践できる
かまでの評価プロセスは非常に貴重な企業分析経験となりまし
た。
2. IRオフィサーは資本市場のキーパーソン
株主や投資家に対して投資判断に必要な情報を提供するIR
オフィサーとしての、戦略的思考、公平さ、双方向のコミュニケー
ション力の重要性とシナリオのアーキテクチャーを学びます。公
平で信頼性のある資本市場形成の為に重要なスキルとなります。
そのためのインプットとして必須である
「幅広いグローバル視
点（IR規定、SDGｓ、各国資本市場特性、文化、背景）」、
「専門的
な知識（ファイナンス、
ガバナンス、
コンプライアンス等）」多くの
インプットを得ます。
アウトプットとして、
「高い倫理観」
の必要性
を理解し、表現、
コミュニケーションの実践の場が毎回提供され
ます。
今年度は参加メンバーの女性比率が高く、
コーポレートガバ
ナンスでの女性登用についての議論では、意識の高いメンバー
の多様な意見が刺激的で、今後それぞれの道で活躍されていく
姿が浮かび、
モチベーションアップにもなりました。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
現在、
日本において
「CSV」
の意識は他先進国と比較し、
出遅
れ感が否めません。
しかし、
パンデミックを経験し意識改革は急
加速しています。
このトランスフォーメーションへのチャレンジの中で、
自分自身
が社会的価値のあるスキルとインパクトを持ち
「自社や顧客だけ
でなく社会や環境にとっても良い経営」
の為に、様々な立場で貢
献できる人材でありたいと思うようになりました。特に今後、
日
本での変革過程においてCG（コーポレートガバナンス）やダイ
バーシティの観点から重要となってくる
「社外取締役」への関心
が高まりました。
各分野での素晴らしい先生方、又、共通の課題意識と目標を
共有した仲間に出逢え、新たな道筋が見えた事に心から感謝し
ています。
この貴重な出逢いからのネットワークを積極的に活用
させていただき、今後も継続的に成長、挑戦していきたいと考え
ています。
これから急速にCSV経営においてキャッチアップが必
要となる日本において、
ACCで学ぶ視点やスキル、
分析力は今後
MBAホルダーとして、
他者との差別化になっていくと思います。
※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更
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青山アクション・ラーニング
企業分析とファンド・マネジメント・ Business Analysis and
シミュレーション I・Ⅱ
Fund Management Simulation
企業分析・評価、ポートフォリオマネジメントの手法を習得
インベストメントチェーンにおける投資家・アナリストの視点で
企業を見る目を養う
本科目は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の寄附講座です。
また、本研究科のMBAプログラムで修得した知識（特にファイナン
ス・アカウンティング分野の知識）
の総まとめ的役割を果たす科目の一つとして位置づけられています。
具体的な講義内容は、
アナリストレポートの作成と日本株アクティブ運用の擬似体験を行います。講義を通じて財務分析・企業戦略
分析の能力の向上を図るとともに企業価値評価の方法を習得することを目標とします。
さらにポートフォリオの組成を通じて、銘柄選定
方法を学ぶとともに、
ポートフォリオ管理のためのリスク分析の考え方、
パフォーマンスの評価の仕方について学びます。
毎月の運用成果についてはプレゼンテーションを行い、専門家の評価を受けます。本講義の対象はアナリストやファンドマネジャーを
志望する学生のみならず、広く金融産業に従事する学生、
あるいは機関投資家と対峙する事業会社の財務・ＩＲ部門に属する学生、実践
を通じてファイナンス・アカウンティング科目を理解したい学生を対象としています。

ポートフォリオを
組成

目論見書・
運用成果の発表

専門家の評価

・ 実務で利用されているポートフォリオ管理ソフト使用
（株式会社大和総研ビジネス・イノベーション御提供）

財務諸表の理解とそれを踏まえた業績予想の実践

・森田 充（専任教員）

ファイナンス理論の理解と実践

・吉野 貴晶（ニッセイアセットマネジメント
株式会社 投資工学開発センター長）

経営戦略の知識
企業評価の実際
市場を通じた経済の動きについての理解
リスク管理の考え方と実際
統計手法
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Business Analysis and Fund Management Simulation

小 栗 香 菜 恵 さん 2020年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
なぜ履修したか
履修の理由は苦手分野を得意分野に変えていこう。
そんな理
由で履修しました。私のキャリアをお話しすると、ITのセールス部
門畑でファイナンスやアカウンティングとは関わりの少ない仕事
をしていました。
その為、折角入学できたMBAでは普段の会社
業務では関わらない経営などの数値に関わる事柄を積極的に
勉強していき、新たな自分自身の武器にしていきたいと考え、選
択科目を履修しました。
その中で、500番台の履修選択時は「企業分析とファンド・
マネジメント・シミュレーション」
と言う授業は、
ファイナンスや
アカウンティングの深い知識が求められるため興味を持ちまし
た。0から始めた身からして、
ファイナンスやアカウンティングの
知識が必要とされる、本授業は高い壁に感じ、授業についていけ
るかの不安もありました。それでも今後、MBAホルダーとして
羽ばたく中で、企業の経営を体系的により理解し、仕事していく
為には、財務諸表はもちろん経営において数字で語れることが
必 要だと思い、
「 企 業のファンド・マネジメント・シミュレー
ション」
に魅力を感じ、
自分の中の不安を押しのけてでも履修を
決意しました。
履修後の感想としては
「大成功」
の一言です。授業は期待以上
のもので、
ファイナンスやアカウンティングだけではなく、経営知

前期は、主に個人ワークや座学が中心で、
ファンド分析に必要
な指標についての基礎を教えていただきました。
その他に、
ゲス
トスピーカーによる講義、前期の集大成として個人ワークの発表
などがありました。ゲストスピーカーは先生方のネットワーク
より、現役アナリスト方の話を生で聞くことができました。現職と
違う職業に触れ合うことで思考や知識の幅も広がりました。
後期は前期で得た知識を元に、資金100億円を元手にファン
ドの仮想運用をチームで行います。私は同じイブニングコース※
の4人メンバーでチームを組みました。私たちのチームはIT従事
者や企業で経営企画に携わってるメンバーが多く、私自身もIT
セールスで培った知識も生かし、
「テクノロジー系の成長企業
ファンド」を立ち上げ運用しました。メンバーとは多い時には、
週に4〜6回ほど打ち合わせをすることもありました。個性と
才能溢れるメンバーと意見をぶつけながら、一つの成果物を
作りだしたことは有益な経験となりました。
メンバーとは、授業
外でも多くの議論を重ね、粘り強く根気よく作業を実施し、講義
以外もメンバーから得られる学びがとても多かったです。
自分達
の得意分野と、
アカデミックとして学んだ知識を織り混ぜなが
ら、走り抜けた後期でした。
この経験は、MBA卒業後も自分自身
の力となり、
ビジネスマンとして大きく成長できたと感じます。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか

識全般を総合的に鍛えられる科目でした。苦手分野においては

ファンドを立ち上げ、
ファイナンスやアカウンティング、投資指

理解が追いつかず、苦労することもありましたが、吉野 貴晶客員

標の知識を体系的に活用することで、
マクロ的に世の中の経済

教授の丁寧な講義、森田 充教授の徹底的なサポートにより、

動向について読み解くことができ、
そして会社の経営戦略・組織

理解を深めることができ、
より多くのことを学ぶことができまし

戦略・マーケティング戦略などでも生かせることができます。

た。結果的に、ABSに入学し本授業を取らなければ、得られな

その読み解く力こそがMBAホルダーとして重要であり、IT従事

かった大切な仲間、知識、経験、思考を身に付けることができた

者として会社と取引する時や、
ビジネスを考える際にもその力は

ことなど、一生の財産となりました。

活用できると考えています。今後は、個人でも株式運用や金融全

授業で学んだこと
本授業は、前期・後期と1年に渡り履修します。
その為、1年か

般について更に勉強し、
世界経済の動きの理解や、
個人の株式運
用の手助けなどたくさんのことに役立てていきたいと思います。
※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更

けてしっかりと専門の知識を養えることが魅力です。
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青山アクション・ラーニング
ファイナンス＆テクノロジー

Finance & Technology

金融にかかわる技術（人工知能、ブロックチェーン等）の現在を理解し、
未来に挑む
第4次産業革命といわれる技術革新がコンピュータ技術を中核として進行しており、
この技術革新の波は既存の産業構造をも熔解し
つつあります。金融部門においても金融（Finance）
と情報技術（IT）
（Technology）
を合わせたフィンテック
（FinTech）
という言葉を新聞
で見ない日は無いほどになってきており、既存の金融機関や新規企業が新たな金融サービスを提供すべく覇を競っています。
経営管理者を養成するビジネススクールは、
この技術革新と無関係ではありえません。
ビジネススクールは技術者を養成する機関では
ありませんが、
この技術革新の動向を理解しなければ長期的には経営方針を策定することは困難でしょうし、短期的にも日々の企業運営
を効率的に行うことは困難になってきています。
この科目では、現在進行中の技術革新を理解することができる経営管理者の養成を目指
します。
・ 半期開講科目のため、
ファイナンス・会計演習Ⅰ
「Keras -TensorﬂowでDeep Learning」
を履修することが望ましい。
・ 授業風景

https://www.facebook.com/ﬁnance.and.technology/

■ 人工知能技術（ディープラーニング等）
の理解・応用
■ Blockchain技術の理解・応用
■ 最新の産業動向の理解
■ 最新の科学技術（量子コンピュータ等）
の理解
■ 新規プロジェクトの企画・立案体験

金融に関する技術革新を理解した経営管理者の育成
金融に関する技術革新を理解した経営管理者の育成

技術者と協力して、金融関連のプロジェクトを立ち上げ、
完成する能力が会得できます。
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・武田 澄広（専任教員）

Finance & Technology

N I U J I A Q I（ギュウ・カキ）さん 2020年度 デイタイムコース（旧フル・タイムコース）※ 修了
なぜ履修したか
私は最先端の技術、特に人工知能と量子コンピューティング
に対して、強い関心を持っているため、武田先生の授業「ファイナ
ンス&テクノロジー」
を履修しました。
量子コンピューティングは将来の世界に繋がり、誰にとって
も、
ワクワクする技術であると信じています。
また、私は量子コン
ピューティングに興味があるだけでなく、他の量子技術にも魅了
されています。例えば、量子暗号です。量子コンピュータが最強の
槍であるならば、量子暗号は最強の盾です。企業のセキュリティ
侵害に対する強力な防御策は量子暗号です。
さらに、世界中の
大企業が、量子テクノロジーの重要な役割に気が付いたため、
この領域への市場投資をますます増加させています。
将来、私の目標は、先端技術に基づき、
自分のビジネスを築く
ことです。
そのため、
この授業を通じて、
自分の視野をもっと広げ
たいと思いました。そして、将来の金融とテクノロジーに私が
繋がるために必要な知識を身につけようと決心しました。

授業で学んだこと
この授業で学んだことは三つの点です。
1. ディープラーニング
ディープラーニングは機械学習の手法の一つで、
マシンに何を

2. 量子コンピューティング
量子コンピューティングの現在は実用化の段階ではなくて、
それを見つける、宝探しの段階です。授業では、Qiskitや教科書
を使い、古典コンピュータと量子コンピュータの違いを理解し、
プログラミングを体験しました。
参考：https://www.facebook.com/ﬁnance.and.technology/
3. ブロックチェ―ン
ブロックチェーン技術の概念とは何か、AIやIoTと同様に、
世界的にも注目を集めているシステムと技術の本質を学びまし
た。
この課目は、私にとって、
これまでもっていた学習という概念
の枠をやぶり、新しい視野にたって考えることができることを
教えてくれました。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
私はIT業界に入ったばかりですので、授業で理解した内容を
できるだけ実際のビジネス活動に生かしたいと思っています。
今、私は営業として働いていますが、
クライアントと打ち合わせを
する際に、学んだ知識が役に立つと思います。そして、
１年後の
目標は、ITコンサルタントになることです。AIや量子コンピュー
ティングに関するコンサルティングの仕事をしたいと思ってい
ます。
※ 2021年度より「フル・タイムコース」から「デイタイムコース」に名称変更

するかを一々指示するというプログラミングのパラダイムを転換
して、
マシンがデータからパターンを認識しそれをデータの処理
に利用する手法です。授業では、1次元、2次元、3次元などに
データを分けて、
それぞれのデータセットをどの様に作っていく
のかについて学習していました。
そして、
インターネットに既存の
データセットを使い、TensorFlowでCNN、LSTM、Denseなど
の特徴と使い所、画像認識の方法、自然言語を扱う方法と前
処理などの内容を勉強していました。
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青山アクション・ラーニング
マーケティング・
プランニング・プロジェクト

Marketing Planning Project

産学連携による企業の実務課題をテーマとした演習で
マーケティング戦略のプランニングを実践的に学習
製品・サービス開発やブランディング、チャネル政策、
コミュニケーション政策など、実際の企業のマーケティング上の課題に対し
て、チーム毎に調査・分析を行い、組み立てた解決策をその企業へ提示します。そのプロセスは、企業からのオリエンテーションで
始まり、顧客のニーズを定量的および定性的に調査・分析したり、自社製品や競合製品を消費者の立場で使用したりと、
フィールド
ワークを中心に実施します。また、先進事例の研究、マーケットリサーチ、デザインシンキングなども取り入れ、提案内容を吟味して
いきます。
最終的には、企業へ提案内容のプレゼンテーションを実施して、企業から評価を受けます。企業が提案内容を実際に実施する
可能性があるので、企業側も真剣に対応してくれ、
リアリティの高い学習が繰り広げられています。

MPPの授業プロセス

企業

オリエン
テーション

情報
提供

受講者

課題の
理解

調査
分析

フィード
バック

戦略
立案

プロト
タイピング
＆テスト

中間
発表

評価

戦略
再検討

最終
発表

■

課題関連情報調査

■

インタビュー調査

■

プロトタイピング

■

先進事例調査

■

アイディエーション

■

ビジネスモデル構築

■

ユーザー観察調査

■

ステークホールダーマッピング

■

採算性評価

これまでの主な連携先企業：株式会社ティップネス
（2020）
、
東神開発株式会社
（2019）
、
株式会社パソナ
（2018）
、
東京急行電鉄株式会社
（2017）
、
株式会社明治
（2016）
、
株式会社ティップネス
（2015）
、
キーコーヒー株式会社
（2014）

効果的なマーケティング戦略を計画する能力
デザインシンキングでサービスを開発する能力
コンサルティングプロジェクトをマネジメントする能力
チームパフォーマンスを高める能力
提案内容を正確に関係者へ伝える能力
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・黒岩 健一郎（専任教員）
・吉橋 昭夫（多摩美術大学准教授）

Marketing Planning Project

清 水 常 平 さ ん 2020年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
なぜ履修したか
私には、新たなサービス・事業を立ち上げるという目標があり
ます。2020年度のマーケティング・プランニング・プロジェクト
（MPP）は、
デザイン思考によるサービスデザインのプロセスを
学びながら、連携先の企業にとって全く新しいサービスを提案す
るという内容でした。
「デザイン思考」
についてはこれまでも書籍
などを通じて学ぶことはありましたが、体系的なプロセスを体験
する機会はなく、企業に実在する具体的な課題に対し、
デザイン
思考による新たなサービス開発を行うという体験は、前述した
私の目標達成に向けた有効な財産になると考え、履修するに
至りました。

授業で学んだこと
デザイン思考において重要なことは、徹底したユーザー視点
でプロセスを進めていくことです。授業の初期では、ユーザー
観察・インタビューなど、
「ユーザー視点に立ったアイデア」を
考える時間が与えられました。
そして、売上や利益などのビジネ
ス視点を考えることなく、連携先企業とディスカッションを行う
機会が設けられました。最初からビジネスありきではどうしても
企画の幅を狭めてしまいます。
ビジネスプランを立てる前に徹底
したユーザー視点でのアイデアをぶつけることで、事業者都合で
はない消費者ニーズを本質的に捉えた企画に仕上がっていく
ことを体験しました。

また、企画を進めていく上で、デザイン思考はユーザーや
チームメンバーとのコミュニケーション無くしては成立しないと
いうことを実感しました。特にブレーンストーミングでは単なる
アイデア出しではなく、
むしろメンバーの
「知を引き出す」工程で
あったと感じています。
メンバーの知識や素養などの
「暗黙知」
が
引き出されることで、企画をブラッシュアップしていくための役割
分担が自然に成立していきました。
徹底したユーザー視点、多様な切り口によるアイデア出し
など、言葉では理解していることでも、微妙に意見が違うだけで、
思うようにディスカッションが進まない場面は何度も経験した
ことがあります。
デザイン思考はそのプロセスも大切ですが、
「他
者のアイデアに乗っかる」
という心構えもとても大切なことだと
理解しました。安心して発言することができる場をつくり、多様な
意見を受け入れることで、
それこそ全く考えもつかなかったアイ
デアが生まれていくことを体験しました。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
現職ではマネージャーとして、事業のマーケティング施策を
企画・実行するチームを率いております。組織をマネジメントする
立場として、授業で体験した、多様な知識や素養を引き出す場づ
くりは、
すぐに役立てることができました。
そして何よりも、
「デザイン思考でサービスを開発する」
プロセ
スを用いて、
これまでになかった新しいサービス・事業を立ち上
げるという目標を達成したいと考えています。
いつか
（それほど遠
くないタイミングで）、
『ABSの授業で学んだプロセスを用いて立
ち上げた事業』
の報告ができることを楽しみにしています。
※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更
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青山アクション・ラーニング
SDGsコミュニティ・マーケティング

SDGs and
Community Marketing

SDGs社会活動の本質を理解し、行政・企業など
様々な関係者をコーディネートして活動する能力を養う
2030年時点での持続可能な社会・環境の実現へ向け、17領域について
「SDGs」
（ 持続可能な開発目標）が設定され、行政・企
業・市民の各レベルで取り組むことが要請されています。ABSは「社会的責任を果たし、地球市民として活動する創造的リーダー」
の養成を研究科の主眼に置いており、SDGs活動に取り組む人材育成は、重要な科目となります。
この授業では、海外の大学及びビジネススクールで盛んなCBL（コミュニティ・ベースト・ラーニング）手法を本格的に取り入れ、
企業・団体・地域・行政などとの連携・交流を一層深め、社会の価値創造・伝達・提供（マーケティング）を進化させていきます。受講
生は、SDGs社会活動の本質を理解し、自分ごととして活動を構想し、様々な関係者をコーディネートする能力を獲得することが
できます。時代を反映したABSの新科目としてご期待ください。

S D G s コ ミ ュ ニ テ ィ・マ ー ケ テ ィ ン グ 授 業 の 進 め 方
理 解
■ 文献レビュー

一 シチズンシップについて

■ レクチャー
■ 事例研究
一 企業
一 行政

体 験
■ CBL
一 実際の取り組みに参加

構 想

実 行

■ SDGs活動の
企画構想

一 企画のしかた・巻き込み方・
活動を大きくしていく方法
などを学ぶ

一 リフレクション

一 社会課題の認識
一 シチズンシップ
一 取り組みテーマ・手法の
構想策定

一 取り組み関係構図

一 NPO

一 継続的に活動を生み出す/

一 個人

維持するための仕組みづくり

一 自分の役割確認
グループ活動

SDGs社会活動の本質を理解し、
自分ごととして活動を構想し、
様々な関係者をコーディネートする能力
事例などの情報収集とそこから企画発想する能力
グループメンバー協働でのプロジェクト遂行能力
ー考えを述べ共感者を醸成していく力
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グループ活動

（→演習での実践）

・宮副 謙司（専任教員）

SDGs and Community Marketing

中 川 直 樹 さ ん 2020年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
なぜ履修したか
SDGsコミュニティ・マーケティングを履修することで、SDGs
社会活動の本質を深く理解し、履修後は自ら実現可能な取り組

非常に役立つこととなりました。
「構想」
では、
これまでの学びや
体験からたくさんのアイデアが生まれ、
プロアクティブなディス
カッションが毎回の授業で行われました。授業以外でもグループ

みを提案・実施していきたいと考え履修しました。

ワークは活発に行われ、
メンバー全員が納得のいく構想を策定

授業で学んだこと

ト・ラーニング）手法を取り入れたSDGs社会活動の構想を実際

近年SDGsは企業だけでなく、個人・団体・地域・行政など幅
広く浸透し取り組みが行われています。
「 SDGsコミュニティ・
マーケティング」
では、宮副教授が授業の進め方として取り入れ
た
「理解・体験・構想・実行」
のプロセスを通じて納得のいく成果
物をつくることができました。
「理解」
では、企業や市民活動家の方々の講演を授業で受け、
実際に取り組まれているSDGsの活動を知ることで理解を深め
ることができました。一人一人が活動を行っていくことでムーブ
メントを起こし、SDGsの取り組みを広く認知させることができる
のだとあらためて感じました。
「体験」
では、千葉県木更津市のサ
ステイナブルファーム＆パークや、パタゴニアやエコアルフなど
SDGs型の製品開発や活動に取り組む企業店舗でのフィールド
ワークを行いました。直接体験する
（見る・触れる・聞く・食す）
こ
とでSDGs社会活動に至った背景や取り組みを理解することが
できました。
これらの体験がチームの構想を組み立てていく上で

することができました。
「 実行」
では、CBL（コミュニティ・ベース
の企業に提案させていただきました。提案先企業が、今後、私達
の提案を様々な事業活動の場面において実践いただければと期
待しています。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
私たちの周りには様々なSDGsの活動が行われています。
そし
てSDGsにおいて大切なのは、個々の意識を高めていかなくては
いけないことだと考えます。SDGsの取り組みに対する意識が高
まることで、
それぞれの活動拠点からコミュニティが形成されま
す。
これらのコミュニティに携わっていくことで地域全体の活動と
して参画することを可能とし、地域の価値創造・伝達・提供を進
化させ、地域でのシチズンシップを醸成することができます。
今後は授業での学びを生かし、自社でのSDGs社会活動を
推進していく上での企画・マーケティングを立案・構築し、新しい
取り組みを提案していきたいと考えています。行動することの
大切さは、
周囲との相互理解を深め共感させます。企業の価値を
も高め、継続的な活動によって大きな発展につながります。
まず
は私自身がイニシアティブをとって啓蒙活動を行い、
自社で実践
していきたいと思います。
※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更
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青山アクション・ラーニング
ビジネス・デザイン

Business Design

企業理念やビジネスアイデアの創出など、事業計画作成プロセスを通し、
ベンチャービジネスを起業する能力を育成
本科目は、
ビジネス経験があまりない学生を対象に、新規事業の事業計画を少人数のグループで作成することにより、
ソーシャル
ビジネスも含めたベンチャービジネスを起業する能力を育成することを目的としています。事業計画作成プロセスのうち、特にビジ
ネスアイデアの創出、
ビジネスモデルの構築に重点を置きます。本科目の特色として、いくつかの業界の専門家（ABS修了生）をゲス
ト・スピーカーとして招いて、事業計画作成のサポートを受けることにより、実現性の高いビジネスモデルと事業計画の作成を行う
ことが挙げられます。
授業の到達目標は、以下の2点です。

■ 企業理念やビジネスアイデアの創出からビジネスプラン
の作成までのプロセスを経験することによるベンチャー
ビジネス起業能力の養成。
■ 競争優位をもたらすビジネスモデルの構築能力の養成。

ベンチャービジネス起業能力
ビジネスモデルの構築能力
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・髙橋 文郎（専任教員）
・小谷 恵子（明海大学経済学部講師）

カリキュラム（2021年度）
必修科目

経営戦略

ファイナンス

マーケティング

アカウンティング

オペレーションズ・マネジメント

ビジネス倫理

企業経営の経済学

統計分析 I

組織行動

マクロ経済学

マクロ経済データ分析

統計分析 II

ビジネス・ゲーム基礎

オペレーションズ・リサーチ

ビジネス・フィロソフィー

文化と宗教から見るビジネスと倫理

ビジネス倫理とリーダーシップ

異文化マネジメントとリーダーシップ

キャリアとリーダーシップ

プレゼンテーション・スキル

グローバル・コミュニケーション
（基礎）

グローバル・コミュニケーション
（上級）

ビジネスへの演劇アプローチ

ストラテジー＆オーガニゼーション
グローバル・マネジメント

ゲーム理論とマネジメント

計量経済学とマネジメント

競争戦略

企業戦略
ソーシャル・
アントレプレナーシップ

イノベーション・マネジメント

新事業とベンチャー

アントレプレナーシップ

ソーシャル・ネットワーク
と組織のダイナミクス

人材マネジメント

マネジメント
（上級）

マネジメント演習 I

マネジメント演習 II

消費者購買行動

マーケティング・リサーチ

ブランド戦略

価格戦略

ファッション・リテイリング

マーケティング・
コミュニケーション

CRM戦略

マーケティング意思決定モデル

マーケティング・
ストラテジー・ゲーム

地域活性化のマーケティング

地域活性化のプランニング

地方創生実践論
神山プロジェクト

マネジリアル・マーケティング

セールス・マーケティング

サービス・マーケティング

マーケティング戦略

次世代農業イノベーション

次世代デジタルイノベーション

マーケティング
（上級）

マーケティング演習 I

マーケティング

マーケティング演習 II

ファイナンス＆アカウンティング
コーポレート・ファイナンス

サステナブル・ファイナンス

国際ファイナンス

インベストメント

証券データ分析

デリバティブ

企業合併･買収

企業財務戦略

財務会計

管理会計

タックス・プランニング

会計情報と株式市場

企業価値評価

財務諸表論

FAST

金融資本市場概論

ROEマネジメント

ファイナンス
（上級）

ファイナンス会計演習 I

ファイナンス会計演習 II

オペレーションズ&情報システムズ
ITマネジメント

ITと経営戦略

サプライチェーン・
マネジメント

サプライチェーン・
モデリング

オペレーションズ・
マネジメント・リーダーシップ

インターネット・ビジネス

デジタル・
マーケティング

SNS時代の
パブリックリレーションズ

ビジネスデータ分析

グローバルIT

プロジェクト・
マネジメント

オペレーションズ・
情報システム
（上級）

オペレーションズ・
情報システム演習 I

オペレーションズ・
情報システム演習 II

統計的分析論 I

統計的分析論 II

リサーチ・メソッド

ヘルスケア・マネジメント

医療経済学

イノベーションと組織文化

イノベーションと組織改革

ファッションとビジネス

エンタテインメント・ビジネス

コンサルティング・プロジェクト

ビジネスにおける法と経済学

市場と組織

経営史

コーポレート・ガバナンス

リスク・マネジメントとコンプライアンス

海外研修セミナー I

海外研修セミナーⅡ

海外研修セミナーⅢ

インターンシップ

国際マネジメント・セミナーⅠ

国際マネジメント・セミナーⅡ

企業法Ⅰ（会社法）

企業法Ⅱ（会社法）

社会調査論 I

社会調査論 II

社会調査法 I

社会調査法 II

社会統計学

キリスト教学

※ABSでは他研究科科目
（経営学研究科や法学研究科など）も選択できます

マネジメント・ゲーム

アドバンスト・コーポレート・コミュニケーション

企業分析とファンド・マネジメント・シミュレーション I

企業分析とファンド・マネジメント・シミュレーション II

ビジネス・プランニング

ビジネス・デザイン

マーケティング・プランニング・プロジェクト

SDGsコミュニティ・マーケティング

ファイナンス＆テクノロジー

インターネット・ビジネス・プロジェクト I

インターネット・ビジネス・プロジェクト II

プロジェクト・レポート
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科目紹介（2021年度 抜粋）
必修科目

経営戦略

ファイナンス

経営戦略論のなかでも事業戦略について解説する。市場の分析、個別
企業の分析、基本戦略など戦略立案に必要となる技法を身につける。
講義と事例研究に基づくディスカッションを交えながら、個別事業の
責任者である事業部長の視点から事業戦略についての理解を深めても
らう。

ファイナンスは、企業の財務的意思決定を扱う分野である。企業の
資金調達から投資活動、収益の分配などの企業内外のお金の流れに加
え、資本市場や証券評価など多岐に及ぶ。本科目ではファイナンス分
野の全体を概観し、主要な概念である時間価値とリスク・リターンを中
心に、経営財務、証券投資、資本市場についての基本的な理論を扱う。
主なトピックスは、ファイナンスの目的と課題、確実性下の評価、不確
実性とリスク、投資の理論、評価の理論、デリバティブ、プロジェクト
の評価、資本構成と企業評価などである。

マーケティング

アカウンティング

オペレーションズ・マネジメント

ビジネス倫理

企業経営の経済学

統計分析Ⅰ

マーケティングは、企業の成長を司る重要な機能である。この科目の
目的は、マーケティングの基礎的な理論や概念を体系的に理解するこ
とである。さらに、それらの理論や概念を使って、マーケティング問題
を解決する技能を養成することも目的である。そのために、テキスト
の内容を事前に理解した上で、授業では主にケースメソッドで学ぶ。
また、グループでマーケティング問題に取り組み、分析や提案内容を発
表する機会も設定する。

オペレーションズ・マネジメントを、企業戦略遂行の3要素（ファンク
ション、製品・サービス、マーケット）のマネジメントとした上で、多く
のオペレーションに共通する典型的な問題点を理解し、それら問題点
を解決するにあたっての基本的な考え方と分析手法を身につけること
を本科目の目的とする。主に講義とケース・スタディを活用して授業を
進める。
さらに理解を深める為にミニ・ゲームやシミュレーションも実施
する。

企業経営を考える上で有用なミクロ経済学の基礎について講義す
る。ミクロ経済学では、消費者行動の結果として導かれる需要と企業行
動の結果として導かれる供給、そしてそれらが出会う場である市場の
役割と、市場における競争状況に応じた企業の戦略、企業組織内の問題
を考察する上で有用な情報の経済学の基礎を学ぶ。講義を中心に基本
的な概念や考え方を説明し、適宜関連する内容のケーススタディを紹
介する。

このクラスは、財務情報を分析するために必要な会計の基礎知識の
習得を目的としている。授業では、簿記に関する技術的知識を中心に、
会計の基礎理論、財務諸表分析の基礎的な手法、有価証券報告書の読み
方、国際会計の動向を含む最新の会計事情など重要な論点について講
義を行う。授業は広範な領域を効率よく学ぶことができるようデザイ
ンされているので、受講生は毎回の課題に主体的に取組んでいただき
たい。

現代の企業経営が直面している具体的な問題や課題をビジネス倫理
の視点から分析して、受講者が自身の問題として捉え、解決の方向を
模索することを目的とする。企業活動の倫理的側面について考察する
ために必要とされる倫理学の理論的フレームワークを学んだ後、企業
と顧客、従業員、資本提供者、社会、環境との関係など、現代企業が直面
する具体的な倫理問題について取りあげる。講義以外に討論やケース
分析を行って授業を進める。

私たちは日常生活やビジネスにおいてさまざまな統計データに触れ
ることが多い。それらのデータを適切に要約し役立つ情報を引き出す
記述統計、および、一部のデータから母集団について把握するための推
測統計の基礎的な理論を習得し、統計学の見方・考え方を身につけ、意
思決定を行うときの助けとしてもらうことを目的としている。

組織行動

組織行動論は、組織におけるミクロの側面、つまり組織内の個人や職
場の人間関係などを中心にしたもので、仕事の場面で日常遭遇する分
野を対象とし、職場における人間行動・人間関係の理解を目的としてい
る。組織の中で働くすべての人にとって、組織行動論は必須の知識で
ある。本講義の具体的な内容は多岐にわたるが、進め方は基本的な理論
とその応用としてのケース分析である。

基本科目

ビジネスへの演劇アプローチ

俳優の演技術をベースに、
「身体」を有効に使って「演劇的視点」から
ビジネスを考えていく。緊張に縛られず、固定観念に囚われない柔軟
で即興性の高いパフォーマンスが行えるよう、俳優トレーニングに用
いられる手法をビジネスのコンテキストに合わせて講義し、体験す
る。また、自己から他者への「視点の転換」を試みる。最後に、プレゼン
テーションにおける有効な言語非言語コミュニケーションとは何か
を分析し、実習していく。

マクロ経済学

どのような業種、職種に属すかを問わず、一国の景気そして盛衰は
ビジネス・パースン誰もが視野に入れなければ、適切な経営判断はでき
ない。ましてや、グローバル化した世界経済の下では世界各国の動向を
も視野に入れる必要がある。GDP,物価、利子率、為替レート、失業率、
金融財政政策などすべてのビジネスパーソンに不可欠な基礎知識を
提供していく。

専門科目

ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス

ビジネス世界は、複雑に絡み合うフォーマル及びインフォーマルな
ネットワークにより展開されている。オフラインからオンラインまで
が「つながる時代」を迎えた現在、眼に見えない関係性のダイナミクス
が、組織のコミュニケーション、集団の意思決定、顧客との共創、経営の
効率性に大きな影響を与える。組織論、組織行動論、企業戦略論などと
の関連で、マネジメントとソーシャル・ネットワークに関する古典から
先端研究まで扱い、ディスカッションや分析を通じ、体系的な知識の習
得と実務への応用を考える。

地域活性化のマーケティング

地域活性化は日本の新成長戦略のひとつとなっており、従来の商店
街のテーマパーク化やB級グルメ開発等でない、地域の本質的・持続的
な豊かさへ向けた取組みが求められている。本科目では、マーケティ
ング理論を適用し、地域の特徴や資源に着目し、それを編集し地域の価
値とし、それを広く伝達し提供（実現）することを地域活性化と捉える。
その視点で地域ブランドやプロモーション、街づくりなどの事例を
研究し、取り組むべきモデルを検討し、その実践に役立てることを目標
として学習する。

マネジリアル・マーケティング

マーケティングは、企業の成長を司る重要な機能だが、それだけで
モノやサービスが売れる時代ではない。顧客のニーズを的確に満たす
には、マーケティング部門だけが独自に活動するのではなく、研究開発
部門や製造部門などとの統合的な戦略・調整が必要である。
したがって、
経営者やCMOが深く関与して意思決定が行われなくてはならない。
本科目では、プロダクト・マネジャーやブランド・マネジャーが考える
べきイシューではなく、経営者やCMOが考えるべきマーケティング・
イシューについて議論する

サプライチェーン・マネジメント

総論賛成・各論反対となりがちな複数の組織が関係するサプライ
チェーン・マネジメントの諸問題を考えるには、戦略的な視点が不可欠
となる。インセンティブが必ずしも合致していない組織が一つの供給
連鎖の中に組み込まれていることに問題の一因があることを理解した
上で、どのような戦略的打ち手が直面する問題を解決するのか、ケース
ディスカッションとシミュレーションを活用しながら深く考えていた
だく。理解を深める目的で、関係する理論や原理・原則についての講義
も実施する。

コーポレート・ファイナンス

企業価値を最大化するためには企業がどのような財務戦略をとるべきかを
中心に議論する。そのために、企業価値評価手法の基礎と応用について講義を行
う。具体的には、財務諸表分析、正味現在価値（NPV）法、収益還元法、市場乗数
（Market Multiple）法、リアルオプションなどを扱う。ファイナンス理論を実務
への適用する実践的な能力を涵養するためにケースメソッドを利用する。授業
で議論するケースの一例は、クロスボーダーM&A、LBO&MBO、ベンチャー
企業への投資における財務戦略などである。行動ファイナンス、FinTech、
InsurTechなど、ファイナンス理論や実務の新しい論点についても議論する。

ビジネスデータ分析

本科目ではデータ分析の専門家というより、データを利用してビジ
ネス意思決定を行うことを目的とする。
具体的には、
①日々のビジネス
活動の生産性の向上、
②数値データに直接触れ合い、
肌で現場の動きを
知る、
③勘や経験だけではない、
意思決定能力を身につける。
授業はPC教室で実際にマーケティング系のデータ分析を行いながら
進行する。
具体的には、
Excel, SPSS, Rなどのツールを用いて、
回帰分
析、
クラスター分析、
主成分分析などを学ぶ。

消費者購買行動

インベストメント

競争戦略

プロジェクトマネジメント

この講義では消費者行動の基礎理論、消費者行動の内的決定要因と
消費者行動が与える外部への影響、消費者行動がマーケットに与える
影響を取り上げる。後半はケース研究を通じて、消費者行動を理解
した上で消費者マーケットを取り上げて考察する。

本科目では上述の｢経営戦略｣では扱えなかった経営戦略論のテーマ
について検討する。具体的には、産業ライフサイクル別戦略および多角
化戦略、垂直統合、戦略的提携，M&Aについて扱う。本講義ではレク
チャーと事例研究に基づくディスカッションを交えながら、企業経営
者または事業部長の視点から事業戦略・企業戦略に関する理解を深め
てもらう。

ポートフォリオ理論、CAPMに始まる現代投資理論は、最近、20年ほ
どの間に起こった行動ファイナンスに代表される実証研究等の成果に
よって修正を迫られている。この科目では、世界のMBAで標準的に
利用されている教科書を用いて、現代投資理論の現在を概観し、その
結果を踏まえた投資技術を学ぶ。適宜、投資の世界の最新の話題にも触
れる。

「独自の目標を設定し、それを期限までに達成させる一連の活動」が
プロジェクトである。このプロジェクト活動では、ルーティンワーク
（定常・継続業務）とは全く異なるマネジメント手法が必要であり、それ
が「プロジェクトマネジメント」である。本講義ではグローバル・デファ
クト・スタンダードであるPMBOK® のマネジメント手法をベースに、
座学、ケースを活用したグループワーク、ビジネスゲームを通じて、
知識の習得と体感でプロジェクトマネジメントを学ぶ。

※この科目紹介の内容は、2021年度の情報をもとに作成されており、今後変更される場合があります。

創造的リーダーへの道筋
創造的リーダーの養成は、2 年間のプログラムでの濃密な学習が中心ですが、入学前と修了後を含め、時間軸の幅を
広げて支援しています。

２つのコース
ABS は、イブニングコースとデイ

タイムコースの 2 つのプログラムを

設けています。両プログラムは、カリ

コース名

学位

特徴

履修期間

イブニングコース

経営管理修士
( 専門職 )

主として平日夜間と土曜日に
科目履修
3 年以上の職業実務経験が必要

2年

デイタイムコース

経営管理修士
( 専門職 )

主として昼間に科目履修

2年

キュラムや学位は同じですが、
授業の
時間帯や授業の内容は異なります。

※ 2021 年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に、
「フル・タイムコース」から
「デイタイムコース」に名称変更

学

在

フレッシュマンキャンプ

合 宿 形 式 で 実 施 す る の で、受 講 者 間 の 絆
作りにもなります。

P24 へ

入

学

時

授業外の
学習機会

授業以外にも
学びの機会が
あります。

必修科目

の
在
現 た
あな

入学式

知的興奮が冷めやらない
2 年間の始まりです。

英語能力アップ講座

22

英語の能力を向上させる
ために在校生向けのTOEIC
対策講座を受講できます。

P24 へ

P25 へ

創造的リーダーに
求められる基礎的
な知識を学びます。

P20 へ
専門科目

キャリアプランを
念頭に、得意分野の
深化や苦手分野の
補強のため専門的
な経営知識を修得
します。

P21 へ

学

創造的

修了式

晴れて MBA ホルダーです。

修

了

リーダー

後

科目等履修生制度

2 年間で履修できなかった科目
を修了後に履修できます。

中

P34 へ

同窓会での交流

各種イベントにて他の
修了生と交流できます。

P35 へ

自主研究会

各 種 研 究 会 で、経 営 知 識 を
ブラッシュアップできます。

P34 へ

青山アクション・ラーニング

それまでの学びを駆使してプロジェクトに
挑みます。

授業時間帯
イブニングコースは、平日の夜間と土曜日に授業が配置

されています。デイタイムコースは、平日の昼間が中心です

P4 へ
ABS ライフ

夏祭りやクリスマスパーティ
など、楽しい時間もあります。

P33 へ

が、平日の夜間と土曜日にも履修できる授業があります。

イブニングコースとデイタイムコースの授業時間帯
月
1

火

水

木

金

土

9:00 〜 10:30

2 11:00 〜 12:30
3 13:20 〜 14:50
4 15:05 〜 16:35
5 16:50 〜 18:20
6 18:30 〜 20:00
7 20:10 〜 21:40

イブニングコースの時間帯

デイタイムコースの時間帯

サポートプログラム
入学前は「どのような学びが得られるのか」という期待と同時に、
「 授業についていけるだろうか」という不安も同居している
でしょう。そのような不安を解消し、実りある2年間にするために、サポートプログラムを設置しています。

MBA準備講座
1年次の必修科目受講に向けて必要最低限の基礎知識を

確認し、足並みを揃えることを目的として、希望者に対して
数学·統計·会計の3講座（ビデオ学習）を予定しています。

MBAの各科目では定量分析が求められることが少なくあ

りません。それには数学表現の理解が欠かせません。高校1

年から数学から遠ざかっている方や数学アレルギーの方に
もわかりやすい講座になっています。

英語能力アップ講座
英語は、現代のビジネスシーンにおいて不可欠なツールで

フレッシュマンキャンプ
例年本格的に授業が開講する前に、1泊2日の合宿方式で

す。会社の公用語が英語という日本企業も増えてきました。

オリエンテーションを実施しています。
まず、
ビジネスゲーム

を入学前に受講することができます。

ます。次に懇親会では、学生間、先輩、教員との交流を通じて

在校生向けに設置しているTOEIC対策／ビジネス英会話講座

で会社経営を体験し、自分自身の学ぶべき点を再確認し
絆を深めるとともに、その会話から2年間の生活をイメージ

することができます。最後に、カリキュラムの説明を受けて、
それぞれの学習計画を立てていきます。

（2021年度はコロナ禍のため学内でカリキュラム説明、

ビジネスゲーム、オンラインで懇親会を1日で実施）

オンライン対応
2021年度前期は、原則対面で授業を行っていますが、入国

できなかった学生ややむを得ない事情がある学生は、オンラ
インから受講できるようにハイフレックス型（対面とリアル
タイムオンライン型の併用）で授業を実施し継続して受講で
きるような十分な準備態勢を整えています。

オンライン形式でもリアルタイム型（同じ時間にオンライ

ン上に集まる）とオンデマンド型（録画されたものを視聴す
る）、併用型の3タイプありますが、対面での授業が実施でき
なくなった場合にも、ABSではほとんどの授業はリアルタイ

ム型で実施されMBA授業の醍醐味である受講者間の活発な
討議が繰り広げられています。
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授業外の学習機会
ABSには、授業以外にもさまざまな学習機会があります。講演会や海外のビジネススクールとの交流など、知的興味を刺激
する企画が実施されています。主なものを紹介しましょう。

青山MBAフォーラム
企業が直面するさまざまな経営テーマについて、外部の
専門家やABSの教授が講演する公開セミナーです。年に数
回、定期的に開催されています。
これまでLVMHモエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン株
式会社代表取締役社長のノルベール・ルレ氏、彫刻家の名和
晃平氏、ゴディバ・ジャパン代表取締役社長のジェローム・
シュシャン氏、ウシオ電機株式会社代表取締役社長の内藤
宏治氏、バンクオブニューヨークメロン証券株式会社代表
取締役社長の千原いづみ氏などがご登壇されました。
また、キャリア・フォーラムやマーケティング・フォーラム
など、
分野に特化したフォーラムも年に数回実施しています。

海外MBAとの交流
海外のビジネススクールの学生がABSを訪れた際に、交
流会や特別授業を実施しています。ここ数年は、ロシアのモ
スクワ大学ビジネススクール、タイのチェンマイ大学ビジ
ネススクールが、ABSを訪れています。特別授業内では、
ABSの学生と訪問したビジネススクールの学生の混成チー
ムでグループワークを実施しています。

豊富なデータベース
大学図書館の所有するデータベースでは新聞記事検索、
四季報や雑誌記事が検索できるシステムも充実しており、
PDFで個人のPCやスマホ、タブレット端末で自宅でも閲覧
することができます。また企業の財務データ、業界データ、
マクロデータも利用可能です。
研究科でも独自に、海外の財務データや、商品やサービス
のマーケットシェアなど市場動向を調べることができる
システムを取り揃えており、授業の予習、レポートの作成や
研究に活用できる豊富な資源があります。

学生の自主的な研究活動
MBAクラスでのグループワークを発展させて、学生の自
主的な研究活動も盛んです。地域創生につながる地域の現
地調査（愛媛県西条市、徳島県神山町など）、青学周辺に立地
するいわゆる「青山企業」に関するマーケティング戦略の
ケース研究、外国人学生による百貨店や商店街のインバウ
ンド対応分析と提案など、様々なテーマ領域で教員の指導
サポートも得ながら学外でも学び、地域や社会に向けた
貢献に取り組んでいます。

英語能力アップ講座
英語の能力を向上させるには、継続的な学習が効果的
です。ABSでは、入学前から積極的に英語を勉強できる環境
があり、英語学習へのモチベーションを高く維持できます。
そして、それを後押しすべく、TOEIC対策講座の設置、年数
回のTOEIC受験機会を提供しています。
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産学・社会連携活動
ABSでは、社会的責任（Social Responsibility）を果たす人材を養成し、広く社会に貢献していくため、企業・団体や地域
との各種連携事業などを通して社会連携と貢献活動を推進しております。

寄附講座
寄附講座とは、民間企業などの外部組織から教育・研究振興のために寄付された資金や人材を活用し、研究教育活動を行うもの
です。2021年度は以下の9講座を開講しています。

人工知能やブロックチェーン、IoT等の先進テクノロジーを活用した、組織
の生産性向上やビジネスモデルの変革を実践している事例と、それを実現する
組織・人事面での施策について、知識を習得します。これらの知識をもとに、創
造的破壊をうみだすイノベーションを企画し、イノベーションを創出する組織
への変革計画を策定するための、コンサルタントレベルの能力を習得します。

日本の農業の現状課題を踏まえ、生産・加工・流通・小売・飲食・消費ま
でのバリューチェンごとに様々な異業種を掛け合わせて新たな農業の
あり方を追求する、
「次世代農業」の考え方を紹介するとともに、産学連
携から新しい農業の可能性や展開方法を検討します。さらにそのような
観点での新しい農業従事者の人材育成と将来的な拡大を目指します。

地方創生の先行事例といわれる徳島県神山町で、その推進役を果たし
ているNPO法人グリーンバレーの実践事例を具体的に学び、地域活性化
の担い手人材を育成することを目指す科目です。グリーンバレー理事を
はじめ、現地で地域活性化に取り組む実践者・専門家をゲストに招く授
業内講演形式で、現地からのオンライン中継も含めて授業を行います。

社会の課題や企業の経営課題を起点とし、解決手段としてのDXソリュー
ション・CXソリューションや、5G/6G+IoTの時代を迎えたCPS（サイバーと
フィジカルを掛け合わせたシステム）の最新事例を紹介します。受講生たちは
自らの経験を活かし、課題を設定し、解決手段としてのDXやCXを考察すると
同時に、事業企画やビジネスモデルを最後に発表することをゴールとします。

SNS時代のパブリックリレーションズについて、実例の紹介と履修生に
よるワークショップを中心に講義を進めて理解を深めます。取り扱う範囲
は、デジタルトランスフォーメーションやSDGsに取り組む企業の評判形成
や、製品やサービスの市場創造、炎上リスク対応、社長交代やM&A時の
コーポレートコミュニケーションといったカレントなテーマを扱います。

日本株式市場を中心に「マーケットとは何か」ということを
考察します。最新の学術研究にも触れながら、理論と実践の
両面に軸足を置いたバランスの良い分析を通じて、株式市場の
合理的な評価・予想を試みます。また、近未来の金融市場がどの
ような変貌を遂げるかを議論します。

企業のコーポレートコミュニケーション・オフィサーになるために必
要な事項を会得することを目的としています。具体的には、①投資分析方
法、②IRの理解、③CSR活動の理解、④財務政策、⑤長期の企業価値向上策
（長期経営計画）やガバナンス体制、⑥企業情報開示（統合報告やアニュア
ルレポート）、⑦開示方針の理解、を経て、総合的な最終発表を行います。

実際のさまざまな企業のROEおよび資本政策を具体例とし
て取り上げ、詳細かつ多角的に分析します。ROEを軸として、
株主還元策、資本コスト、コーポレート・ガバナンス、エンゲー
ジメント（投資家との対話）、そして「真の企業価値とは何か」
などにつき考察します。
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アナリストレポートの作成と日本株アクティブ運用の擬似体験を行
います。講義を通じて財務分析・企業戦略分析の能力の向上を図るととも
に企業価値評価の方法の習得を目標とします。さらに、ポートフォリオの
組成を通じて、銘柄選定方法を学ぶとともに、ポートフォリオ管理のため
のリスク分析の考え方、パフォーマンスの評価の仕方について学びます。

産学連携活動
ABSの授業運営には、各分野の専門家・実務家など非常勤講

師（2021年度36名）が関わり、また、ゲストスピーカー（2020
年度85名）による授業内講演が実施されています。
MPP授業での産学連携

マーケティング分野の青山アクション・ラーニング科目群

「マーケティング・プランニング・プロジェクト（MPP）」では、
特に時代を捉えたテーマで、企業・団体と産学連携し、学生がそ
のマーケティング戦略を策定し連携先に提案するプロジェク

社会連携活動
団体との連携

日本証券アナリスト協会、日本CFA（Chartered Financial

Analyst）協会などと連携したファイナンス関連科目開発、イ
ベントの開催を行っています。

また米国PMI(Project Management Institute)日本支部と

アカデミック・スポンサー契約を結び、学生のプロジェクト・マ
ネジメント専門家資格の取得を促し、その専門家人材の育成を
進めています。

ト型演習を行っています。

コミュニティ・ベースト・ラーニング（CBL）

に学び、東京郊外生活の充実へ向けて世田谷区を対象とした

を超えて、コミュニティの関係が深く、その活動の成長や革新

川髙島屋S・Cなどを運営する髙島屋グループの商業デベロッ

複数の科目でCBL要素が積極的に取り入れています。

2019年度は、米国オレゴン州ポートランド市の地域活性化

地域価値向上の戦略デザインに取り組みました（連携先は、玉

パーである東神開発株式会社）。2020年度は、健康経営をテー

CBLは、従来の「ボランティア」
「サービス・ラーニング」概念

につながる協働の学びの取り組みとされています。ABSでは、
例えば、一般社団法人グリーンカラー・プラネットの寄附講

マに株式会社ティップネスと産学連携し、企業向けの従業員の

座「次世代農業イノベーション」では、毎年、東京近郊の自然農

を行いました。

ル」の仕組みを学ぶとともに、新たな農業へのイノベーション

ための健康維持サービスの開発とマーケティング戦略の策定

これまでの主な連携先：東京急行電鉄株式会社、株式会社

で受講学生が実際の農作業を体験し「ファーム・トゥ・テーブ
を構想し提案しています。

明治、キーコーヒー株式会社、株式会社ヤクルト球団、株式会社
西武ライオンズ、株式会社パソナなど

地域連携活動
愛媛県西条市・地域企業との連携

青山学院大学の青山キャンパスは、江戸時代 伊予西条藩松

平家の上屋敷であった敷地に立地しており、西条市と青学とは
歴史的なゆかりとつながりを持っています。ABSは、愛媛県西
条市の第三セクターである「株式会社西条産業情報支援セン

ター」
（ 略称：SICS）と連携し、同所にサテライト型研究室を
設け、西条市の地域研究及び、地域の企業などと連携した地域

活性化に関する研究活動を行っています。
（2018〜2020年度：
西条市地域研究事業支援補助金交付、及び青山学院総合研究所
研究ユニットとしての研究）

「地域活性化のマーケティング/プランニング」授業などでの地域連携

これまでの主な地域連携先：徳島県神山町、静岡県熱海市、

北海道別海町、岩手県一関市、茨城県潮来市、福岡市など

ABSは、持続可能な社会づくりに向け、上記
のような教育・研究活動を通じてSDGsに取り
組むとともに、そのような活動を担う将来人材
の育成に特に力を入れています。
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Global Network

海外ビジネススクール
とのつながり

ABSは、経済・社会のグローバル化が進む中で企業経営をリードできる経営プロフェッショナル人材の養成を目標に掲げ、
海外ビジネススクールと次のような様々な接点とかたちで交流を行うなど国際性豊かなカリキュラムを提供しています。

海外ビジネススクールの教授陣による講義・セミナー
海外のビジネスや学術研究の最新の実情や動向について、海外の大学から専門の教授陣を招き、講義頂くことで、グローバル化

人材の育成を目的としています。

クリスチャン・フランケル准教授：コペンハーゲン・ビジネススクール（デンマーク）
【右】
マーティン・コルンバーガー教授：EMリヨン・ビジネススクール（フランス）
【中央】

ホセ・オサンドン准教授：コペンハーゲン・ビジネススクール（デンマーク）
【手前】
トマス・アリツィア准教授：ディエゴ・ポルタレス大学
（チリ）
【奥】

アンナ・グリャズノバ教授：モスクワ大学ビジネススクール（ロシア）

トマス・ドマンスキー教授：ロッズ大学（ポーランド）

交流プログラム
「海外研修セミナー」として海外のビジネススクールを訪問したり、海外からビジネススクールの教員・学生を受け入れ、活発

に交流を図っています。

海外研修セミナー/タマサート大学ビジネススクール（タイ）への訪問
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モスクワ大学ビジネススクール（ロシア）教員・学生のABS来訪

Creative Leader

創造的リーダー

ABSでマネジメント能力を身につけた修了生は、さまざまな分野で活躍しています。ABSが輩出した創造的リーダーを
ご紹介しましょう。

森川 亮 さん

白水 美樹 さん

1999年修了

2006年度イブニングコース※修了

C Channel株式会社
代表取締役社長

レオス・キャピタルワークス株式会社
常務取締役 総合企画本部本部長

1989年に筑波大学を卒業し、日本テレビに入社。シス

テム部門配属後、新規事業プロジェクトを中心に幅広いメ

第一證券（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券）にて株

式トレーダー、ソニー生命保険を経て、DLJdirectSFG証券

ディア事業に携わる。勤務しながらABSで学び、1999年に

（現 楽天証券）の創業より勤務。カスタマーサービス部長、

LINE）に入社し、事業部長、取締役、副社長を経て、2007年

ネット証券業務に携わる。勤務しながらABSで学び、2007

修了。ソニーを経て、2003年にハンゲームジャパン（現
に代表取締役社長に就任。2015年3月、同社代表取締役社

長を退任。同年4月、C Channel株式会社代表取締役社長に
就任。

ABSで練った事業案を今、現実に
LINEの代表取締役を退任し、若い女性向けのメディア

事業を始めました。実は、この事業は ABSに在学している
ときに考えていたことなのです。当時、ドメスティックな

テレビ局に勤務していた私は、グローバルなメディアを作

りたいと思っていました。経営戦略の授業などでは、グロー

バル企業が取り上げられることが多く、それらの学びを
土台にして、事業計画を練り上げました。修了後すぐには
事業化しませんでしたが、ソニーとLINEにおける業務経験
を経て、より洗練された今の事業形態に昇華しています。

C Channelでの私の経営スタイルは、ABSで学んだ経営

知識に、実際に経験してきた日本型経営と外資系型経営を
ミックスさせたものになっています。それぞれの良いとこ
ろをバランスさせて、変化の速い経営環境に素早く対応で
きるようにしています。

このようにABSでの学びは、現在の私の経営手法に直接

的にも間接的にも大きく影響を与えています。

経営企画部とサービスから企画・管理まで幅広くインター
年3月修了。2008年レオス・キャピタルワークス入社。常務
取締役 総合企画本部本部長（現職）。

ABSで経営の言語を得る
資産運用会社の取締役として経営全般にかかわるように

なって、ABSで幅広い知識を学んでおいてよかったと改め
て感じています。MBAに挑戦したのは、その頃部下の管理

に悩んでいて、組織マネジメントを習得したかったからで

す。しかし、それだけに絞り込まず、ファイナンスや経営戦
略なども総合的に学んだことが、今につながっています。

ABSでは、まず経営について語る言語と思考を手に入れ

たと思っています。たんに経営用語を知るだけではなく、そ
の背景にある理論や関連するフレームワークを理解してい

たほうが、メンバー同士の共通認識を深めやすく、コミュニ
ケーションツールとして役立ちました。

また、ABSは女性の仲間が多かったことも心強かったで

す。会社では女性の管理職としての期待も寄せられていた

こともあり「自分が後輩のロールモデルにならなければ」と
無意識のうちに肩に力が入っていた気がします。そんなと

き、ABSの仲間との交流で、他社での女性の働き方や労働

環境などの情報交換をする機会があったことが自分にとて
も有益な場所でもありました。

※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更
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キャリアデザイン
さまざまな学びの動機や目的でABSに入学し、
2年間で多くを学修し、
修了後にそれぞれの分野で活躍する方々をご紹介します。

どういう意識で学修し、ABSでの学びを今のキャリアに活かしているかなど、あなたのキャリアデザインの参考にしてください。

キャリアアップ／昇進
本田 恵美里 さん 製薬会社勤務
2018年度イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
本田恵美里さんは、社内の専門業務から担当変更で業務範囲が高まり、それまでの

実務経験だけでは太刀打ちできないと感じ、
ビジネススクールに進学したケースです。

本田さんご自身は「理系出身でこれまでは全く関わったことのない分野の科目が

多く、課題やグループワークなどの時間のやりくりも大変でした」と語りますが、家族の
協力もあり、
2年間の課程を見事に修了しました。

学生生活を通じて、
「学ぶということは、知識をつけていくというよりは、自分が知ら

ないことがある、ということを認識していくこと」だと感じています。本田さんは、学生

幹事会活動や
「ABS Gathering」
という学生自主運営の勉強会などに積極的に携わって、
多くのクラスメートに出会い、
「彼らの有能さにほれぼれしつつ」と一緒に学べることの
幸せをかみしめています。

キャリアチェンジ／転職
早川 康一 さん 総合商社勤務
2018年度イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
早川康一さんは、食品メーカーの海外勤務を終えて帰国した時点でABSに入学し、

在学中に経営コンサルティングファーム、さらに現在の総合商社に転職し、食料分野に
おける事業投資の仕事をしています。

ABSの2年間を振り返ると、
「共に過ごしたバックグラウンドの異なる多くの友人との出

会いが最も大きな収穫だった」
と考えています。
個性豊かで志の高い仲間との交流からは、

「いつも様々な気付きを得ることができ、
自分の世界観を改める機会にもなった」
そうです。
早川さん自身
「まだまだ模索中の身であり、
正解を持ち合わせていません」
と語ります

が、
「自分なりに将来どの様な仕事を通じて社会に貢献したいか、そしてそのために今で

きる事は何かを一生懸命に考え続けてきたことが、多くの人との出会いにつながり、
ターニングポイントを生むきっかけになったのではないか」
と振り返っています。

起業
坂本 雅志 さん 株式会社スマートウィル
2011年度デイタイムコース（旧フル・タイムコース）※ 修了
坂本雅志さんは、
30代後半に、
投資ファンドから被買収企業の経営陣として参画した際

に、
これまでの経営知識・経験の棚卸し、
新たなインプットの必要性を感じABSに入学しま

した。
そして、
「CRM」
（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）
の領域でのコンサ
ルティング会社を起業しました。
現在、
①ビッグデータ活用コンサルティング、
②顧客イン
サイトマーケティング、
③コミュニケーションデザインを3本柱に事業展開しています。
またABSのMBA科目
「CRM戦略」
を非常勤講師として担当しています。

今後の起業に備えABSに進学しようとする方へのメッセージとして、
坂本さんは、
「学位

取得目的でなく、あらゆる可能性を見出すことを念頭に、自分自身がこれから大事にする

であろう
『何か』
を得るために、
夢中になって暗中模索する2年間を過ごしていただきたい」
と語っています。

※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に、
「フル・タイムコース」から「デイタイムコース」に名称変更

事業継承
渡辺 悠太 さん 渡辺産業株式会社
2010年度イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
渡辺悠太さんは、父親が経営する英国ファッションブランドの輸入総代理店卸・小売

事業を行う会社の事業を、代表取締役という立場で、継承しています。ABSへの進学も
その準備のため、経営をしっかり学ぶことが主眼でした。入学当時は、
「ビジネスに関す
る知識がない真っ新な状態」であったが、
「全ての授業が面白く、新しい気づきと発見の

連続で」
「 実際ABSで学んだことを直ぐに実務で試せて」学ぶ楽しさを実感しながら、
能力を高めたそうです。

特に「ビジネス・プランニング」を履修し、東京都ビジネスプランコンテストでの優勝

を果たし、チームワークでの学びも多く得て、それらを現在の企業経営で生かしている
ということです。
「ファミリー・ビジネスこそ革新を」と、社内事業部の推進、英国パート
ナーとのコミュニケーション、
新規事業などに取り組んでいます。

デイタイムコース修了生の活躍
椿 竜太朗 さん 株式会社ベイカレント・コンサルティング
2014年度デイタイムコース（旧フル・タイムコース）※ 修了
椿竜太朗さんは大学卒業直後にABSデイタイムコース※ に入学し、修了後は経営コン

サルティングファームに就職しました。椿さんは入社後に大企業の戦略立案から業務改

善、ITプロジェクトの実行支援まで経験しました。現在はDX（デジタル・トランスフォー
メーション）
の案件を中心に顧客の市場調査から事業戦略立案を担当しています。

ABSでは企業経営の基礎科目で知識を身につけ、さらにゼミ演習科目で専門分野を

深めました。入学当初は新卒学生として発言も躊躇しましたが、
「知らないことが強み」

と思いなおし、積極的にイブニングコース※ の方々との議論に混ざってきました。また、

異文化理解も含めた交流も貴重な経験でした。
ABS
デイタイムコース※ は留学生も多く、
は、
「バックグラウンドや世代、業界が異なる人々との交流から多くの学びを得て、一生
の繋がりを持てた」
と振り返っています。

海外での活躍
平田 周二 さん ベカメックス東急有限会社（ベトナム）
2010年度イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※ 修了
平田周二さんは、東京急行電鉄株式会社リテール事業部勤務時代にABSで学び、修了

後、同社のベトナムでの新事業、ホーチミン市近郊のビンズン省での都市開発事業を社
内提案し、現地に赴任しています。この事業は1,000ha規模を誇る住宅・商業・交通など
の複合による大型街づくりプロジェクトで、平田さんは当初からベトナム・日本・アジア
諸国の企業と様々に連携するリーダー役を担っています。

ABSの学びの中でも、
とりわけ
「マネジメント・ゲーム」
授業で社長業を体験して得た、

「①国境・国籍を越えたチームマネジメント力、②コミットメントへの達成意欲、③必要
な情報の収集と判断力、が現在の業務での自信につながっている」と語っています。成長

著しいアジアのビジネス最前線で働き、共に成長するすばらしさを実感する平田さんの
ご活躍に期待しています。

その他の「キャリアデザイン」は、ホームページでご覧ください。
https://www.aoyamabs.jp/message/voice̲highstage.html
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クリエイティブ活動
ABSは、社会で活躍する「創造的リーダー」の養成を目指して、新しいビジネスやプロダクト、そして社会的活動などを創造
していくクリエイティブ活動を積極的に進めています。学生の在学中・修了後の活動の代表的な事例を紹介します。

Shape the Dream

ABS学生起業のNPO：学生アスリートのスポーツキャリア支援
NPO法人「Shape the Dream」は、白木栄次さん（2017年度イブニング
コース ※ 修了）が中心となりABS在学中に起業した学生アスリートのス
ポーツキャリアを支援する団体です。
白木さんがABS
「アントレプレナーシップ」
科目を受講したのがきっかけ
で、
ご自身の経験からも問題意識を持っていた学生アスリートの競技以外の
キャリアをいかに育んでいくかを解決するプログラム「Shape」を起こし、
日本体育大学・筑波大学をはじめとする大学・高校と連携し学生アスリート
に向け提供し始めました。設立から2年で受講者数は2,200名を越え、小中
学生のユース世代からオリンピアンやプロ選手まで拡大しています。
さらに「Shape the Dream」にはABS在校生も運営支援や教える立場に
なって参画し、まさにCBL（コミュニティ・ベースト・ラーニング）の実践の
場となっており、ABSの社会的意義を高めています。

https://shapethedream.jp

鎌倉サステナビリティ研究所
ソーシャル・オーディター（社会的責任監査員）活動
青沼愛さん（2012年度イブニングコース※ 修了）は、海外や日本国内
の工場における労働環境や安全管理などのチェックを行う、ソーシャ
ル・オーディタ―（社会的責任監査員）として活躍しています。企業の
サステナビリティやCSRに関わる仕事をしてきた経験から、大きな
変化を起こすには、一人一人の行動変容が何よりも大事と考え、業界を
超えてサステナビリティについて考える一般社団法人「鎌倉サステナ
ビリティ研究所」を設立し、毎月、ESG投資、サプライチェーン、AIなど
サステナビリティに関する様々なトピックについて議論する勉強会
や、専門知識を深める分科会などを主催しています。

https://kamakurasustainability.com

xtrive lounge
異業種交流
ウェブデザイン企業経営及びアメリカ州政府協会事務局長を
務め、自身もデザイナー兼DJとして活動する高木大さん（2009年度
イブニングコース※ 修了）。青山キャンパス向かいのオープンカフェに
て、ABS在校生・修了生・ベンチャーキャピタル・起業家を結びつける
ミートアップイベントをDJ・オーガナイザーとして企画。毎回多数の
参加者を動員し、新たなつながりを生み出しています。

主な活動実績

http://xtrive.org

■

2016年にイベント立ち上げ〜現在に至る
（イベントは定期開催）

■

イベント参加者間におけるビジネスコラボレーションを推進

※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更

ABSライフ
ABSには、楽しいイベントもあります。日頃の授業では緊張状態が強いられますが、その状態から解放される息抜きのひと
時となります。また、他の学生の意外な側面を知る機会になり、いっそう親しくなっていきます。

夏祭りとクリスマス・パーティ
ABSには、幹事会という組織があります。学生間の親睦
促進や学校側との橋渡しをしています。幹事会では、前期
の終了時に「夏祭り」を、そして年末に「クリスマス・パー
ティ」
を企画し、楽しい時間を過ごしています。家族での参加
も多数見受けられます。

青山祭出店
秋の青山祭にABSの有志がドーナツ屋などを出店して
います。在学生や修了生の交流が目的です。授業で学んだ
オペレーション・マネジメント、組織マネジメント、マーケティ
ングなどを駆使して、10万円ほどの利益を出しています。
それらは、WWFやあしなが育英会などに寄付をしています。

スポーツサークル
フットサルやバスケットボール、登山など、スポーツを
楽しむ集まりがあります。週末に他のビジネススクールと
試合をしたり、夏休みに合宿をしたりしています。

フィットネスセンター
大学のフィットネスセンターを利用することができま
す。各種マシンが揃っており、充実した施設です。授業のあ
とにマシンで汗を流せば、健康も維持できます。女性のた
めのダイエットプログラムもあります。

授業のあとに
A B S の 周 辺 に は 、数 え き れ な い ほ ど の レ ス ト ラ ン や
ショップがあります。授業のあとに、仲間とともに食事を
したり、ショッピングを楽しんだりすることもできます。
土曜日の授業のあとは、家族や友人と待ち合わせしている
光景をよく目にします。
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修了後の学習機会
ABSでは、修了後の学習機会も提供しています。創造的リーダーになるためには、修了後も継続的な学習が必要です。その
時々の経営課題や最先端の経営知識に触れ、経営能力のブラッシュアップが可能な仕組みになっています。

科目等履修生制度
修了生は、選択科目を受講することができます（科目数
と人数の制限があります）。在学中に履修できなかった科
目や修了後に興味を持った科目、修了後に新設された科目
など、常に新しい知識を得ることができます。

自主研究会
修了生がコーディネートしている自主的な研究会が複数
あります。最も活発に活動している「青山フィロソフィー・
フォーラム」は、土曜日に年間5回程度開催し、哲学や社会
思想、リーダーシップ論を中心にディスカッションしてい
ます。

各種講演会
「 授 業 外 の 学 習 機 会（ P 2 5 ）」で ご 紹 介 し た 青 山 M B A
フォーラム、マーケティングフォーラム、キャリアフォーラ
ムなどは、修了生も参加できます。企業経営者の講演や
在学生の研究発表は、ビジネスのヒントを与えてくれる
かもしれません。

図書館
修了生は、申請を行うことにより大学の図書館が使用で
きます。青山キャンパスの青山学院大学図書館、相模原
キャンパスの万代記念図書館と併せて176万冊の蔵書が
あるので、経営に関する書籍に留まらず、幅広い分野の書
籍を借りることができます。交通アクセスの良さゆえに、
多くの修了生が利用しています。
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Alumni

同窓会

青山ビジネススクール同窓会（ABS ALUMNI）は、ABSの修了生を中心とした組織で、会員相互の交流・研鑽・親睦を推進
することでABSの発展と更なる価値向上に寄与することを理念としています。

会長挨拶
ABSは前身の国際ビジネス専攻科を含め、既に2,500名超の修了生を輩出しています。
ABS Alumniは、修了生の皆様が、再び最新の経営理論や様々な業界の事例を学び、スポー
ツ等趣味の交流を深め、さらに在学生に向けビジネス最前線情報を伝えるために、青山に
戻ってくる場、立ち寄る場であり続けたいと考えています。
Learn together, Enjoy together, Live together, ABS !
ぜひ一緒にABS Alumni活動を楽しんでいきましょう。

伊藤 正貴
ABS Alumni 会長

1992年、株式会社東急百貨店に入社。多くのプロジェクトマネジメント業務に

従事。現在は経営統括室事業開発部長を担当。ABSは2006年度イブニングコース※
修了。在学時は、スポーツサークルの前身にあたるフットサルチームを結成し
活動。ABS Alumniは設立時より関わり、2018年Alumni会長に就任。
※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に名称変更

主な活動
ABS ALUMNIでは、在校生・修了生の垣根を超えた
オンライン・オフラインの幅広い活動が行われています。
入学時点からALUMNIメンバーとしての参加を歓迎
しております。
AOYAMA OPEN INNOVATION HUB
青山学院大学を起点として産学連携によるオープンイ

■ 総会・ホームカミングデー（基調講演および懇親会）
■ 青山学院大学同窓祭での公開講座
■ ALUMNI講座（修了生および一般に開放されたオープン・セミナー）
■ 業種、職種、専門分野別の勉強会・ネットワーキング
（教員・在校生・修了生・業界関係者参加）

■ 在校生と修了生の交流会

ノベーションを実現する新たな取り組みを実施してい

■ 在校生主催イベント参加・学園祭出店サポート

ます。主な取り組みは、
【①青山クリエイティブサロン】

■ 趣味、ボランティア、BBQ等のコミュニティ活動

大学・学生・社会人・企業と交流できる勉強会、ビジネス
ピッチ、起業相談、ミートアップなど “知の創発イベン
ト” を開催。
【②アイディアピッチコンテスト】青山学院
大学・大学院生・OBOGも参加可能なコンテストを開催。
【③コミュニティ】Facebook、Clubhouse等による情報
発信・共有を行っています。ABS ALUMNIは青山から
もっとイノベーションを創出し、社会へ貢献して行きた

■ フットサル、バスケットボールなどの定期的スポーツ活動

専用ウェブ会員システム TSUNAGU
「TSUNAGU」は修了生・在校生・教員専用のABS ALUMNI
公式名簿システムです。同窓生を入学年・業種別などで検索し

いと考えています。

コンタクトを取り合ったり、
自己プロフィールページ機能、メール

＜ABS ALUMNI HP＞
http://www.aoyamabs-alumni.jp

ABSネットワークを活用する事が出来ます。

マガジン配信やビジネス交流掲示板を利用したり等、在学中から

＜ABS ALUMNI Facebook＞
https://www.facebook.com/ABSalumni
＜AOYAMA OPEN INNOVATION HUB＞
http://absp.aoyamabs-alumni.jp
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Profile

MBA学生プロフィール

ABSに通う将来の創造的リーダーは、次のようなプロフィールの人達です。女性比率が他のビジネススクールよりも高く、
情報通信業界や医薬品、サービス業で働く人がやや多いですが、幅広い業界で働く人達が集まっています。

※2021年度入学者のデータです。

男女比

年齢構成

（%）

20-24

女性

27

男性

73

9

デイタイムコース
男性

56

0

14
11

50-54

3 0

55-60

0
1

（歳）

5
20

35-39

45-49

44

20

12

30-34

40-44

女性

45

1

25-29

イブニングコース

（人）

0
0

イブニングコース
デイタイムコース

平均年齢
海外からの入学者
■ 中国

■ 台湾

■ モンゴル

■ ミャンマー

■ カナダ

業種 （イブニングコース）

（%）

情報・通信業

17.1

サービス業

12.9

医薬品

8.6

化学

5.7

小売業

4.3

倉庫・運輸関連業

4.3

保険業

4.3
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（歳）
女性

男性

合計

イブニングコース

35.8

39.1

38.2

デイタイムコース

24.6

24.3

28.9

合計

30.2

32.8

31.4

職種 （イブニングコース）

（%）

営業・販売

30.0

経営・事務企画

14.3

マーケティング・
商品企画
IT（情報システム）
企業等の経営者・
役員

11.4
8.6
7.1

※ 2021年度より「フレックス・タイムコース」から「イブニングコース」に、
「フル・タイムタイムコース」から「デイタイムコース」に名称変更

DBA Program
博士課程

ABSには、企業などで専門性が要求される研究課題に取り組む研究

者 を 養 成 す る「 実 践 的 研 究 志 向 」の D B A（ D o c t o r o f B u s i n e s s

Administration）プログラムがあります。MBAなどの修士号取得者

を対象にしており、働きながらも学位が取得できるプログラムです。
DBA取得の必須条件は、高度な専門性が必要とされる実践的分野にお

いて、独自の着眼点と分析ツールを用いた問題解決能力と考察力です。

（ABSには、学術研究者の養成を目指すPh.D.プログラムもあります。）

プログラムの特徴
研究指導プロセスは明確化され、3名の研究指導委員による公開研

究指導体制を導入しています。これにより学生間の競争的研究環境を
整備すると同時に、学位論文のクオリティ・マネジメントを徹底して

います。

また、国内外での発表に対する指導面・財政面からの支援を行いま

す。海外連携校とのネットワークを活用した、国際カンファレンスで
の研究発表機会の提供がその一例です。

博士号取得者の進路
これまでの博士号取得者の多くは、大学の研究職や教授職、民間企業

の研究職として活躍しています。

最近の学位論文のテーマ
■「マイクロブログにおけるブランドリツイートの業種別生起モデル
に関する研究」
（2018年度）
■「コーポレートガバナンス理論に基づく投資家・経営者間のエン
ゲージメントに関する研究」
（2018年度）
■「プロフェッショナル・サービスにおける組織アイデンティフィケー
ション構造 ―リーガル・サービスでのバリュー・プロフィット・
チェーンの検証―」
（2018年度）
■「日本におけるヘッジ会計の実証分析」

（2018年度）

「学生体験談」は、ホームページでご覧ください。
https://www.aoyamabs.jp/message/voice̲phddba.html
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専任教員紹介
2021年度（五十音順）

教授
市野 初芳

明治大学大学院経 営 学 研 究 科 博 士 後 期 課 程 中
退。税理士（1987年税理士登録、東京税理士会会
員）。税理士事務所開業後、企業の税務顧問として
税務実務に従事。その後、愛知学院大学商学部専任
講師、助教授、教授。この間、マレーシア・マラヤ大
学 客 員 研 究 員 、総 務 省 自 治 大 学 校 講 師 を 経 て 、
2011年より現職。2014年名古屋経済大学大学院
法学研究科博士課程修了、博士（法学）
。現在、税理
士法人所属税理士。ASEAN諸国における税制の動
向を研究対象としている。担当科目は、
「 アカウン
ティング」
「財務諸表論」
「タックスプラニング」
など。

教授
岩井 千明

慶應義塾大学法学部政治学科、青山学院大学大学
院国際政治経済学研究科修士課程
（MBA）
修了。
横
浜国立大学大学院博士課程修了（博士：経営学）。
青山学院大学国際政治経済学部を経て、2004年
より現職。
日本電気株式会社で官公庁大型プロジェクト営
業、マイクロソフト株式会社でインターネット
マーケティングマネージャーを歴任。研究分野は
ビジネスゲームの開発、
アートとビジネス。主要担
当科目は「ビジネスデータ分析」
「 マネジメント・
ゲーム」など。

教授
黒岩 健一郎

早稲田大学理工学部建築学科卒業。住友商事株式
会社勤務。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修
士課程修了（MBA）。同後期博士課程単位取得退
学、博士（経営学）。武蔵大学経済学部専任講師、准
教授、教授を経て2014年から現職。専門分野は
マーケティング論。特に、サービス・マーケティン
グ、市場志向。主著に、
『 マーケティングをつかむ』
『顧客ロイヤルティ戦略：ケースブック』などが
ある。担当科目は、
「 マーケティング」
「 サービス・
マーケティング」など。

准教授
島田 由紀

東京大学文学部西洋史学専修課程卒業。同人文社
会系大学院西洋史学専攻修士課程修了。同人文社
会系研究科倫理学専攻博士課程単位取得退学。
米国プリンストン神学大学院より博士号（Ph.D.）
取得。聖学院大学人文学部欧米文化学科准教授を
経て、2020年度より国際マネジメント研究科に
おいて宗教主任および准教授。専門分野は現代
キリスト教思想と倫理学。担当科目は「宗教と文化
から見るビジネスと倫理」
「 ビジネス倫理とリー
ダーシップ」
など。

教授
髙橋 文郎

東京大学教養学部教養学科卒業、
ペンシルベニア大
学ウォートンスクール経営学修士
（MBA）
。
野村総合研究所研究員、野村マネジメント・スクー
ル主任研究員、CSKベンチャーキャピタル取締役、
UAMジャパン取締役、中央大学経済学部教授を経
て、2004年より現職、専門分野は企業財務、企業倫
理。
「ファイナンス」
「ビジネス倫理」
「ビジネス・プラ
ンニング」
などの科目を担当。
主な著書として
『ビジ
ネスリーダーのフィロソフィー』
（金融財政事情研
究会）
『
、コーポレート・ファイナンス−基礎と応用』
（共著、
中央経済社）
がある。
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准教授
伊藤 晴祥

青山学院大学国際政治経済学部卒業。慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科から博士（政策・メディア）取得。ハワイ
大 学 シ ャ イ ド ラ ー 経 営 大 学 院 か ら 博 士 号（ P h . D . i n
International Management）取得。国際大学講師、同准
教授、イトックス株式会社代表取締役（現職）、国際大学
MBA1年制プログラムディレクターを経て現職。専門分野は
コーポレートファイナンス、リスクマネジメント、リアルオプ
ション。Journal of Risk and Insurance等に論文を出版。
サステナブルファイナンス等の国際標準策定にエキスパート
として参画。担当科目は「サステナブル・ファイナンス」
「コーポ
レート・ファイナンス」
「コーポレート・ガバナンス」など。

准教授
北野 泰樹

上智大学経済学部経済学科卒業、東京大学大学院
経済学研究科現代経済専攻修士課程、博士課程修
了。博士（経済学、東京大学）。政策研究大学院大学
政策研究科講師、助教授、一橋大学イノベーショ
ン研究センター特任准教授を経て2016年より現
職。専門は応用ミクロ経済学分野の産業組織論と
国際貿易。実証分析を中心に研究を行い、Journal
of International Economics誌等に論文を掲
載。担当科目は「企業経営の経済学」
「 ゲーム理論
とマネジメント」など。

教授
澤田 直宏

慶應義塾大学商学部卒、同大学院経営管理研究科
修士課程修了、一橋大学大学院商学研究科博士
後期課程単位取得退学。博士（商学）。全国信用金
庫連合会（現 信金中央金庫）、A.T. カーニー株式
会社、横浜市立大学を経て2015年より現職。専門
は経営戦略論。R&D Management等に論文を
掲 載 。主 著 に『 ビ ジ ネ ス に 役 立 つ 経 営 戦 略 論 ―
企業の戦略分析入門』がある。担当科目は｢経営
戦略｣｢競争戦略｣など。

教授
須田 敏子

青山学院大学経営学部卒業。日本能率協会マネジ
メントセンターにて月刊誌「人材教育」の編集長等
を歴任。イギリスのリース大学で修士号（MA in
Human Resource Management）
、
バース大学で
博士号（Ph.D.）を取得。2005年より現職。主な専門
分野は、組織論・組織行動論・人材マネジメント・
国際経営比較など。
「人材マネジメント」
「組織行動」
「キャリアとリーダーシップ」などの科目を担当。
主要著書に『マネジメント研究への招待：研究方法
の種類と選択』
『 組織行動：理論と実践』
『 戦略人事
論：競争優位の人材マネジメント』
などがある。

教授
武田 澄広

カ ー ネ ギ ー メ ロ ン 大 学 経 営 大 学 院（ T e p p e r
School）にて博士号
（Ph.D in Finance）及び、コン
ピュテーショナル･ファイナンス修士号
（MS）
取得｡
大阪大学基礎工学部卒業
（生物工学）
｡カリフォルニ
ア大学ロサンジェルス校
（ＵＣＬＡ）
経営大学院客員
研究員等を経て現職｡専門分野は､ファイナンス経済
学､計量経済学､国際ファイナンス等｡最近は、
人工知
能、量子コンピュータ、ブロックチェーン等に興味
を持っている。
担当科目は、
「ファイナンス＆テクノ
ロジー｣｢インベストメント｣｢国際ファイナンス｣
｢デリバティブ｣など。

東京工業大学工学部経営工学科卒業。
同大学院理工
学研究科経営工学専攻修士課程修了（工学修士）。
東京工業大学工学部助手、青山学院大学国際政治
経済学部専任講師、同助教授、アメリカ・ミシガン
大学ビジネススクール客員研究員、
国際マネジメン
ト研究科助教授を経て、
2004年より現職。
専門分野
は企業財務と証券市場。
特に証券バブル発生のメカ
ニズムの研究を長年行っている。主要著書に「コー
教授（研究科長） ポレート・ファイナンスの考え方」など。担当科目は
中里 宗敬
「ファイナンス」
「証券データ分析」
「FAST」
など。
慶應義塾大学経済学部卒、シカゴ大学修士。米系金融機関勤務の後、
コロンビア大学博士課程修了（Ph.D.in sociology）。External Faculty、
COI、Columbia University。ミシガン大学、関西学院大学を経て、ABS
では「企業戦略」「
、組織とネットワーク」「
、Global Management」「
、上
級組織論」を担当。リサーチ分野は、コロナ時代の組織、DXとスター
トアップ、ソーシャル・イノベーション、クリエイティブ産業と文化、
プラグマティックな価値。Copenhagen Business School、ENS
Paris/Saclay、Frankfurt am Main、Max Planck-Cologne 客員教授
または研究員。主著『ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミク
ス』、
『 ソーシャル・ネットワークとイノベーション戦略』、
『 グラ
フィック経営組織論』、Japanese Management in Evolution（編著）

教授
中野 勉

教授
福井 義高

教授
細田 髙道

教授
Glenn E.

東京大学法学部卒業。日本国有鉄道に入社し、国鉄
分割民営化後2000年まで東日本旅客鉄道に勤
務。東北大学大学院経済学研究科助教授（2000年
〜2002年）を経て、2002年より現職。カーネギー
メロン大学GSIA（現Tepper School）にてM.S.及
びPh.D.取得。専門分野は会計制度・情報の経済分
析。その他関心のある分野は進化論、現代政治史、
マクロ経済学など。担当科目は「企業経営の経済
学」
「財務会計」など。

東京理科大学卒業。米国マサチューセッツ工科大学にてMSc取得
後、英国国立カーディフ大学カーディフ・ビジネススクールより
Ph.D.（Business & Management）の学位を授与され、その後同校
にて専任教員として教鞭を執る。在職中に英国高等教育学の学位も
取得。英国高等教育アカデミー・フェローのステイタスを獲得し、現
在も英国高等教育機関の外部審査員としても活動。研究分野はサプ
ライチェーン・マネジメント。近年は循環型サプライチェーンに関
する諸問題に関心を持っており研究成果はEuropean Journal of
Operational Research等から出版。数多くの国際ジャーナル審査員
を務める。担当科目は「オペレーションズ・マネジメント・リーダー
シップ」
「サプライチェーン・マネジメント」
「研究方法論」など。

ブリガム・ヤング大学卒業。シカゴ大学経営大学院
（MBA）
及びカリフォルニア大学バークレー校
（Ph.D.）修了。
ワシントン大学オーリン経営大学院、国際大学大
学院（2000年7月から2002年3月、2004年7月か
ら2005年9月まで副学部長）を経て2007年度よ
り現職。
研究テーマは、価格戦略、顧客生涯価値、オンライ
ンでの消費者行動。担当科目は「価格戦略」
「消費者
Mayhew 購買行動」
「マーケティング意思決定モデル」など。

助教
中塚 昭宏

助手
潘 夢斐

教授
藤井 賢治

教授
宮副 謙司

教授
森田 充

慶應義塾大学理工学部管理工学科卒業、同大学院理工学
研究科開放環境科学専攻前期博士課程修了、後期博士
課程修了。博士（工学）。
富士ゼロックス株式会社サプライチェーン・マネジメン
ト部門での勤務を経て、2020年より現職。日本経営工学
会所属。研究分野は、需要予測、サプライチェーン・マネ
ジメントなど。担当科目は、
「オペレーションズ・マネジ
メント」、
「 オペレーションズ・リサーチ」、
「 サプライ
チェーン・モデリング」「
、オペレーションズ・情報システム
演習Ⅰ」、
「インターンシップ」。
香港大学文学部卒業（美術史、日本文化研究専攻）、
オーストラリア・シドニー大学修士課程修了（博物
館学）。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了
（学際情報学専攻）。同博士課程単位取得退学。東京
大学大学院情報学環・凸版印刷共同研究（地域文化
資源の活性化に関する研究）プロジェクト特任研
究員などを経て2019年より現職。立教大学兼任講
師（担当科目：Media in Japan）。研究分野は芸術
社会学、博物館学、都市研究。ABSでは国際化推進
プロジェクトを担当している。

一橋大学経済学部卒業。同大学大学院経済学研究
科理論・統計専攻修士課程修了（経済学修士）。
島根大学教育学部、青山学院大学経済学部を経て
現職。専門は経済学史で、アルフレッド・マーシャ
ルからピグー、ケインズ、そして現代のポスト・ケ
インジアンヘと連なるケンブリッジ学派の通史
的把握を研究テーマとする。担当科目は「マクロ
経済学」
「 ビジネスにおける法と経済学」
「 市場と
組織」など。

九州大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管
理研究科修士課程修了
（MBA）
。東京大学大学院経
済学研究科博士課程修了（博士：経済学）。西武百
貨店、PwCコンサルティング、東京大学大学院特
任研究員などを経て2009年4月より現職。専門
分野は、マーケティング、流通論、地方創生論。担
当科目は、
「 マーケティング」
「 ファッション・リテ
イリング」
「 地域活性化のマーケティング」など。
主な著書として『全国百貨店の店舗戦略』
『 コアテ
キスト流通論』
『 青山企業のマーケティング戦略』
『企業経営と地域活性化』などがある。
九州大学経済学部を飛び級入学のため退学、同大
学院経済学府修士課程修了、および、同経済学府博
士後期課程経済工学専攻修了（博士：経済学）、九州
大学大学院経済学研究院学術特定研究員、2007年
度より青山学院大学大学院国際マネジメント研究
科助教、2012年度より准教授を経て2019年度よ
り現職。
専門は計量経済学、最近はファイナンス、ビジネス
ゲーム、
人事関連の実証分析に取り組んでいる。
担当科目は「統計分析Ⅰ・Ⅱ」
「 企業分析とファン
ド・マネジメント・シミュレーションⅠ・Ⅱ」など。
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Admission
入試日程

入試情報

選考方法：
「書類審査」および「面接」

出願期間

2021/8/31（火）−
2021/9 /10（金）
2021/11 /1（月）−

2021/11 /11（木）
2022/1 /12（水）−
2022/1 /24（月）

手続期限

合否発表

面接

＜最終日必着＞

＜郵送＞

＜最終日必着＞

2021/10 /2（土）
2021/10 /3（日）

2021/10 /7（木）

2021/10 /22（金）

2021/12/4（土）
2021/12/5（日）

2021/12 /9（木）

2022/1 /7（金）

2022/2/12（土）
2022/2/13（日）

2022/2 /14（月）

イブニングコースは3日のみ

イブニングコースは5日のみ

2022/2/25（金）

イブニングコースは13日のみ

※デイタイムコースの面接審査は2日間にわたって行われますが、受験日はどちらか1日となります。
※博士課程の入試日程はホームページをご覧ください。

入試説明会
■

2021/ 7 / 1 7（土）17：00〜（デイタイムコース）17：45〜（イブニングコース/博士課程）

■

2021/ 8 / 2 1（土）13：00〜 特別編（青山アクション・ラーニング説明会）

■

2021/10/20（水）18：45〜（デイタイムコース）19：30〜（イブニングコース）

■

2021/12/15（水）18：45〜（デイタイムコース）19：30〜（イブニングコース）19：15〜（博士課程）

※実施方法とスケジュールが変更になる場合があります。詳細はABSホームページをご覧ください。

School Fees
研究科（専攻等）

学費

2021年度 納入金合計

1年次

国際マネジメント研究科 MBAプログラム

2年次

1,813,000円

1,493,000円

※博士課程の学費はホームページをご覧ください。

専門実践教育訓練給付金制度
労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し
修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付
制度です。
2021年4月以降に本専攻イブニングコースに入学した正規生で、支給対象者（受給資格
者）の条件を満たす学生はハローワークに申請することにより、青山学院大学に支払った
教育訓練経費の一部（最大112万円）を給付金としてハローワークから受け取ることができ
ます。

奨学金
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■

日本学生支援機構奨学金＜第一種・第二種＞

■

青山学院スカラーシップ
（冠奨学金）

■

青山学院万代奨学金

■

大学課外活動等奨励賞

■

地方公共団体の奨学金・民間育英団体の奨学金

■

青山学院大学学業成績優秀者表彰

■

青山学院大学経済支援給付奨学金

■

民間育英団体の奨学金・

■

青山学院大学経済援助給付奨学金

私費外国人留学生の奨学金

Access
交通アクセス
東京メトロ

アクセス

東急プラザ

明治神宮前駅

■ 東京メトロ
表参道ヒルズ（銀座線・千代田線・半蔵門線）

■ JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭
線、東京メトロ副都心線 他

｢表参道駅｣より徒歩約 5 分

｢渋谷駅｣より徒歩約 10 分

東京メトロ
表参道駅
スパイラル

明治通り

国連大学

ビック
カメラ

渋谷
郵便局

青

山

通

り

青山学院大学
青山キャンパス

宮益坂

渋谷駅

JR

東口

渋谷
ヒカリエ

B1 出口

GS

首都高 3 号線

キャンパスマップ
記

念

館

門

青山学院記念館
（大学体育館）

正

青山

通り

門

総研ビル

Book café

ABS

購買会

フィットネス
センター

17 号館
食堂

東
門

ンス
トラ
エン

コンビニエンス
ストア

ガウチャー・
メモリアル・ホール

間島
記念館
大学図書館

お問い合せ先
青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科
＜ 学務部専門職大学院教務課＞
〒150 - 8366 東京都渋谷区渋谷4 - 4 - 25
Tel 03-3409-8025 https://www.aoyamabs.jp
※この入学案内の内容は、2021年度の情報をもとに作成されており、今後変更される場合があります。
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青山学院スクール・モットー

地の塩、世の光

（マタイによる福音書

第5章

13節〜16節）

青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科
＜お問合せ先：学務部専門職大学院教務課＞
〒150 - 8366

東京都渋谷区渋谷4 - 4 - 25

Tel 03 - 3409 - 8025
https://www.aoyamabs.jp
https://www.facebook.com/AoyamaBS
https://twitter.com/aoyama̲mba

