
　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。

青山アクション・ラーニング

「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

・岩井 千明（専任教員）

・福井 一枝

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。

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

マネジメント・ゲーム Management Game

トップマネジメント育成トップマネジメント育成

企業経営
体験

「シミュレーションゲーム」
海外MBAスクールとの対抗で
グローバルな競争

「取締役会」体験
実際の経営者や、ABS修了生
がアドバイス

マネジメント、マーケティング、財務、会計、オペレーション

経営理論の習得
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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

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。

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
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

Management Game

※ 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

5



青山アクション・ラーニング

起業家マインドの醸成

事業計画の立案能力

将来像：起業家、新規事業開発リーダー

・髙橋 文郎（専任教員）

・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）

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。

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

ビジネス・プランニング Business Planning

■ 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。
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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

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

ビジネスアイディアを競い合う「ABSP主催 第2回アイディア
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
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
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。

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。
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
した。

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

Business Planning

※ 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

7



青山アクション・ラーニング

IR、CSR活動についての理解

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

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

・伊藤 晴祥 （専任教員）

・小方 信幸（法政大学大学院政策創造研究科
教授）

・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）

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。

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

アドバンスト・
コーポレート・コミュニケーション Advanced Corporate

 Communication

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
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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

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。

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、ESG、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

Advanced Corporate Communication

※ 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

財務諸表の理解とそれを踏まえた業績予想の実践

ファイナンス理論の理解と実践

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

・森田 充（専任教員）

・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）

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。

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

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 Business Analysis and

 Fund Management Simulation

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）
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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

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
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
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
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
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。
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
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
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
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。

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
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
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
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、
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
た。結果的に、ABSに入学し本授業を取らなければ、得られな
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
ことなど、一生の財産となりました。

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

けてしっかりと専門の知識を養えることが魅力です。

Business Analysis and Fund Management Simulation

※ 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

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。

・武田 澄広（専任教員）

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/

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

ファイナンス＆テクノロジー Finance & Technology

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

■ 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

12



NIU JIAQI（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

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。

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

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。

Finance & Technology

※ 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
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評価

戦略
再検討

最終
発表

青山アクション・ラーニング

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

・黒岩 健一郎（専任教員）

・吉橋 昭夫（多摩美術大学准教授）

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。

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

マーケティング・
プランニング・プロジェクト Marketing Planning Project

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）

企業 オリエン
テーション

情報
提供

フィード
バック

受講者 調査
分析

戦略
立案

プロト
タイピング
＆テスト

中間
発表

課題の
理解

MPPの授業プロセス

■ 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
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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

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。

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。

Marketing Planning Project

※ 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

・宮副 謙司（専任教員）

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。

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

SDGsコミュニティ・マーケティング SDGs and
 Community Marketing

SDGsコミュニティ・マーケティング 授業の進め方

理 解 体 験 構 想 実 行

■ 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
一  NPO
一  個人

■ CBL
一  実際の取り組みに参加
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

■ SDGs活動の
企画構想

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 継続的に活動を生み出す/
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 グループ活動 （→演習での実践）
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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

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
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
することができました。「実行」では、CBL（コミュニティ・ベース
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
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。

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
みを提案・実施していきたいと考え履修しました。

授業で学んだこと
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

SDGs and Community Marketing

※ 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

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

・髙橋 文郎（専任教員）

・小谷 恵子（明海大学経済学部講師）

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

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。
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