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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。
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。

ビジネススクールで学ぶということ
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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。

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/graduate_abs/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/graduate_abs/management_science/policy.html
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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

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、2,600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。

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す。

05グローバル人材の育成
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」という科目の設置やTOEIC受験
も年数回設定しています。

06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。（2022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（22）、青山アク
ション・ラーニング科目（12）、合計126科目に加え他研究科の科目も履修可能）
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。

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。

08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、在学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。

入学後に身につけた知識の総まとめの科目として「青山アクション・ラーニング」8コースを
設置しています（2022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活きる学びが得られます。

Advantage　アドバンテージ 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。01青山アクション・ラーニング

必修科目
100番台科目

基本科目
200番台科目

・カリキュラムの詳細はP19へ

青山
アクション・
ラーニング
500番台科目

専門科目
300番台科目

実践的な
プログラム

8 SDGsコミュニティ・
マーケティング

7 マーケティング・
プランニング・プロジェクト

6 ファイナンス＆テクノロジー

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

4 アドバンスト・コーポレート・
コミュニケーション

3 ビジネス・デザイン

2 ビジネス・プランニング

1 マネジメント・ゲーム
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　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2022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

福田 育弘さん　2021年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※修了

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
本授業での学びは、将来経営という立場についた時に大い

に役立つと考える一方で、目の前の仕事にもすでに生きていま
す。それはマネジメントゲームの本質が「皆で力を合わせて価値
を高めていくこと」だからだと、私は考えています。上記取締役
会で私は、「君は会社を回しているだけで、会社の価値を高める
ことは行っていない。」と痛烈な指摘をいただきました。私は
この“回す”と“高める”の違いに気付いたことで、自身が今行って
いる仕事を再度見つめ直し、高めるとはどういうことかをよく
よく考えるようになりました。そして価値を高めていくために
は、チームメンバーとどんなアクションが必要かを協議・設計
し、リードできるようになったと感じています。

これからのキャリアで、今後も数多くの仕事と向き合っていく
ことになりますが、この“高める”を意識して、チームを引っ張れ
る存在へと更に成長したいと思います。

最後になりますが、マネジメントゲームを通じて得たかけが
えのないメンバーたちと、数々の示唆をいただいた取締役各
位、そしてご指導いただいた岩井教授・福井先生に改めて心よ
り感謝申し上げます。また、これからABSに入学を検討される
方、マネジメントゲームを履修される皆様にとって、この体験談
が少しでもお役に立てたのであれば幸いです。ABSの入学なら
びに本科目の履修、強くお勧めします！

※ 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

なぜ履修したか
私がこの授業を履修したのは、総合格闘技とも評される「企業

経営」の実践の場として、ABSのマネジメントゲームこそが最適
と考えたからです。

1年次に学んだこと、これまでのキャリアで得た知識、そして
仲間たちの叡智を結集して臨む本科目は、まさに総合格闘技
そのものであり、企業人である個人にとってはこれまでに経験
したことのない未知の領域だといえます。私は、そんな他では
経験できない学びを得たいという決意のもと、本科目の履修を
決めました。

授業で学んだこと
この授業で学んだことは星の数ほどありますが、あえてひと
つあげるなら「取締役会議」です。この授業ではCEOを中心に
4～5名の学生で経営チームを形成して臨みますが、一方
OB・OGを中心とした4～5名の取締役メンバーも同時にアサ
インされます。私はCEOとして、会社の3か年経営方針や、毎
年の決算報告ならびに次年度の改善計画、組織設計や役員
報酬、株主配当等を取締役に上程して承認を得る必要があり
ました。これまでCEOは会社で最も偉くなんでも決められると
思っていましたが、私の立場はあくまで株主からの信任を受
けた取締役から更に監督を受ながら業務執行をする立場で
あり、その意思決定ひとつひとつに「説明責任」が生じます。
日々刻々と変わる競争環境の中、この説明責任をしっかりと
果たし、企業価値をあげていくことこそが経営者の仕事なの
だと痛感した授業でした。

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

Management Game
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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

藤井 将光さん　2021年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※修了

に繋がりました。また、チームの意見がまとまらなかったり、戦略
が煮詰まったり、苦しい局面を乗り越えられたのも、メンバー全
員が課題意識を共有できたからです。顧客候補へのインタ
ビューやアンケートにより、現場で起こっている課題を全員が
「自分ごと」にし、解決策を提案できるようになったのが大きな変
換点でした。そうして迎えたベンチャーキャピタリストへのプレゼ
ン後の講評は、起業への自信となり、新たなモデルを検討する
きっかけとなりました。半年間の集大成である「最終プレゼン大
会」では、7チーム競合の末、学内外の聴講者に投票いただき、優
勝することができました。経営陣の尾森玄陳CFO、矢野紗和子
CMO、Chen Shengnan COOと毎週休みを返上して長時間
熱い議論を交わしながら磨き上げてきたプランが認められ本当
に嬉しい瞬間でした。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
本授業を通じて経験した苦労や喜びは、起業後も経験するこ

とであり、それを疑似体験できた貴重な機会となりました。私の
想いに共感してくれた仲間が、同じ想いで取り組んでくれたから
こそ成果に結びついたと実感しています。私一人では気づかな
かったアイデアや視点をもって、ビジネスの種をどんどん育て、最
高の形となる経験ができました。起業後、様々な困難があって
も、チーム一丸となって乗り越えていける組織づくりに努めてま
いります。

また、履修後に応募した日本最大の学生ビジネスコンテスト
である「キャンパスベンチャーグランプリ」東京大会、全国大会で
栄誉ある賞を受賞することができました。ご指導をいただいた髙
橋先生、伊藤先生をはじめ履修生の皆様、ご協力をいただいた
関係各所の皆様に心より御礼申し上げます。現在、起業にむけて
準備中ですので、このビジネスプランをさらに磨き上げ、社会起
業家として社会に貢献していきます。

※ 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

なぜ履修したか
私は、自身で考えたビジネスプランで起業を目指しており、

体系的に経営学を学びたいと考えました。私がABSを選んだ理
由は「ビジネス・プランニング」を履修したかったからです。本授
業では、ビジネスアイデアを複数名のチームでブラッシュアップ
していき、教員、履修生、卒業生、起業家、投資家などへプレゼン
を行い、多方面のフィードバックを得ることができるため、起業
前に自身のプランについて多くの意見をいただける最高の機会
と捉えました。また、一から「事業計画書」を作成する経験が積め
ることも起業する上で魅力的だと感じ、履修を決意しました。

授業で学んだこと
事業計画に必要な経営理念策定、市場分析、ビジネスモデ

ル・戦略立案、財務予測などを座学で学び、毎回プレゼンを行い
先生方からコメントをいただけます。そのため、授業後はチーム
で反省会を行い次に活かしていました。これを繰り返す中で学ん
だことは「共感してもらえる人を増やすことの重要性」です。共感
者を増やせたことで、先生方だけでなく履修生や修了生など多く
の方からご意見をいただくことができ、プランのブラッシュアップ

ビジネス・プランニング Business Planning

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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IR、CSR、ESG、SDGs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）

・岩田 宜子（ジェイ・ユーラス・アイアール
株式会社  代表取締役）

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。コーポレートコミュニケーションオフィサーに必要な知識と

技能の会得が目的です。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、②投資家広報（IR）、③企業のサステナビリ

ティ活動、④企業の財務政策、⑤長期の企業価値向上策やコーポレートガバナンス、⑥企業情報開示、⑦情報開示政策、⑧企業経

営と資本市場との関係（コーポレートコミュニケーション）に対する理解を経て最後に総合的なプレゼンテーションを行います。

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

堀越 直さん　2021年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※修了

ます。多種多様なバックグラウンドをもつ履修生や先生方との
ディスカッションは、自身の視座を高くし思考の幅を広げる事に
大変役立ちました。

私はファイナンスやIRとは関係がない職種の為、基本的かつ
総論的内容から企業が注力している具体的な点まで学べたこと
により、企業活動の本質について無理なく学べました。また、本
授業と並行しROEマネジメントや企業価値評価など、ファイナン
ス系の授業を纏めて履修したことにより、コーポレート・コミュニ
ケーションに対する理解をより深められたと実感しています。

特に私が印象深かったことはパーパス経営とESGについてで
す。私が所属する企業ではサステナビリティを｢Purpose-led 
Sustainability｣、自社の存在意義を達成するためのものと位置
づけています。企業はパーパスを果たすために事業活動を行って
いる為、サステナビリティもビジネスと融合していなければ名ば
かりであると考えています。アドバンスト・コーポレート・コミュニ
ケーションの授業の中でもCSR／ESG／SDGsについて時間を
一番割き、より多様な観点から学ぶことで自社の目指すパーパ
ス経営の方向性と、企業価値や企業の魅力向上の一端を担う為
に自身ができる具体的行動を明確にできたと感じます。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
ESG経営は単なるトレンドではなく世界共通の価値観となっ

た現在、自身の業務の中でどのような行動を取ったりメッセージ
を発信したりすれば、企業のValueをステークホルダーに伝える
ことができ、企業価値の向上に寄与できるのかについて、学んで
きた事を元に生かしていきたいと考えています。また、社内に対し
ても、自社に根付いているパーパスを元に日々の業務レベルでサ
ステナビリティを進めていく重要性について働きかけ続けたいと
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

なぜ履修したか
・投資家と企業の「理想的な」対話とはどういったものか学ぶ為
・持続的な企業価値の創造のためのCSR／ESG／SDGs経営
を学ぶ為

昨今、気候変動問題・社会問題に関する意識の高まりにより、
機関投資家のみならず個人投資家にも企業経営のサステナビリ
ティを評価する概念が浸透しました。
企業が持続的に成長するために社会に対してValueを提供し

ていても、それが伝わっていなければ、投資家から正しい企業価
値判断はされません。

私は企業のValueが十分伝わっていない企業が多いと感じて
おり、どのようなコミュニケーションを取れば、それが伝わり、企
業価値が改善されるかに興味を持っておりました。
企業戦略とステークホルダーとのコミュニケーション、ESG経

営とそれに向けた具体的な取り組みを学ぶことができるアドバ
ンスト・コーポレート・コミュニケーションはABSの入学目的と
合致した科目と考え履修しました。

授業で学んだこと
インベスター・リレーションズ（IR）の基礎から始まり、サステ

ナブルファイナンス、コーポレートガバナンス、CSR／ESG／
SDGs、価値共創経営（CSV）、統合報告書、取締役会など多岐
に渡る領域が対象となります。講師陣は伊藤 晴祥准教授を筆
頭にしたアカデミア、寄付講座を提供しているジェイ・ユーラス・
アイアール株式会社の髙山 与志子先生をはじめとし、現職とし
て実際にIR活動を行っている企業の方、企業に対してコンサル
ティングを行っている方、世界の最前線でサステナビリティ投資
やサステナビリティ活動を行っている実務家の方々であり、数多
くのゲストスピーカーが各専門分野における最新の講義を行い

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

 Communication

Advanced Corporate Communication
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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、
国際マネジメント研究科客員教授）

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。
企業分析をもとに業績予想、投資推奨を行う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

小川 梓さん　2021年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※修了

過去のバブル崩壊やリーマンショックにおける金融危機と同様
に金融市場が混乱を極める中で財務諸表を読み解き、事業内容
や企業戦略・ビジネスモデル・業界特有の事情や他社比較・企業
価値算出を試みたことは、格好のケーススタディであったと確信
しています。

チームの運用では、銀行・建設設計・投資銀行・Law firmの
バックグラウンドを持つ4人のメンバーで、マクロ環境の変化に
応じた長期的な観点から本源的な価値に投資すべきとの信念
のもと、単なる短期の商品作りに終始せず、ファンドを通じて「資
本市場へ貢献できる」運用に挑みました。

学びとして印象的だったことは、一般的な経済理論では人は
常に合理的な行動をとるという前提に立っていますが、行動ファ
イナンスでは人は時として非合理的な行動をとるとされており、
我々もまさに講義内でその現象を数多く体験したことです。当初
の許容していたリスクについて、予想に反してファンダメンタルズ
が悪化、リスクを抑える投資行動をとるべきところ、講義内とは
いえ競争という心理が働いてしまい、バイアスを取り払うことは
大変難しいものでした。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
財務情報は、決算が発表されれば世界中に共有されるデータ

であり、誰にでも分かる情報でしかありません。しかし、再現性と
説得力をもって定量・定性的に分析し、さらに非財務情報にも目
を向けることで、それらがいずれ財務情報に反映され企業価値
を高めていくまでを仮説を立てて予測することを癖付けられるよ
うになりました。それにより顧客であるオーナーや経営幹部の
方 と々よりスムーズに課題や問題解決に向けた深い対話が可能
になったと考えます。また、バックグランドの異なるメンバーで幾
度も議論を尽くすことは、タイムマネジメントやピープルマネジメ
ント力も同時に鍛えることが出来、今後ますます多様化する組織
の中で活かせていけるのではないかと強く確信しています。

※ 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

なぜ履修したか
自身の金融機関の営業部門に従事してきたキャリアから、これ

までアナリストにより分析されたレポートや商品設計者による資
料を基に業務を行ってきましたが、自分自身でも精度の高い分
析手法と運用の世界の「起承転結」を学びたく、迷わず本科目を
履修いたしました。

授業で学んだこと（印象に残っていること）
森田教授からは学術的な知識を吉野客員教授からは、常にポ

ジティブに実践的な知識を学ばせていただきました。本科目は1
年を通じた唯一のカリキュラムとなっており、リアルマーケットの
世界を疑似体験させてくれる仕組みが随所にちりばめられてい
ます。そこにはファイナンスやアカウンティングだけでなく総合的
な経営知識全般が必要とされ、また教授陣の素晴らしいネット
ワークにより業界の最高峰で活躍されているゲストからリアルな
話を生でお聞きすることで自分の思考の在り方について本当に
多くの学びと刺激を得ることができました。特に、「好奇心がキー
プされている人に情報が集まり、情報の取捨選択に長けていく」
運用哲学については、「頑固で良い、仮説検証を繰り返す」という
言葉はこの先の私のビジネスマン人生において心に留めおきた
い言葉となりました。

コロナショック後の不安定な金融市場は、過去に前例のない
スピード調整や繰り返される下落局面で財務諸表の数値は過
去のトレンドから大きく乖離しました。その中で行う企業分析や
ファンドの運用は本当に困難の連続でありました。然しながら

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

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
 （株式会社大和総研ご提供）
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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、量子コンピュータ）の
現在を理解し、未来に挑む

栁瀬 光弥さん　2021年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※修了

コンピューティングに応用し、主に新しい概念をアルゴリズム（プ
ログラミング方法）に導入されるということを理解できました。

また、上記3つの補完として6つ項目を学びました。

Python：1年間を通して開発言語としてはAI開発でも使われる
Pythonを使用してきました。私はこの春からPythonを使い始
めました。私自身、前期の期間中の5月と7月にPythonエンジニ
ア試験（基礎試験とデータ分析試験）の2つの合格者となること
が出来ました。

GitHub：AIおよびAIの他の分野におけるオープンソースソフト
ウェアの事実上の格納場所であり、すべてをゼロから開発・構築
するよりもはるかに速く進めていくことができることを学びました。

Ethereum：授業では、「マスタリング・イーサリアム」の本を使
い、MetaMaskを使ってウォレットの作成をし、テスト環境での
イーサの送受信などを体感できました。

スマートコントラクト：MetaMaskウォレットとネットワーク上の
テスト環境を使ってコントラクトの作成などスマートコントラクト
プログラミングを実践しました。

線形代数：量子ビットの状態や量子演算を記述する際に使われ
る数式記法であるため量子コンピューティングを学ぶ前提とし
て授業でも最初に学びました。

AWS（クラウド）：AWSのAmazon Braketを使って実際に量子
コンピューティングのアルゴリズムを実践して体感できました。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
現在、私はメーカーの情報システム部に所属しています。今後

は、ITは基より、Deep Learning AI、Blockchain技術の理解、
そして量子コンピューティング等の最新テクノロジーの知見をよ
り深めて、ビジネスにとっての価値のあるものとの共通箇所にあ
るものを見出していきたいと思います。それは、ビジネス上、有益
な意思決定に繋がる有効なプロジェクトになり私自身がそのプ
ロジェクトにおける創造的リーダーになることがこのアクション・
ラーニングの真のゴールであると考えます。

※ 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

なぜ履修したか
私は、ABS入学当初からアクション・ラーニングは、Finance

＆Technologyを履修することに決めていました。それはこの
VUCA時代、つまり「Volatility：変動性」「Uncertainty：不確実
性」「Complexity：複雑性」「Ambiguity：曖昧性」という現代の
情勢から今までの常識や既存のビジネスモデルがまるで通用し
ない予測困難な時代にこそ最新テクノロジーを理解した創造的
リーダーの出現が必要であると考えていたからです。

テクノロジーは金融業であっても製造業であっても、あらゆる
業界においてどのような役割を担っていても組織のイノベーショ
ンに向けては、AI等をどのように活用するかが極めて重要な要
素であると認識しています。事例として、Amazon GoはDXの成
功事例の一つといえ、こうしたイノベーションのモデルについて
の教養もつけたいと思っていました。

授業で学んだこと
主に学んだ項目は3つになります。

1. Deep Learning AI
「PythonとKerasによるディープラーニング」の本を中心に
CNN（画像データを入力として高い認識性能を達成できるモデ
ル）といった小売業界での顧客トラッキングにも関連するモデ
ル・手法等、ディープラーニングに関する幅広い教養を身に付け
られました。

2. Blockchain / NFT
授業では実際にBlockchainのEXPOにも訪れ、すでに商用

でも使われている事など最新動向を把握できました。2008年に
Satoshi NAKAMOTOが発明したとされるBlockchainは、
P2Pネットワークなどの特徴を持ち、当初はビットコインの公開
取引台帳としての役割であったが近年では暗号通貨に限らず
NFTに見られるようにデジタルアートの世界でも期待が高まっ
ていることを認識しました。

3. 量子コンピューティング
授業では、AWSのAmazon Braketを使って「ショアのアルゴ

リズム」など概念実証型のアルゴリズムをクラウドコンピュー
ティング上で実践してきました。量子物理学特有の振る舞いを

ファイナンス＆テクノロジー Finance & Technology

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 

■ 量子コンピュータの理解

■ 最新の産業動向の理解

■ 新規プロジェクトの企画・立案体験

1312



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（サービス・デザイナー）

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。

企業のマーケティング課題へのコンサルティングプロジェクト

山田 将平さん　2021年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※修了

なマスを取らずニッチなコアターゲットにフォーカスすることで
新たなビジネスを創出することができることを目の当たりにしま
した。

デザイン思考はビジネスシーンでの導入が後発であるため、
既存の思考・発想との差異が明確になっているように感じます。
また一般的にはインプットされていない思考でもあるため、多く
の生徒が同じフェーズで議論を交わすことができるというのが
今デザイン思考を学ぶことのタイムリーな魅力だと感じます。
教授陣もビジネススクールという場にあって、多くの生徒の

ベースにはロジカルシンキングがあることを織り込み済みで、そ
の上でどのようにデザイン思考を取り入れるかユーザー（＝生
徒）視点での授業を心がけてくれている為、銘銘が自分なりにデ
ザイン思考を腹落ちさせやすいような授業構成になっているこ
とは非常に有難かったと感じています。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
新しいサービスを生み出し、世の中にイノベーションを創出し

ていきたいと思います。
まずは今まで自分が自分なりの解釈で取り組んでいたデザイ

ン思考を、この授業で学んだ内容にてもう一度洗いなおすことで
新たな発見や解決策が生まれるはずです。よくイノベーションは
異なる領域のアイデアを掛け合わせることで生まれると言われ
ますが、この掛け合わせの元となるアイデアを増やせることが新
しい発想を習得することの大きなメリットであると考えています。
今まで看過してきた、もしくは解決したと思ってきた様々な課題
に対して、もう一度時間をかけて向き合うことでより新しく大き
いイノベーションを創出したい。本授業で学んだ内容はそれだけ
のポテンシャルを秘めていると思います。

※ 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

なぜ履修したか
私がマーケティング・プランニング・プロジェクト（MPP）を専

攻したのは、デザイン思考を体系的に学べる貴重な機会だと考
えたためです。
昨今デザイン思考という言葉が流行しており、私も様々な書

籍を手に取っていますが、語り手によってその意味や解釈が様々
で、なかなか掴みどころがないというのが現状です。しかしながら
ロジカルシンキングがコモディティ化した世の中にあって、デザ
イン思考をいち早く正確に身につけることが、これから先の時代
を切り開いていくために必要不可欠だということも同時に理解
しています。

2021年度の本授業ではマーケティングとデザイン、それぞれ
専門領域の異なる教授陣を擁し、デザイン思考を用いたマーケ
ティング・プランニングを行うということで、これはデザイン思考
の自分の中でのディテールや定義づけを明確にする貴重な機会
であると感じ、またそれを大学院の授業という、良い意味で失敗
が許される環境でチャレンジングに取り組めることがより大きな
学びに繋がると感じ、履修に至りました。
および、私の現職はマーケティングとデザインの双方が求め

られる職務内容であり、本授業で学んだことをダイレクトにビ
ジネスに生かしやすい環境であることも、背中を押す一因とな
りました。

授業で学んだこと
デザイン思考にまつわるフレームワークや様々な捉え方・徹底

したユーザー目線に至る方法を体系的に学べました。
特にビジネス人としてユーザー視点に至れない遠因や無意識

のバイアスを発見できたことは貴重で、自身のビジネスシーンに
転換した際、実践的にデザイン思考を導入できる足掛かりに
なったと感じています。またエクストリームユーザーの尊重とい
うユーザーの捉え方は非常に興味深く、意図的に最大公約数的

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

Marketing Planning Project

これまでの主な連携先企業：株式会社ディー・エヌ・エー（2021）、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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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）

篠﨑 哲也さん　2021年度 イブニングコース（旧フレックス・タイムコース）※修了

タル技術に対する知見を学び採り入れることが、可能性の天井
を外すことだということを、日本環境設計の授業内講演や、中間
プレゼンでの諸先輩方からのアドバイスから実感できました。ま
た、最終課題である井上百貨店（松本市）へのSDGs提案に際し
ての現地調査で、伝統工芸と食品の掛け合わせや、廃棄物を養
豚に結び付けた開発の話を伺い、ビジネスの掛け合わせとして
SDGsの課題解決として出来たら面白そうという単純な発想が
意外にも可能性の天井を外すことになることを学びました。

第三に、井上百貨店が地域企業として既に取り組んでいた松
本蜜蜂プロジェクトやアートと食品のコラボや、学生連携プロ
ジェクトなどを知り、今後さらに松本という地域に関わる産業・
住民・行政をどれだけ共感させ、開発生産段階から関り、学びと
経済を循環させていくかを考えていくことになりました。その活
動は正にシチズンシップの醸成であり、CtoCマーケティングの
取り組みそのものであると感じました。

学んだ内容を今後どんな風に生かしていきたいか
この授業を通じての学びは、私の当初の履修目的である障が
い者福祉事業への関わりを強めることに、そのまま応用可能で
あろうと考えています。まずは今関わりを持っている障がい者福
祉事業者と、業界の課題を再度共有してどのような取り組みが
障がい者にとって面白く、彼らと関わる様々な雇い主たる事業体
や地域住民に価値が高いのかを検討していきたいと思います。

また現在神奈川県伊勢原市の同年代の事業者と、50年前に
途絶えた日向石産業復活のプロジェクトに関わり、いかにして地
域活性化とSDGsの課題解決が出来るのかを検討しています。
今回授業で出会った良きメンバーとも連携していきながら私の
フィールドワークとして多くの地でそのような関わりを持って活
動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

なぜ履修したか
第一に、私が社会人生活を通じて関わってきた障がい者福祉

事業における課題の一つである就業問題について、コミュニ
ティ・マーケティングの観点から解決策が見つけられるのではと
の期待です。第二に、ABSでの授業履修を通じて社会課題に
チャレンジする価値が深まっていたことです。第三に、SDGsに取
り組むべく環境省へ転職し活動するABS修了生の影響です。

授業で学んだこと
私にとって本授業での大きな収穫は、SDGsとビジネスは結び

つきが強く双方に影響しあうことに確信が持てたことと、その結
びつきを発揮するためには視野を広げ可能性の天井を外す事と
シチズンシップを醸成しコミュニティ・マーケティングの力を存分
に発揮する必要があるということの理解を得られたことです。

第一のSDGsとビジネスの結びつきについては、今回の授業で
のSDGsへのアプローチは、百貨店という場を通じて考えること
であったわけですが、SDGsに取り組む様々な業界の商品が百貨
店に集まり、百貨店がそれらを編集していること、そして顧客はそ
れらに興味関心を寄せることが分かりました。逆にみれば、SDGs
という社会課題に取り組むことは、既存のビジネスモデルや生産
設計や流通、販売スタイルの変化に繋がるということです。

第二に、課題解決にあたり過去の延長線上でなく今まで関
わっていない角度から物事を見てみることや、最新の科学やデジ

SDGs and Community Marketing
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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。

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

ビジネス倫理とリーダーシップ文化と宗教から見るビジネスと倫理 異文化マネジメントとリーダーシップ

プレゼンテーション・スキルキャリアとリーダーシップ

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・ビジネス 医療経済学

ファッションとビジネス

イノベーションと組織文化

イノベーションと組織改革 エンタテインメント・ビジネス

市場と組織

リスク・マネジメントとコンプライアンス

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

経営史 コーポレート・ガバナンス

海外研修セミナーⅡ観光業のイノベーション 海外研修セミナー I

国際マネジメント・セミナーⅠ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Ⅱ

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

必修科目

マネジメント・ゲーム

ビジネス・プランニング ビジネス・デザイン

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

ストラテジー＆オーガニゼーション

ITマネジメント  オペレーションズ・
マネジメント・リーダーシップ

オペレーションズ&情報システムズ

ファイナンス＆アカウンティング

マーケティング
消費者購買行動 マーケティング・リサーチ

マーケティング・
コミュニケーション CRM戦略

ブランド戦略 価格戦略

マーケティング・
ストラテジー・ゲーム

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

コーポレート・ファイナンス 国際ファイナンスサステナブル・ファイナンス インベストメント 証券データ分析

企業合併･買収 財務会計  管理会計

タックス・プランニング 財務諸表論企業価値評価

 

会計情報と資本市場

マネジメント（上級） マネジメント演習 IIマネジメント演習 I

 

デザイン・シンキング次世代デジタルイノベーション パブリックリレーションズ

マーケティング演習 II

次世代農業イノベーションマーケティング戦略

マーケティング演習 Iマーケティング（上級）

デリバティブ 企業財務戦略

 

インターネット・ビジネス デジタル・
マーケティング ビジネスデータ分析 プロジェクト・

マネジメント

オペレーションズ・
情報システム演習 II

オペレーションズ・
情報システム演習 I

セールス・マーケティング サービス・マーケティングマネジリアル・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

知的資産型経営コーポレート・
コミュニケーション

FAST

ファイナンス（上級）ビジネスと金融市場 ROEマネジメント

ファイナンス会計演習 I ファイナンス会計演習 II

マーケティング意思決定モデル

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

アドバンスト・コーポレート・コミュニケーション

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 II プロジェクト・レポート

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

インターネット・ビジネス・プロジェクト I

マーケティング・プランニング・プロジェクト

カリキュラム （2022年度）

※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

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

ソーシャル・
アントレプレナーシップ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 人的資本マネジメント
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経営戦略
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、基本戦略など事業戦略の分析・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
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
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。

アカウンティング
アカウンティングは、企業が作成・公表する財務情報を分析するため
に必要な会計に関する基礎知識の習得を目的としている。具体的には、
簿記に関する技術的な仕組みの理解をはじめとして、財務諸表を構成
する基礎概念、財務諸表相互間の関係、財務諸表を分析するための基本
的な手法等について理解を深めてもらうことである。授業では、広範な
会計領域の中から、重要性が高いと思われる論点をピックアップして
解説していく。

オペレーションズ・マネジメント
オペレーションズ・マネジメントにおける重要なポイントは、戦略やマーケット

を意識しながら持つべき資産やプロセスを設定し、重要となるアウトプット
（品質、コスト、適時性、多様性）間でのバランスを取りながら価値を創造し市場
へと供給する過程をマネジメントすることにある。主に講義とケースディス
カッションを活用して授業を進める。基礎的な知識や分析手法は講義にて学ん
でいただき、それらを応用しながら本質的な問題を発見し、本当に解くべき問題
は何かを定義する能力を鍛え上げる機会をケースディスカッションにて提供
する。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。

ビジネス倫理
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。

企業経営の経済学
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。

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
の紹介をし、その応用として各種エクササイズやケース分析を行う。

統計分析Ⅰ
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。

必修科目

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。

基本科目

科目紹介（ 2022年度 抜粋）

競争戦略
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。

プロジェクトマネジメント
「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。

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企業がとるべき財務戦略を中心に議論
する。そのため、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、リアルオプション等を扱う。ファイナンス理論を実
務へ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。
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
戦略等のケースを扱う。行動ファイナンス、FinTech、InsurTech等、ファイ
ナンス理論や実務の新しい論点についても授業内にて議論する。

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
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。

インベストメント
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。

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。

デザイン・シンキング
VUCAの時代には、前例のない課題や未知の問題に対し創造的に考
え新たな解決策を見出すことが常に求められている。「Design 
Thinking（デザイン思考）」はデザイナーが行う創造的な問題解決の方
法を一般化して誰でもできるようにしたもので、海外では多くのビジ
ネススクールで講座が開講されている。本講義ではデザイン思考を
ワークショップ形式で実践的に学び、基本的なマインドセットと創造
的な問題解決の方法を修得していく。

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。

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。

専門科目

※この科目紹介の内容は、2022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。



コース名 学位 特徴 履修期間

2年

2年

主として昼間に科目履修

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

デイタイムコース

イブニングコース

経営管理修士
(専門職)

経営管理修士
(専門職)

創造的
リーダー

現在
の

あな
た

在
学

中

修 了
後

入
学
時

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。

P36へ

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。

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
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。

２つのコース

入学式
知的興奮が冷めやらない
2年間の始まりです。

修了式
晴れてMBAホルダーです。

創造的リーダーへの道筋

英語能力アップ講座
英語の能力を向上させる
ために在学生向けのTOEIC
対策講座を受講できます。

P24へ

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

授業外の
学習機会
授業以外にも
学びの機会が
あります。

P25へ
必修科目
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

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。

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。

P35へ

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。

P36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。

P37へ

イブニングコースとデイタイムコースの授業時間帯

土月 火 水 木 金

  9:00 ～ 10:30

11:00 ～ 12:30

13:20 ～ 14:50

15:05 ～ 16:35

16:50 ～ 18:20

18:30 ～ 20:00

20:10 ～ 21:40

1

2

3

4

5

6

7

デイタイムコースの時間帯イブニングコースの時間帯

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
が、平日の夜間と土曜日にも履修できる授業があります。

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

※ 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
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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。

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。
これまで株式会社セブン&アイ・ホールディングス代表取
締役社長の井阪隆一氏、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。

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。

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（その出版化-「ケースに学ぶ青山企業のマーケティン
グ戦略」、「青山企業に学ぶコミュニティ型マーケティング」
など）、株式会社ビームスとの連携による渋谷区職員のクー
ルビズウェア企画とSDGｓ活動提案など様々な領域で教員
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。

授業外の学習機会
　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。

サポートプログラム

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
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
で会社経営を体験し、自分自身の学ぶべき点を再確認し
ます。次に懇親会では、学生間、先輩、教員との交流を通じて
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。
（2022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）

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
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。
在学生向けに設置しているTOEIC対策／ビジネス英会話講座
を入学前に受講することができます。

オンライン対応
2022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。

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。
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寄附講座

コーポレートコミュニケーションオフィサーに必要な
知識と技能の会得が目的です。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、②投資家広報（IR）、
③企業のサステナビリティ活動、④企業の財務政策、
⑤長期の企業価値向上策やコーポレートガバナンス、
⑥企業情報開示、⑦情報開示政策、⑧企業経営と資本市場
との関係（コーポレートコミュニケーション）に対する理解
を経て最後に総合的なプレゼンテーションを行います。

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。

日本の農業の現状課題を踏まえ、農業の生産・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、
いわゆる「次世代農業」（スマート・アグリカルチャー）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（「グリーンカラー」）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、それらを解決
する手段としての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）の最新事例を毎回紹介します。
講師陣が提供する多彩なインプットを参考にして、受講生
たちは自らの経験を活かして、解決したい課題を設定し、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。

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（Disruption）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。

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。

企業分析をもとに業績予想、投資推奨を行うアナリス
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。

企業競争環境において、スタートアップから大企業ま
で、今やイノベーションがひとつの重要な成功のファク
ターになっています。米国の小さなオンライン書店から、
イノベーションによって大企業へと急成長を遂げた
Amazon及びアマゾン ウェブ サービスの取り組みをケー
ススタディとし、企業文化や組織の在り方、テクノロジー
活用の重要性など、様々な角度から分析していきます。

当授業は、IR、CSR、サステナビリティ推進等の業務に関
心のある学生を対象とします。現在、上場企業の経営者は、
長期投資家との建設的な対話を通じ、ESG（環境、社会、ガ
バナンス）課題を改善し、持続可能な成長を実現すること
が求められています。授業では、日米欧のサステナビリ
ティ経営に取り組む企業の事例から、企業は如何に投資家
と建設的な対話を行い、自社と社会の持続可能性を高める
べきかについて学びます。

人的資本は持続可能な企業成長の源泉として、株式市場
やESG指標等で着目されており、日本でも経済産業省が
積極的な開示と活用推進を目指しています。当授業は価値
向上とリスクマネジメントの両面からグローバルコンサ
ルティングファームが保有する先進事例の共有や関連理
論の講義を行い、最終的に自社の人的資本価値を向上させ
るためのアクションプラン策定と発表をゴールとします。

パブリックリレーションズ （PR）とは、株主・従業員・顧
客・取引先・地域社会などのステークホルダーとの合意形
成や、メディアやネットを通じた世論形成を目指す、企業
経営を円滑に進めるための重要な機能です。様々な経営要
素とPRの関係を考察し、また多くの企業の具体的な事例
を検証することにより、経営におけるPRの役割について
議論を深めます。

激しい環境変化に対応すべく、企業は自社が保有するノ
ウハウや技術、ネットワーク等無形の経営資源、「知的資
産」から将来のキャッシュフローを生み出す新事業や経営
の在り方を模索しています。本講義では、国内外企業や金
融機関の取組事例を通じ、「知的資産」について学びます。
企業の知的資産をどのようにデザインし、付加価値をどの
ように高めていくのかを考え、経営デザインシートを作成
し発表することをゴールとします。

青山学院校友会『青山トラベル・ソサエティ』は、観光・
旅行関連業界で活躍する青山学院同窓生の組織です。ホテ
ル、エアライン、旅行業など、観光産業の第一線で活躍する
卒業生が登壇し、実務経験に基づき、業界の動向や課題に
ついて講義を行います。また今後の観光業に求められる
イノベーションとビジネスモデルについて、受講生ととも
に議論します。

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。2022年度は以下の14講座を開講しています。
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産学・社会連携活動 国際認証
2022年2月、ABSのMBAプログラムは、ビジネス教育の国際的認証機関であるEuropean Foundat ion for  

Management Development（EFMD、本部：ベルギー）より、世界水準のビジネス教育を提供しているプログラムとして
EFMD Accredited MBAの認証を取得しました。現在、世界においては133校のみがEFMD Accredited MBA認証を取得
しており、日本においては2校目となります。この認証取得後も審査は継続して受けることになり、さらなるプログラムの質の
向上や海外ビジネススクールとの交流が期待されます。

 社会の要請や時流に則した魅力的なプログラム

 倫理、社会的責任、サステナビリティを軸とした教育方針

 熱心、迅速、かつ継続的なプログラム運営

 最適な学習環境の提供に向け一致団結している教員

 公式、非公式両面での教員から学生への手厚いサポート

 オンライン学習や新しい教育方法に対応したITプラットフォーム

EFMD Accredited MBAについて
EFMD Accredited MBAは、国際認証機関EFMDのビジネススクールにおけるMBAプロ

グラムに対する認証で、MBAプログラムの国際性、倫理、社会的責任、及びサステナビリティ、
実業界との関係性、プログラムデザイン、プログラムの運営、修了生の活躍度、教育・研究の質等
に関して、76項目にわたり、多国籍の専門家で構成される審査委員会による書類及び実地調査
により評価が行われます。その評価に基づき、10か国以上のMBAのビジネススクールと企業
関係者で構成されるEFMDの審査委員会が最終決定を行います。

「EFMD」についての詳しい概要　https://www.efmdglobal.org/

EFMD Accredited MBA

2019年3月、ABSのMBAプログラムは、ビジネススクールの国際認証機関であるThe 
Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century 
organization (ABEST21、本部：日本)の継続認証審査を受け、その認証を継続するととも
に、「認証評価基準がほとんどまたは全てが満たされ、改善すべき課題の少なく、教育研究の
質維持向上が十分に期待でき、非常に優れている教育プログラムである」という最高位の評価
を受けました。

「ABEST21」についての詳しい概要　https://www.abest21.org/
認証評価結果　https://www.aoyamabs.jp/value/files/2020ninshouhyouka.pdf

ABEST21

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（2022年度25名）が関わり、また多くのゲストスピーカーに
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、
時代を先取りしたテーマで、企業・団体と産学連携しています。
学生がテーマに応じた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ト型演習を行っています。
2021年度は、株式会社ディー・エヌ・エーと連携し、レッド
オーシャン市場に隣接するブルーオーシャン市場を見出し、そ
の市場のニーズに応じたサービスを開発し、さらに、そのサー
ビスのマーケティング戦略を策定するプロジェクトを実施し
ました。デザイン思考の手法も取り入れて、5種類のプランを
提案しました。2020年度は、健康経営をテーマに株式会社
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を行いました。

これまでの主な連携先：株式会社ディー・エヌ・エー、株式会
社ティップネス、東神開発株式会社、株式会社パソナなど

産学連携活動
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。

コミュニティ・ベースト・ラーニング（CBL）
CBLは、従来の「ボランティア」「サービス・ラーニング」概念
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
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、
複数の科目でCBL要素が積極的に取り入れています。
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
座「次世代農業イノベーション」では、東京近郊の自然農で受講
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を構想
し提案しています。

社会連携活動

地域連携活動

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。

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：長崎県（文化観光国際部）、渋谷
区、徳島県神山町、静岡県熱海市、北海道別海町など
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　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。

Creative Leader　創造的リーダー
森川 亮 さん　
1999年修了
C Channel株式会社
代表取締役社長

ABSで練った事業案を今、現実に

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
ディア事業に携わる。勤務しながらABSで学び、1999年に
修了。ソニーを経て、2003年にハンゲームジャパン（現
LINE）に入社し、事業部長、取締役、副社長を経て、2007年
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。

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。

白水 美樹 さん　
2006年度イブニングコース※修了 
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

ABSで経営の言語を得る

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
（現 楽天証券）の創業より勤務。カスタマーサービス部長、
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
ネット証券業務に携わる。勤務しながらABSで学び、2007
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）。

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。

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。

「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。

交流プログラム

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。

Global Network 海外ビジネススクール
とのつながり

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

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】

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：エジンバラ・ビジネススクール（イギリス）【中央】

トマス・ドマンスキー教授：ロッズ大学（ポーランド） 写真中央左からシーン・レヴィン准教授：テキサス大学ダラス校（アメリカ）、
フランク・コショワ教授：トゥールーズ大学ジャン・ジョレ校（フランス）、
マーティン・スクリッドストラップ准教授：コペンハーゲン・ビジネススクール（デンマーク）

※ 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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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。

キャリアデザイン

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

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。

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

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。

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

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。

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

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、
デイタイムコース※は留学生も多く、異文化理解も含めた交流も貴重な経験でした。ABS
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。

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

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。 

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

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/voice_highstage.html

※ 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
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　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。

クリエイティブ活動
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。

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在学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

主な活動実績

■  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

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。

授業のあとに

ABS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。

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。

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。

ABSライフ

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在学生・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。

http://xtrive.org

※ 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 35



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2,600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。

Alumni　同窓会
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（P25）」でご紹介した青山MBA
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。

修了後の学習機会

36

主な活動
ABS ALUMNIでは、在学生・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。

専用ウェブ会員システム TSUNAGU

「TSUNAGU」は修了生・在学生・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
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
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ネットワークを活用する事が出来ます。

■ 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・在学生・修了生・業界関係者参加）
■ 在学生と修了生の交流会
■ 在学生主催イベント参加・学園祭出店サポート
■ 趣味、ボランティア、BBQ等のコミュニティ活動
■ 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

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。経営統括室事業開発部長、専門店事業部長を経て、現在はEC・通販事業部長
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

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。

伊藤 正貴
ABS Alumni 会長

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
ノベーションを実現する新たな取り組みを実施してい
ます。主な取り組みは、【①青山クリエイティブサロン】
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
いと考えています。

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

＜ABS ALUMNI Facebook＞
https://www.facebook.com/ABSalumni

＜AOYAMA OPEN INNOVATION HUB＞
http://absp.aoyamabs-alumni.jp

37



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DBA（Doctor of  Bus iness 
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。

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/voice_phddba.html

　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。

Profile
※2022年度入学者のデータです。

業種 （イブニングコース） （%）

　MBA学生プロフィール

男女比 （%）

女性
男性

35
65

イブニングコース

女性
男性

45
55

デイタイムコース

海外からの入学者

■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾

■ モンゴル■ タイ ■ 香港

年齢構成 （人）

職種 （イブニングコース） （%）

営業・販売 19.2

経営・事務企画 19.2

マーケティング・ 12.8

企業等の経営者・ 7.6

人事・総務 7.6

商品企画

役員

 女性 男性 合計

イブニングコース 37.8 36.6 37.0

デイタイムコース 24.9 24.6 24.8

合計 31.2 31.7 31.5

平均年齢 （歳）

※ 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

（歳）

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-60

41

17

19

17

16

10

2

15

0

2 0

1

0

0

イブニングコース
デイタイムコース

1

5

情報・通信業 15.4

サービス業 10.3

医薬品 10.3

小売業 9.0

銀行業 6.4

食料品 5.1

機械 5.1
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助手 
今井 昭仁

神戸大学発達科学部卒業。神戸大学大学院人間発
達環境学研究科修了、修士（学術）。London  
School of Economics and Political Science
修了、Master of Science in Philosophy and 
Pub l i c  Po l i cy。日本学術振興会特別研究員
（DC2）を経て、2021年より現職。研究分野は倫
理学、特に応用倫理学。ABSでは、オンライン授業
支援を担当。近刊『理論とケースで学ぶ企業倫理
入門』（共著、白桃書房）。

助教 
大橋 英司

早稲田大学商学部を卒業生副総代で卒業。同大学
商学研究科修士課程商学専攻修了。カナダ・アル
バータ大学ビジネススクールより博士号（Ph.D. 
in Accounting）を取得。2021年より現職。専門
分野は会計学。研究の関心は管理会計の基礎であ
る業績評価の理論。特に、業績評価システムやイ
ンセンティブ契約の設計において、心理的な要素
がどのような影響を持つかという問題に関心を
持っている。担当科目は「アカウンティング」「会
計情報と資本市場」など。

教授 
福井 義高

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。

教授 
細田 髙道

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・ビジネススクールにてPh.D. 
（Business & Management）を取得。そのまま同校にて専任教員とし
て教鞭を執る。在職中には英国高等教育学の学位及び英国高等教育ア
カデミー・フェローのステイタスも獲得。幅広い業種のコンサルティ
ング経験をもつ。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国際的
な研究プロジェクトを運営し研究成果はEuropean Journal of 
Operational Research等から出版している。数多くの国際ジャーナル
審査員も務める。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。

教授 
Glenn E. Mayhew

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
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

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、日本オペレーションズ・リ
サーチ学会所属。研究分野は、需要予測、在庫管理、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」、「コンサル
ティング・プロジェクト」、「マネジメント演習Ⅰ」、「イン
ターンシップ」。

教授（研究科長）
中里 宗敬

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
ポレート・ファイナンスの考え方」など。担当科目は
「ファイナンス」「証券データ分析」「FAST」など。

教授 
藤井 賢治

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。

教授 
宮副 謙司

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。

教授 
森田 充

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。

教授 
中野 勉

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 
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。「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
『持続的成長をもたらす戦略人事：人的資本の構築とサ
ステナビリティ経営の実現』『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 
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。

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。 准教授 

伊藤 晴祥

青山学院大学国際政治経済学部卒業。ハワイ大学シャイドラー
経営大学院から博士号（Ph.D. in International Management）
取得。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。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。国際標準化機構（ISO）におけるサ
ステナブルファイナンスの専門家委員会にてエキスパートと
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 
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 
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」「海外研修セミナーⅠ」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。

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 
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。

教授 
武田 澄広

カーネギーメロン大学経営大学院（Tepper  
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。

専任教員紹介

2022年度
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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

Access　アクセス

※この入学案内の内容は、2022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。

School Fees 学費

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。

専門実践教育訓練給付金制度

Admission 入試情報

出願期間
＜最終日必着＞ 面接 合否発表

＜郵送＞
手続期限

＜最終日必着＞

2022/10/21（金）2022/10/6（木）
2022/10/1（土）
2022/10/2（日）
イブニングコースは2日のみ

2022/8/30（火）－
2022/9/9（金）

2023/1/6（金）2022/12/8（木）
2022/12/3（土）
2022/12/4（日）
イブニングコースは4日のみ

2022/10/31（月）－
2022/11/10（木）

2023/2/24（金）2023/2/13（月）
2023/2/11（土）
2023/2/12（日）
イブニングコースは12日のみ

2023/1/11（水）－
2023/1/23（月）

※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。

※スケジュール、会場、コンテンツは変更になる場合があります。
※対面式を予定していますが、新型コロナウイルスの感染状況によってはオンラインでの実施になる場合があります。

※博士課程の学費はホームページをご覧ください。

研究科（専攻等） 2022年度 納入金合計

1年次 1,818,000円
2年次 1,498,000円

国際マネジメント研究科　MBAプログラム

入試日程 選考方法：「書類審査」および「面接」

入試説明会
■  2022/7/16 （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）
■  2022/8/20 （土） 13：00～ 特別編（青山アクション・ラーニング説明会）
■  2022/10/19 （水） 18：45～（デイタイムコース） 19：30～（イブニングコース）
■  2022/12/14 （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）

奨学金
■  日本学生支援機構奨学金＜第一種・第二種＞
■  青山学院万代奨学金
■  地方公共団体の奨学金・民間育英団体の奨学金
■  青山学院大学経済支援給付奨学金
■  青山学院大学経済援助給付奨学金

■  青山学院スカラーシップ（冠奨学金）
■  大学課外活動等奨励賞
■  青山学院大学学業成績優秀者表彰
■  民間育英団体の奨学金・
　  私費外国人留学生の奨学金

交通アクセス

キャンパスマップ

■ 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
｢渋谷駅｣より徒歩約10分

■ 東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）
｢表参道駅｣より徒歩約5分

B1出口
国連大学

青山
通り

首都高 3号線

宮益坂

渋谷
郵便局

GS

東口

JR

青山学院大学
青山キャンパス

明
治
通
り

渋
谷
駅

東京メトロ
表参道駅

東京メトロ
明治神宮前駅

ビック
カメラ

表参道ヒルズ

渋谷
ヒカリエ

東急プラザ

スパイラル

青山学院記念館
（大学体育館）

フィットネス
センターBook café

購買会
コンビニエンス
ストア

大学図書館

間島
記念館

総研ビル
食堂
17号館

ガウチャー・
メモリアル・ホール

正 門正 門

エントランス
エントランス

記念
館門

記念
館門

東
門

東
門

ABS

青山
通り

新図書館棟
建設工事中 工事中
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地の塩、世の光
（マタイによる福音書　第5章　13節～16節）

青山学院スクール・モットー

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.facebook.com/AoyamaBS

https://twitter.com/aoyama_mba

https://www.aoyamabs.jp


