
　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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青山アクション・ラーニング

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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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、
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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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
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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（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
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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。

18




