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青山アクション・ラーニング

科目紹介

 01 マネジメント・ゲーム

 02 企業分析とファンド・マネジメント・シミュレーション

 03 アドバンスト・コーポレート・コミュニケーション

 04 ビジネス・プランニング

 05 マーケティング・プランニング・プロジェクト

 06 ファイナンス＆テクノロジー

 07 インターネット・ビジネス・プロジェクト

 08 プロジェクト・レポート
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※このパンフレットの内容は2019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。



青山ビジネススクール（ABS）では2年次に、体験的な学習プロジェクト「青山アクション・ラーニング」を

8科目設けています（2019年度）。これは、それまでに身につけた知識の総まとめとしてMBAプログラム

の集大成の科目と位置づけられる、ABSの特徴的な科目です。

図に示すように、ABSの科目は、「ストラテジー＆オーガニゼーション」「マーケティング」「ファイナンス＆

アカウンティング」「オペレーションズ＆情報システムズ」の4つの領域に分かれ、学生は、その領域の必修

科目（100番台科目）、専門科目（300番台科目）を履修し、より専門的な経営知識を学びます。そして基本

科目（200番台科目）で領域を超えたビジネススキルなどの方法論や教養やフィロソフィーを学びます。

そして、2年次に「青山アクション・ラーニング」（500番台科目）を履修することで、それまでに学んだ

専門的な経営知識の統合を図るとともに、プレゼンテーションやコミュニケーションのスキルを活かし、

また経営分析や戦略策定のグループでのプロジェクトワークを通じて、新しい市場を切り拓く創造力や、

ビジネスに必須のコーディネート能力を高めることになるのです。

「青山アクション・ラーニング」科目は、ある科目は海外のビジネススクールとの連携で、ある科目は、

企業との産学連携や実務家プロフェッショナルとの協働などで進められ、実社会に働きかける学習に取り

組むことも他の科目にない魅力です。

このような外部との協働、内部のプロジェクトマネジメントを体験していくことで、時代に求められる

「創造的なビジネスリーダー」を育成するプログラムになっています。

青山アクション・ラーニング
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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
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必 修 科 目
（1 0 0 番台科目）

基 本 科 目
（2 0 0 番台科目）

専 門 科 目
（3 0 0 番台科目）

01 マネジメント・ゲーム

02 企業分析とファンド・
マネジメント・シミュレーション

03
04 ビジネス・プランニング

05マーケティング・
プランニング・プロジェクト

06ファイナンス＆テクノロジー

07インターネット・
ビジネス・プロジェクト

08プロジェクト・レポート

Aoyama 
Action

Learning

Aoyama 
Action

Learning
（500 番台科目

）

様々な分野の
企業との
産学連携

国際的な
ビジネススクール
との連携

実務家
プロフェッショナル

との連携

アドバンスト・コーポレート・
コミュニケーション
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「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

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。

マネジメント・ゲーム
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

Aoyama Action Learning4

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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久保田 龍さん

を巻き込んだプログラムであり、緊張感のある日々を
過ごすことができることと思います。プレゼンのクオリ
ティ向上、タイムマネジメント、他授業の理解の深化、
経営的思考など、成長を実感できる項目は多岐にわた
り、なにより苦楽を共にしたチームメンバーとの絆は特
別なものとなりました。

マネジメント・ゲームの履修に
興味がある方へ
プログラムを通じて、これまでの学習や経験に自信
をつける絶好の機会を得られます。ABSはカーネギー
メロン大学など海外MBAと比較し、好成績を収めて
います。世界で闘えることをぜひ実感してきてください。
最後に、チームメンバー、社外取締役で参加下さっ

た皆様、修了生の皆様、教授方、その他関係者の皆様
に心よりお礼申し上げます。

体 験 談

2018年度 フレックスコース修了

履修の決め手
魅力的な授業がある中で、学友に声をかけてもらっ

たことがきっかけで履修を検討しました。
説明資料や提出資料のほぼ全てが英語であり、仕
事で英語を使わない私にとっては挑戦的な試みでした
が、1年目に経営についての基礎を学び、それを実践
に近い環境で学ぶことが期待できたため履修を決めま
した。

強い組織をつくる難しさを痛感
私はCEOの役割でチームに参加していました。最も
学びとなったことは、「想いを伝え、一丸となって努力
することの重要性」です。
チームで分担する財務、マーケティング、オペレー

ションの役割は連動しており、自分の役割の判断が全
体の結果に影響します。チームメンバーは他の授業の
準備や、仕事、家庭、趣味など取り組まなければなら
ないことが多々あり、このような中で正解のない経営
の意思決定のために個々の役割を果たしてもらわなけ
ればなりません。
マネジメントをするよりもされていたCEOでしたが、
約4ヵ月間、目標に向かって努力を続け、互いに足り
ないものを補い合いあった結果、海外のMBA生に勝
利し、1位という結果を得ることができました。これは、
優秀な4人の学友と、素晴らしいチームになることが
できたからだと確信しています。

履修後の成長を実感
マネジメント・ゲームでは、カーネギーメロン大学を
はじめとする海外MBAスクール、社外取締役として
参加いただいた企業のトップランナーなど、学外の方々

Management Game 5
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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

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

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。

企業分析とファンド・マネジメント・シミュレーション

Aoyama Action Learning6

科目履修によって得られるもの

・ 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）

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
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使え、5人中4名が日系及び外資系企業の管理職でし
た。経験豊かなメンバーでしたので、皆で意見を出し合
いながら、過去最高の資料を作ろう、BAのバリューを
上げよう、と非常に前向きに取り組むことが出来まし
た。一方で、他の3チームも優秀なメンバーがたくさん
おり、毎月のプレゼン内容や運用成績において切磋琢
磨したことは素晴らしい経験となりました。授業が終
わった後に他チームのメンバー含めて食事に行く機会
も多く、後期の授業日は特に楽しみな日でもありまし
た。最終プレゼンでは初の英語でのプレゼンやバック
テストの実施、最終報告書では該当銘柄全ての1年後
株価予想等を行い、BAのバリューを上げるために皆
で懸命に取り組んだことを誇りに思い、またメンバー全
員に感謝しています。唯一残念だったことは、2018年
は株式市場においてリーマンショック以来の厳しい状
況下、全チームが運用益を上げることが出来なかった
点です。このような中でも、毎週ご参加下さったABS
修了生のみなさんのアドバイスに助けられました。

学んだ内容を今後どのように
生かしていきたいか
1年間のBA履修を通じて様々なことを学びました

が、特に市況分析や企業分析を行うことで、今まであま
り知らなかったビジネスモデルや収益構造を理解する
ことができ、今後は実務である経営企画において「投資
すべきかの判断」に活かせると考えています。得意として
いる財務諸表分析を通してのアプローチ以外に、BAで
学んだ思考方法やテクニックを駆使することで、企業経
営をより強固なものにしていきたいと考えています。

2018年度 フレックスコース修了

なぜ履修したか
青山アクション・ラーニングを選択する上で私は3つ

の事を考えました。まず、自身の強みであるファイナンス
面が活かせる点。次に、投資や統計手法等をプロから
ダイレクトに学べる点。最後に、MBAを取得する上で
個人ではなくチームで1つのものを築き上げる点。
以上を重視した結果、ビジネス・アナリシス（BA）を
履修いたしました。

授業で学んだこと
前期ではニッセイアセットマネジメントで著名なアナ

リストとしてご活躍されている吉野貴晶先生からファン
ド形成までに必要な基礎知識や実際のファンド運用方
法等を中心にプロ目線でのお話も含めてご講義いただ
きました。また、担当教授である森田先生から財務諸
表分析や理論株価計算等、幅広い知識を学びました。
お二方に共通しているのは「熱意あるご指導」であり、
親身にサポートして下さったことに改めて感謝申し上
げます。森田先生はグループワークの際に各チームを
回って、進めている内容で困ったことはないか、システ
ム操作等含めて分からないことはないか、と常に学生
目線でサポートして下さいました。吉野貴晶先生は各
チームのアイデアについて、良い視点で僕は好きですと
常に肯定して下さり、その上でプロとしてのアドバイス
を述べてくれました。
後期では100億円を元手に各チームで競ってファ

ンド運用を行いました。ここからが本格的なグループ
ワークですが、僭越ながら私がリーダをやらせていた
だいたチームは多様なメンバーで構成されていました。
会計系の国家資格保有者2名、歯科医、理系大学院
卒、パイロット資格保有者、英語は全員がビジネスで

体 験 談

Business Analysis and Fund Management Simulation 7

※ 2019年度からBAは「企業分析とファンド・マネジメント・
シミュレーション」に科目名が変更になりました。
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広報およびIR活動や財務政策、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

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企業の広報活動（PR）の理解、②証券アナリストや機関投資家の投資分析方法の理解、③投資家
広報（IR）の理解、④企業のCSR活動の理解、⑤企業の財務政策についての理解、⑥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、⑦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、⑧ソフトロー下の開示政策の理
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。

アドバンスト・コーポレート・コミュニケーション

Aoyama Action Learning8

PR、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

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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丸山  義弘さん

体 験 談

2018年度 フレックスコース修了

Advanced Corporate Communication 9

はじめとした投資家向け情報を分析し、財務・非財務・
ビジネスモデル・コーポレートガバナンス等の観点から
企業がどのような価値創造を行い持続的な成長と
社会価値の創出に取り組んでいるかを、自分なりにま
とめて発表しました。10分間という決められた時間の
中で、投資家に魅力を感じてもらうために効果的に
伝えることの難しさを感じた最終課題でしたが、考え
抜いた成果を発表する楽しさも同時に感じることので
きた、重要な経験となりました。

学んだ内容を今後どのように
生かしていきたいか
ACCで培った分析力、企業の財務・非財務活動を
読み解きアウトプットする力は、現在身を置いている海
運会社での営業業務でも役立っており、特にESGや
SDGsといった分野への理解が深まったことによって、
顧客への提案も商品であるサービス主体から、顧客に
とって社会的意義を見出せる内容に変化しました。結
果的に顧客との信頼関係の構築にも寄与しています。
今後は、経営企画などにも関わり、事業を通じてより
社会に貢献できるビジネスパーソンとなれるように
努力していきたいと考えています。

なぜ履修したか
海運会社にて営業として顧客に最適な輸送サービ

スを提案していましたが、商品であるサービスを中心
とした自身の売り方に限界を感じることがありました。
より広い視野を身に着けビジネスの定石をしっかりと
学ぶことと、自身に不足している分野の知識（特にファ
イナンス）を身に付けることにより、ビジネスパーソンと
して顧客に価値を提案できる幅を広げることができる
と考えました。それが、アドバンスト・コーポレート・
コミュニケーション（ACC）を履修したきっかけです。
投資家をはじめとした様々なステークホルダーに最適
なコミュニケーションを行う手法や戦略を学ぶことに
よって、顧客に対しても中長期にわたって持続的な
関係性を築くための提案ができるようになると考えま
した。

授業で学んだこと
授業は、事前課題で準備を行い、常に最新の題材・
文献を用いて、インタラクティブな授業環境のもとで
理解を深める形式となっていました。前期終盤には
衣料、食品、後期序盤には食品、医薬品企業のIR関
連業務ご担当者様を招いての質疑応答を中心とした
授業と、投資家向け説明会を想定した模擬グループ・
プレゼンテーションを行いました。学んだ理論をアウト
プットし、企業担当者様から直接フィードバックを頂く
ことで、更に深い学びにつながったと考えています。
後期末の最終課題・個人プレゼンテーションは、私に
とって最大の山場になりました。長期投資家に対して
企業の魅力を伝えることをテーマとして、自身で選んだ
研究対象企業についてのプレゼンテーションを行うと
いう課題でした。統合報告書・アニューアルレポートを

※ ESG：Environment Social Governance（環境・社会・ガバナンス）
 SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）
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ビジネスアイデアの創出から事業計画の立案まで体験
起業や新規事業開発に求められるスキルや知識を獲得

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

ビジネス・プランニング

Aoyama Action Learning10

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

■ 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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Business Planning 11

柏  頼和さん

学んだ内容を今後どのように
生かしていきたいか
BPでの学びの到達目標は、授業科目の概要に記載

されている「自ら考えた実現性の高い新規ビジネスを
グループで練り上げ、近い将来の社内起業も含めた
ベンチャービジネス、起業実現を目指す能力を養成す
る事」でした。この1年間、相当の訓練をBPで積み重
ねてきました。この糧を生かし、現在の業務を見つめな
おし、新しい事業の創造、既存事業の効率化を実現さ
せ、自社のメンバー、取引先企業、そして世の中に貢献
できる仕事をしていきます。また、提案力の更なる向上
を目指し、各地のビジネスコンテストへの参加は今後
も継続していきたいと考えています。

2018年度 フレックスコース修了

なぜ履修したか
多くの500番台講座の中でビジネス・プランニング

（BP）を選んだ理由は、オリエンテーションに参加した
時に、先輩チームのプレゼンテーションを見て、その
アイデアが面白く自分も参加したいと思ったからです。
実際に起業されているOBの方の講演やベンチャー
キャピタリストの方達との交流があり、人脈が広がる
機会が得られるとも聞きました。自分のビジネスや今
後のキャリア形成に何らかのヒントが得られるのでは
ないかと思い履修しました。

授業で学んだこと
この科目は、1年生で学んだ基礎科目、経営戦略基
礎やマーケティング基礎、アカウンティング基礎の知
識を使いこなすスキルが求められます。その基礎力を
前提として、自分達のビジネスアイデアについて発表
し、先生やゲストの方達から評価を頂きます。テーマは
毎回変わり、ミッション/ビジョン/バリューから始まり、
マーケティングの4P、ビジネスモデルと進んでいきま
す。毎週発表なので、プレゼン力がつきます。説得力が
ないと聞き手に伝わらないので、簡潔にわかり易く説
明出来るような力が求められます。評価を頂いてから
チームメンバーと反省会をするのですが、その話し合
いの中で新たな気付きが生まれます。そのようにして、
深みを増した新規事業が完成していきます。その完成
過程は、最初中々うまく行かない事が多かったのです
が、先生への相談やメンバーとの話し合いにより解消
されていきました。今思えば、この事業創造に至る過程
こそが、最大の学びであったと思います。先生やチーム
メンバー、関係者の方々と有意義な時間を共有する
ことが出来ました。
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科目履修によって得られるもの

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

  ブランディングやチャネル政策、コミュニケ―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、フィールドワークを多く実施します。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行い、
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。

マーケティング・プランニング・プロジェクト

Aoyama Action Learning12

マーケティング戦略を構想し、様々な関係者を
コーディネートする能力

調査分析業務を設計・実施し、分析・研究する能力

グループメンバー協働でのプロジェクト遂行能力

これまでの主な連携先企業:東京急行電鉄株式会社、株式会社明治、株式会社ティップネス、キーコーヒー株式会社、
株式会社パソナ、株式会社ヤクルト球団、株式会社西武ライオンズ、公益社団法人日本トライアスロン連合

■ 担当者インタビュー
■ 現場調査・現地調査

マーケティング・プランニング・プロジェクトの進め方マーケティング・プランニング・プロジェクトの進め方

■ 消費トレンド研究 ■ インタビュー調査 ■ プロジェクト・マネジメント
■ 戦略理論研究 ■ アンケート調査 ■ コンサルティング・ベーシック
■ ビジネスモデル研究 ■ デザイン・シンキング ■ コミュニティベースト・ラーニング
  

対象
企業

問題
提起

資料
情報

評価

ABS
学生

分析
調査

戦略
検討

計画
立案

報告
提案

仮説
構築
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※ CSR：Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）

酒井  まゆらさん

内容をプレゼンで取り上げるかチームで話し合ったとこ
ろ、メンバーによって重要視しているポイントが異なり、
1つの資料をまとめる大変さも経験できました。

学んだ内容を今後どのように
生かしていきたいか
現在の勤務企業ではCSR活動が活発に行われてお

り、会社がある青山・赤坂周辺の企業・地域・学校とか
かわる活動プログラムが多くあります。私は児童・学生
向けコンピュータプログラミング教室のスタッフとして
活動中です。企業にとってCSR活動は本業ではなく傍
流の部分ではありますが、企業が地域社会とのかかわ
りを持つうえで大事な活動と感じています。この活動の
中で、MPPで学んできた視点を生かして、新たな提案
や活動が出来ればと考えています。

体 験 談

2018年度 フレックスコース修了

なぜ履修したか
2018年度のテーマの1つである「シェアリングエコ

ノミー」に興味があったからです。過去、顔が見えるご
近所コミュニティ内で「（ちょっとしたお礼付きの）モノ
の貸し借り」という行動がありました。現代では、イン
ターネットというプラットフォームを通じて遠くの知ら
ない人との間で、自分が保有するモノの貸し借りや共
有を行い、お金のやり取りが発生する、という新しい経
済行動が生まれています。そもそもシェアリングエコノ
ミーとは何か、そしてマーケティング・プランニング・
プロジェクト（MPP）のもうひとつのテーマである地域
活性化を組み合わせて、1つのコミュニティ内でシェア
できるモノは何か、そしてそれを使ってどのように経済
を発生させることが出来るか、ということを考えるよい
機会になると思いました。

授業で学んだこと
担当地域が都会のど真ん中の渋谷区だったため、当
初は「地域活性化」というテーマをどのように扱えばよ
いか戸惑いました。しかし、生活圏としての渋谷区を知
るため、フィールドワークの一貫として区の施策を調べ
たところ、他の地域にもある課題（高齢化）もあれば渋
谷区ならではの施策（外国人・LGBTの方も暮らしやす
い多様性を持ったまちづくり）もあり、まちの状況という
のは一概に「駅前の賑わい」だけでは判断できないこと
を知りました。併せて授業内でデザインシンキングの手
法を学ぶ機会がまとまった時間で設けられており、多面
的に物事を捉えることが出来るようになりました。また
MPPは産学連携の授業のため、最終プレゼンテーショ
ンは企業の方に向けた内容にする必要がありました。
資料枚数や時間配分に制限があったため、どういった

Marketing Planning Project 13
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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

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。

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/

ファイナンス＆テクノロジー

Aoyama Action Learning14

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
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Finance & Technology 15

岩田  貴裕さん

②ゲストスピーカーや受講生によるフィンテック
最新動向プレゼンテーション
ゲストスピーカーによるASEAN諸国におけるフィ

ンテックの動向についての講演や、受講生による日本/
中国におけるキャッシュレス社会の現状についての発
表を行いました。中国においてITサービスや最新技術
は日本より遥かに早く普及しており、技術進歩と社会
的背景の関連を実際の事例を見ながら議論できた点
は、特に良い気づきと学びを与えてくれました。

学んだ内容を今後どのように
生かしていきたいか
　現在、ITを活用した新規事業に従事しており、技術
の進歩がビジネスに与えるインパクトと重要性を実感
しています。F&Tではブロックチェーンを題材として、
ビジネスへの応用可能性や最新動向を体感できまし
た。今回の経験を活かし、最新技術とビジネス動向を
関連付けて捉え、適切な意思決定ができるよう、自ら
の仕事に生かして行きたいと考えています。

体 験 談

2018年度 フレックスコース修了

なぜ履修したか
近年、情報技術の発展に伴い、様々な業界でビジネ

スモデルの変革が起こっており、テクノロジーの進歩が
ビジネスに与える影響はますます大きくなってきてい
ます。ファイナンス&テクノロジー（F&T）では、Deep 
Learningやブロックチェーン等の技術とビジネスを関
連付けて学ぶ事ができると期待し、受講を決めました。

授業で学んだこと
①ブロックチェーンを用いた環境構築と概念実証
受講生でEthereum上にプライベートなブロック

チェーンネットワークを構築し、ブロックチェーンの
仕組みやアルゴリズムを実際に体感しました。また、
ブロックチェーン上で動作するアプリケーション
（スマートコントラクト）をSolidityというプログラミン
グ言語で実装し、ブロックチェーンを活用したシステム
の設計と発表を行いました。
実際に手を動かすことで、書籍を読むだけでは得ら

れないブロックチェーン技術の特性や本質を実感した
上で、ビジネスへの応用について議論できた点は、
大変良い学びとなりました。

※この体 験 談には、ファイナンス会 計 演 習Ⅰ 「Keras 
-TensorflowでDeep Learning」の内容には触れておりま
せんのでご了承ください。
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先端的な ITを駆使したビジネス戦略の構想策定から
アプリ開発・運用、事業推進まで体系的に学習

ITとネットが、業務の運用だけでなく、経営戦略の実現に必須の時代になっています。その中で、eコマース事業
の構想とその実現についてプロジェクト学習を通年で行います。
プランニングだけでなく、実施に至るまでのさまざまな関門、また、実際の展開をする上でのさまざまな
考慮点などを、変化するITを使い
こなすことを意識しながら、自分の
能力として身につけられるようにス
トーリーセンター方式で学習してい
きます。ビジネス戦略、ネットマーケ
ティングと顧客獲得、eコマースと
Webサイトの具体的な立ち上げと
運用、関連するいろいろな技法、プ
ロダクトのアピールと評価など、
MBA2年間の総仕上げを意図して
進められます。

インターネット・ビジネス・プロジェクト

ITを人任せにせずに、戦略的活用の武器とするべきだ
という視点に立って、マネジメントとしてのITの理解、
そしてその実現力・実践的応用力を意識すること

各自の個別能力を発揮するためにITを使いこなせる
ようになること

eコマース事業の推進能力を身につけること

Aoyama Action Learning16

第2ステージ
Sell Side Webに関するプロジェクト学習
第2ステージ
Sell Side Webに関するプロジェクト学習

第1ステージ
ECソリューション提案能力
第1ステージ
ECソリューション提案能力

第3ステージ
構想と事業計画に関わる様々な課題
第3ステージ
構想と事業計画に関わる様々な課題

第４ステージ
総合力：新技術とクリエイティビティ 4

3
2
1
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李  界旻（リ カイミン）さん

「インターネット･ビジネスってこんなに奥が深いのか、
自分は何も知らなかったんだな。」と愕然としました。
そこから、少しでも吸収しようと本気で授業に臨みまし
た。
ステージ2、ステージ3のグループワークではアイデ

アだしやプランニングに苦労しましたが、学んだ知識
をヒントに、頭をフル回転させ、事業計画まで落とし込
むという、実践的な体験が出来て、とても力になったと
感じています。ステージ4までの1年間、井田先生から
様々な知識と経験を教えていただき、今の自分はイン
ターネット・ビジネスの仕組み、良いビジネスを作るた
めの方法、注意すべきことなどを学び、1年前とは比べ
ものにならないほど、成長したと感じています。
また、インターネットとは、刻一刻と時代とともに変
化し続けるものなので、これからも引き続き学習しつづ
ける必要があると痛感しています。その際の原点となる
べきものはこの1年間で学んだことであるのは、間違
いありません。

体 験 談

2018年度 フルタイムコース修了

なぜ履修したか
当初、私はインターネット･ビジネスに関しては、自信
がありました。なぜならば、大学は情報学部を卒業し、
スタートアップで働いた経験もありましたので、イン
ターネットに関しては「全部知っている。理解している。
このインターネット・ビジネス・プロジェクト（IBP）の
授業も楽勝だろう」と考えていました。いま振り返ると、
当時の自分はとても甘かったと思います。そこから私の
IBPジャーニーが始まりました。

授業で学んだこと
IBPの授業は1年を通して実施されるプログラムで

あり、四半期毎に4ステージに分けられ進められました。
ステージ1では、まずビジネスで利用するインター
ネットの基礎的な知識の習得。導入におけるプロセス
や、プランニングの重要性、コスト見積もりの難しさな
どを学習しました。
ステージ2では、実際にグループで、WEBサイトの
構築体験、システム開発・運用計画の立案などを行い
ました。
ステージ3では、これまで学んだことをすべて落とし
込み、ITを活用したビジネスアイデアを考え、事業計画
まで発展させ、プレゼンテーションを行います。
ステージ4では、これまでの学習を振り返り、特に重
要な内容をレビューしたり、最新の動向を把握したり、
今後の傾向などを学びます。

授業を終えて
実際の授業がスタートし、ステージ1の時点で、井

田先生が、私がまったく知らなかった様々な理論や知
識を丁寧に教えてくださり、本当にびっくりしました。

 Internet Business Project 17
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※2019年度・2020年度休講の科目となります。

修士論文に相当する研究レポートをグループで作成
アカデミックな研究手法、論理的文章の作成能力向上を目指す

研究手法（定性分析および定量分析）

各トラック固有の情報解釈のノウハウ

グループ・ワークによるチーム・ビルディング

論理的文章の作成能力

Aoyama Action Learning18

本科目は自ら選定したプロジェクトテーマに関するレポートの作成を目的とする科目です。レポートの
指導は教員2名が共同で行います。レポートの内容は担当教員2名のうちいずれかの教員が所属する領域に
相当する内容とします。
今後、ビジネスパーソンとして活躍する上でデータ分析およびレポート執筆等の能力は不可欠です。本科

目では履修期間を通じて以下の目的を達成することを目指します。

プロジェクト・レポート

ABSで学んできた知識を総動員して現実の企業の分析を行うことによって経営分析方法を身につける。

複数存在する情報から企業の全体像を導き出し、企業経営の実態について正確な認識を導き出せるようにする。

異なる視点を有する共同執筆者との間で認識の共有を目指し、より優れた見解を導き出せるコミュニケーション
能力を身につける。

企業経営に関する見解を第三者に伝わるよう論理的な文章の執筆方法を身につける。

『高血圧治療薬における医薬品ライフサイクル・マネジメントの有効性―ナショナルデータベースによる実証分析』
『日本企業におけるグローバル人事制度―総合商社と製薬会社の比較分析』
『国内製薬企業リサーチャーのコンピテンシー・モデルの変遷』
『スポーツ実業団出身のビジネスキャリア形成』

テーマ例
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籔内  美穂子さん

②論文執筆
懸賞論文への応募を視野に、投稿規定に準じて
執筆開始し、スケジュール1ヵ月前倒しで執筆完了し
ましたが、この時点で、統計学的な視点を踏まえ内容
変更を決断しました。終盤での変更は大変でしたが、
深い先行研究レビューのおかげで論理再構築もス
ムーズに進み、執筆・応募完了しました。
むしろ、より大変だったのは、医薬専門用語をわかり

やすく、かつ文字数を規定内に収めて執筆することで
したが、読み手にメッセージが伝わるよう執筆する
重要性と表現を学びました。

学んだ内容を今後どのように
生かしていきたいか
研究・論文執筆を通じて、論理的思考力、主体的姿
勢、および執筆スキルが強化され、業務上の医薬関連
文書執筆時、内容の質・スピードが向上し、効率化が
実現しました。
また、マネジメント上の業務見える化・分析・提案な

ど多様な場面で効率よく執筆し、内容を基に、外部環
境の変化に対応した変革や生産性向上を図り推進し
ています。
今後も、医薬開発関連の研究・執筆を継続し、健康

の向上に貢献していきます。

体 験 談

2018年度 フレックスコース修了

なぜ履修したか
私は、医薬開発に関する業務に従事しており、業務
専門性とビジネスのマネジメントスキルを強化して業
務に活かすために、MBA取得を決意し、ABSに入学
しました。元々、書くことが好きで、入学時に2年後の
ゴールをメモに書き留めていました。メモには「業務専
門性」「マネジメントスキル」「論文執筆」とあり、入学時
から執筆意向があったことが確認できます。当時は、当
該科目はフルタイム学生対象だったため、「フレックス
タイム学生も履修可能か」と質問をしたことを覚えてい
ます。
1年修了時、当該科目がフレックスタイム学生も履修
可能となりました。当該科目では、自身の興味のある
テーマについて、ABSで学んだことを総動員して研究
し、論文として成果を残すことができます。この点が自身
のゴールにマッチしており、魅力を感じて履修しました。

授業で学んだこと
私は、通年の講義の中で、定量的研究・論文執筆を
完了しました。
①研究
研究のステップは、「テーマ設定」「先行研究レ

ビュー」「仮説構築」「データ・分析方法の決定」「結果、
考察および結論」と進めます。講義では、自身の研究の
状況を共有し、研究指導をいただきます。個人作業で
は、課題解決に向け、主体的に先行研究を深く調べた
り、思考を巡らし論理構築したりしました。
主体的な取り組み姿勢が、コミュニケーションや

モチベーション面で好循環を招いて成果につながり、
姿勢の重要性を実感しました。

Project Report 19
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マネジメント・ゲーム

青山アクション・ラーニング科目の担当教員

岩井 千明  教授

Aoyama Action Learning20

各科目共に主幹事の専任教員

マーケティング・
プランニング・プロジェクト

黒岩  健一郎  教授

Kenichiro Kuroiwa

アドバンスト・
コーポレート・コミュニケーション

伊藤  晴祥  准教授

Haruyoshi Ito

インターネット・
ビジネス・プロジェクト

井田  昌之  教授

Masayuki Ida

ビジネス・プランニング

髙橋  文郎  教授

Fumio Takahashi

マーケティング・
プランニング・プロジェクト

宮副  謙司  教授

Kenshi Miyazoe

企業分析とファンド・
マネジメント・シミュレーション

森田  充  教授

Mitsuru Morita

ファイナンス＆テクノロジー

武田  澄広  教授

Sumihiro Takeda

Chiaki Iwai
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お問い合せ先
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プロジェクト・レポート

須田  敏子  教授

Toshiko Suda

プロジェクト・レポート

澤田  直宏  教授

Naohiro Sawada

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   http://www.aoyamabs.jp

※このパンフレットの内容は2019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。

※この他、各分野の専門的実務知識を持つ非常勤教員も
参画しています。
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