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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ない。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

Message from the Dean　研究科長挨拶

３つのポリシーOur Policies

青山学院大学大学院
国際マネジメント研究科

研究科長  中里 宗敬

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　http://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　http://www.aoyama.ac.jp/faculty/graduate_abs/management_science/policy.html
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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）

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

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

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。

2年目に、それまでに身につけた知識の総まとめの「青山アクション・ラーニング」を8科目設置
しています（2019年度）。それらは、いずれも体験から学ぶように設計されています。他のビジネス
スクールでは、2年間の総まとめとして論文を書くことが求められますが、ABSでは実践的なプロ
グラムで知識を定着させます。自らが携わっている業務に直接生きる学びが得られます。

Advantage　アドバンテージ

01青山アクション・ラーニング

マネジメント・ゲーム

企業分析とファンド・
マネジメント・シミュレーション

アドバンスト・
コーポレート・コミュニケーション

ビジネス・プランニング

マーケティング・
プランニング・プロジェクト

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

プロジェクト・レポート（500 番台科目
）

Aoyama 
Action

Learning

Aoyama 
Action

Learning
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04歴史と修了生ネットワーク
ABSは、30年に近い長い歴史を持つビジネススクー
ルの一つで、修了生は2,300名を超えています。社会
で活躍する修了生が、授業内で講演することもしばし
ばです。また、同窓会組織が修了生間のつながりを維
持するためのさまざまなイベントを実施しています。
ビジネスの機会が得られたり、ビジネスパートナーと
出会ったり、この人的ネットワークという資産から、さ
まざまな恩恵を享受できます。05グローバル化人材の育成

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

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。
「企業倫理とコンプライアンス」を必修科目に配置する
だけでなく、「エシックスとビジネス」「ビジネス・フィロ
ソフィー」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。（2019年度カリキュラム-必修科目（科目数9）、基本科目（18）、専門科目（77）、共通専門科目（8）、他研究科履修
可能科目（16）、青山アクション・ラーニング科目（9）、合計137科目）
必修科目については、全講義を録画し、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。

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、在校生へすべて公開しています。
また、「優れた授業を行った教員を表彰することで、その
努力と貢献をたたえるとともに、今後の授業の質向上に
向ける努力を喚起する」ことを目的に、毎年、ABSティー
チングアワードの表彰を行っています。

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。
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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、次の8種類
の科目（2019年度）を設置しています。

青山アクション・ラーニング

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、
コミュニケーションは主に電子メール、Webを通じて行われ
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
Management Game

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。

企業分析とファンド・マネジメント・
シミュレーション

Business Analysis and 
Fund Management Simulation
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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
ロールプレー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
Advanced Corporate Communication

実現性の高い新規ビジネスの事業計画を少人数のグルー
プで作成し、ベンチャーキャピタルやエンジェルに提出可
能なレベルまで完成度を上げることにより、近い将来、社
内起業も含めたベンチャービジネスの起業を目指す能力を
養成します。特に、実現性の高いビジネスモデルの開発とそ
の発展フェーズごとの経営管理やマーケティング戦略に焦
点を置き、顧客現場を重視した肌で感じるビジネス創出を
目指します。起業家やエンジェル、ベンチャーキャピタリ
ストを招き、実務的な評価を受けることにより、起業家精神
を養成します。

ビジネス・プランニング
Business Planning

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
Marketing Planning Project
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青山アクション・ラーニング

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。

ファイナンス&テクノロジー
Finance & Technology

各「学生体験談」は、ホームページでご覧ください。
http://www.aoyamabs.jp/programs/globallearning.html

プロジェクト・レポート
Project Report

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。
本科目では履修期間を通じ、今後ビジネスパーソンとして
活躍する上で不可欠な、データ分析およびレポート執筆等の
能力を身につけることを目指します。

プロジェクト・レポートのテーマ例
■「アスリートキャリアからビジネスキャリアへの移行要素」
■「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」

■「ホテル産業における顧客満足と従業員満足ならびに利益
創出の連関性について」

※2019年度・2020年度休講の科目となります。

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
Internet Business Project
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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
黒川 美穂子 さん　
2012年度フレックスコース修了
株式会社ファミリーマート
経営企画本部 広報部

アナウンサーからIRオフィサーへ

大学卒業後、中京テレビにてアナウンサーとして勤務。
日経CNBCにて、経済番組「マーケットトーク」を担当。
フリーアナウンサー時代の2007年にABSに通い始めるが、
1年後、ご主人の転勤でインドへ帯同。帰国後、復学して
2013年3月修了。2014年ファミリーマート入社。2016年
より現職。

アナウンサー時代、経済番組を担当した際に、経済やビ
ジネスに関する知識が不足していると痛感したのが、ビジ
ネススクールで学ぼうと思ったきっかけです。
在学中に夫の海外赴任で、勉強は中断せざるを得なかっ
たのですが、ABSで幅広く基礎科目を学んでから海外へ
行ったことはよかったと思っています。インドで感じたの
は、日本企業が現地の人達にあまり理解されていなかった
ことです。どうすれば理解されるのかと考えたことが、IR
への興味につながりました。
復学後は、IRに関する授業を積極的に受講し、体験的学習
プロジェクトもアドバンスト・コーポレート・コミュニケー
ションを履修しました。修了後は希望通りIRの仕事に携わ
り、2015年、制作担当していたアニュアルリポートが日経
アニュアルリポートアワードで優秀賞に選ばれ、一つの目
標を突破できました。投資家とのコミュニケーションツール
として、受け取って欲しい情報を効果的に伝える学びは大変
役立ちました。現在は対外的な広報と社内広報、決算や株主
総会など仕事が多岐に渡っており、IRとPRを経験すること
で、コーポレートコミュニケーションの専門性をフルに生か
せております。

白水 美樹 さん　
2006年度フレックスコース修了 
レオス・キャピタルワークス株式会社
取締役 営業本部長

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。取締
役営業本部長（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。
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プログラム名 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

フル・タイム
MBA

フレックス・タイム
MBA

経営管理修士
(専門職)

経営管理修士
(専門職)

現在
の

あな
た

在
学

中

入
学
時

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、フレックス・タイムとフ
ル・タイムの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つのプログラム

入学式
知的興奮が冷めやらない
2年間の始まりです。

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
ために在校生向けのTOEIC
対策講座を受講できます。

P10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。

P10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。

P15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。

P12へ
専門科目

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

P13へ8



創造的
リーダー

在
学

中

修 了
後

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。

P20へ

修了式
晴れてMBAホルダーです。

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。

P19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。

P20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。

P21へ

フレックス・タイムとフル・タイムの授業時間帯

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

フル・タイムの時間帯フレックス・タイムの時間帯

授業時間帯
フレックス・タイムは、平日の夜間と土曜日に授業が配置
されています。フル・タイムは、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。



　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。

スタート時のサポートプログラム

フレッシュマンキャンプ
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。内容は主に、ビジネス
ゲーム、懇親会、カリキュラムの説明の3つです。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。

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。
在校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。

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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マクロ経済学 制度環境と企業経営 企業システム論

経営史 異文化マネジメント リスク・マネジメント

マクロ経済データ分析エシックスとビジネス 統計分析 II

プレゼンテーション・スキルオペレーションズ・リサーチ

文化と宗教から見るビジネスエシックス

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

基本科目

統計的分析論 I 統計的分析論 II リサーチ・メソッド

ヘルスケア・マネジメント 医療経済学 海外研修セミナー

インターンシップ 海外教員招聘講座

共通専門科目

経営戦略基礎 ファイナンス基礎 マーケティング基礎

アカウンティング基礎 オペレーションズ・マネジメント基礎 企業倫理とコンプライアンス

企業経営の経済学 統計分析 I 組織行動

必修科目

青山アクション・
ラーニング

倒産法（１） 消費者法 環境法（１）

労働法（１） 知的財産法（１） 企業法Ⅰ（会社法）

会社法企業法Ⅱ（会社法）

マネジメント・ゲーム

インターネット・ビジネス・プロジェクト I インターネット・ビジネス・プロジェクト II

マーケティング・プランニング・プロジェクト

他研究科科目

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

イノベーション・マネジメント

ストラテジー＆オーガニゼーション

ITマネジメント ITソリューション

オペレーションズ・
マネジメント インターネット・ビジネス

ITと経営戦略

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 インベストメント 証券市場分析

証券投資の理論 ファイナンシャル・
レポーティング

コーポレート・
コミュニケーション 企業合併･買収

企業の資金調達 財務会計 管理会計 タックス・プランニング

ファイナンス会計演習 I

財務諸表論企業価値評価

専門科目

人材マネジメント

マネジメント演習 II

会計情報と株式市場 企業法務入門

上級マネジメントＡ

ファイナンス（上級）

デジタル・
マーケティング

マネジメント演習 I上級マネジメントBソーシャル・アントレプレナー

 新事業とベンチャー キャリアとリーダ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

マーケティング（上級） マーケティング演習 I マーケティング演習 II農業マーケティングマーケティング戦略

デリバティブ

企業財務戦略

国際会計

応用財務諸表論

FAST

ビジネスデータ分析 グローバルIT

プロジェクト・
マネジメント

オペレーションズ・
情報システム（上級）

オペレーションズ・
情報システム演習 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・マーケティングアドバンスト・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

ファイナンス会計演習 II

金融資本市場概論 ROEマネジメント

マーケティング意思決定モデル

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

金融と法（１）

金融と法（２）

社会調査論 I

社会調査法 II社会調査論 II 社会調査法 I

社会統計学 キリスト教学

アドバンスト・コーポレート・コミュニケーション

ファイナンス＆テクノロジー

企業分析とファンド・マネジメント・シミュレーション

プロジェクト・レポート

ビジネス・プランニング

カリキュラム （2019年度）

※その他多数 【ABSでは他研究科科目も選択できます。】

ビジネス・フィロソフィー

コーポレート・ガバナンス ビジネス・ゲーム基礎

オペレーション・
情報システム特別講座
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経営戦略基礎
経営戦略論のなかでも競争戦略について解説し、外部環境分析、経営
資源分析、基本戦略などの戦略立案のための技法を身につける。講義
と事例研究に基づくケース・ディスカッションを交えながら、個々の製
品事業の責任者である事業部長の視点から、競争戦略についての理解
を深めてもらう。

ファイナンス基礎
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。

マーケティング基礎
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。

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

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

企業倫理とコンプライアンス
現代の企業経営が直面している喫緊で具体的な問題や課題をビジネ
ス･エシックスの視点から分析し提示することにより、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。前半は、講
義主題に沿って示される現代の問題状況を踏まえつつ、そこから企業
倫理に基づく経営戦略が守りから攻めへと転じうる方向を見定め、企
業人としての新しいモラル・センスを培う。後半は、ケース･メソッド
を習得し、ディスカッションの上で、ソリューション、ディシジョンを
模索し、プレゼンテーションを行う。

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
とその応用としてのケース分析である。

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

エシックスとビジネス
経営やビジネス、また富や金銭の問題について、ユダヤ=キリスト
教的伝統(イスラム教も含む)は倫理的に鋭い感覚をもち、その文化圏
においてこの問題をめぐる基本的指針を掲げ、人々の思想と生活を
指導してきた。しかし、この宗教的伝統の倫理学は実はギリシア=
ローマの哲学・倫理学に大きく影響されている。むしろ、それを土台
に出来上がっていると言っても過言ではない。本講義ではそうした
歴史的背景から始めて現代のビジネス倫理学までの展開を要所を押
さえつつ学んでいく。

ビジネス・フィロソフィー
リーダーシップの涵養のためにリベラルアーツを学ぶ必要性が各方
面で叫ばれている。本科目は、グローバルに活躍するビジネスリーダー
に必要とされる幅広い教養や洞察力を身につけることを目的に、宗教・
哲学・思想・自然科学・社会科学等の古典やカレントな著作を読みなが
ら、現代社会が直面する問題点とビジネスリーダーの生き方について
考察する。参加者は、クラスでの討論を踏まえて、自分自身のミッショ
ン・ステートメント（ビジネスリーダーとしてどのように生きるか）を
つくって発表する。

基本科目

科目紹介（ 2019年度 抜粋）



ROEマネジメント
寄附企業：マネックス証券株式会社
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する。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」などにつき考察する。

地方創生実践論ー神山プロジェクト
寄附団体：認定特定非営利活動法人 グリーンバレー
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ある。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う。

金融資本市場概論
寄附企業：マネックス証券株式会社
日本株式市場を中心に「マーケットとは何か」ということを考察す
る。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・予想を試みる。
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する。

農業マーケティング
寄附団体：一般社団法人 グリーンカラー・プラネット
日本の農業の現状課題を踏まえ、農業の生産から消費までのバリュー
チェーンごとに、さまざま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」の考え方を紹介するとともに、
そのような連携から新しい農業の可能性や展開方法を検討する。

コーポレート・ファイナンス
企業価値を最大にするためには企業がどのような財務戦略をとる
べきか考察する。そのために、企業価値評価手法の基礎と応用を講義
する。具体的には財務諸表分析、割引現在価値法、Market Multiple法、
リアルオプションなどを扱う。ファイナンス理論を実務への適用する
実践的な能力を涵養するためにケースを利用する。ケースの一例とし
て、クロスボーダーM&A、LBO&MBO、ベンチャー企業への投資にお
ける財務戦略などがあげられる。また、行動ファイナンス、FinTechや、
InsurTechなどの新しいファイナンスの課題についても議論する。

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

消費者購買行動
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、10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、米国の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。

ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミズム
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。

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

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、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。



履修モデル
　ABSのカリキュラムは、体系的かつ幅広いので、自分自身が将来目指すポジションに合わせて科目を履修することができます。
以下は参考例です。その他の履修モデルは、ホームページでご覧ください。

企業戦略
グローバル・マネジメント
競争戦略
人材マネジメント
ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス
コーポレート・ガバナンス

テーマ：

目指すポジション：

マーケティング戦略
ゲーム理論とマネジメント
コーポレート・ファイナンス
企業合併・買収
ITと経営戦略

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

企業戦略とトップ・マネジメント

最高経営責任者、執行役員

地域活性化のマーケティング
地域活性化のプランニング
地方創生実践論ー神山プロジェクト
農業マーケティング
ブランド戦略
マーケティング・コミュニケーション

テーマ：

目指すポジション：

ソーシャル・アントレプレナー
ファッション・リテイリング
マーケティング戦略
マーケティング・リサーチ
新事業とベンチャー

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

地方創生・地域政策デザイン

地域活性化コーディネーター

グローバル・マネジメント
競争戦略
企業戦略
人材マネジメント
異文化マネジメント
グローバルIT

テーマ：

目指すポジション：

ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス
ゲーム理論とマネジメント
国際ファイナンス
エシックスとビジネス
リスク・マネジメント

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

グローバル・ビジネス

海外部門担当役員、海外子会社責任者

マーケティング・リサーチ
消費者購買行動
価格戦略
CRM戦略
マーケティング意思決定モデル
ビジネスデータ分析

テーマ：

目指すポジション：

マーケティング戦略
サービス・マーケティング
ファッション・リテイリング
マーケティング・コミュニケーション
デジタル・マーケティング

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

マーケティング情報科学

マーケティングリサーチマネジャー
CRMシステムコンサルタント

コーポレート・ファイナンス
財務諸表論
企業価値評価
エシックスとビジネス
ファイナンシャル・レポーティング
ブランド戦略

テーマ：

目指すポジション：

ビジネス・フィロソフィー
異文化マネジメント
企業財務戦略
リスク・マネジメント
プレゼンテーション・スキル

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

コーポレート・コミュニケーション

IRオフィサー

コーポレート・ファイナンス
企業合併・買収
企業財務戦略
企業の資金調達
企業価値評価
財務諸表論

テーマ：

目指すポジション：

国際ファイナンス
財務会計
管理会計
タックス・プランニング
リスク・マネジメント

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

コーポレート・ファイナンス

CFO

インベストメント
証券市場分析
証券投資の理論
デリバティブ
金融資本市場概論
証券投資の基礎

テーマ：

目指すポジション：

コーポレート・ファイナンス
企業価値評価
国際ファイナンス
FAST
マクロ経済データ分析

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

アセット・マネジメント 

ポートフォリオ・マネジャー

インターネット・ビジネス・プロジェクト I ・ II
プロジェクト・マネジメント
ITソリューション
ITと経営戦略
インターネット・ビジネス
グローバルIT

テーマ：

目指すポジション：

CRM戦略
デジタル・マーケティング
競争戦略
ビジネスデータ分析
新事業とベンチャー

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

ITエンハンストビジネス

ネットビジネス・新事業担当、CIO

インターネット・ビジネス
競争戦略
ITソリューション
ITと経営戦略
デジタル・マーケティング
新事業とベンチャー

テーマ：

目指すポジション：

プロジェクト・マネジメント
企業の資金調達
グローバルIT
企業合併・買収
ビジネスデータ分析

代
表
的
６
科
目

そ
の
他
５
科
目

起業

ベンチャー企業社長、新規事業担当役員



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。
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、入学時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、外国人学生による百貨店や商店街のインバウ
ンド対応分析と提案など、様々なテーマ領域で教員の指導
サポートも得ながら学外でも学び、地域や社会に向けた
貢献に取り組んでいます。

授業外の学習機会
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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年度フレックスコース修了

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年度フレックスコース修了

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年度フレックスコース修了

椿竜太朗さんは、大学卒業直後にABSフル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。椿さんは入社から数年間はシステムエンジニア
業務を経験し、その後はプロジェクトマネジャーにも昇進し、現在は政府系金融機関向
けコンサルティング・プロジェクトで全体統括を担当しています。
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、積極さを増していきました。フルタイムコースは留学生も多いのでその
交流もいい経験でした。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。

フル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年度フレックスコース修了

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。
http://www.aoyamabs.jp/message/voice_highstage.html
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　ABSは、2020年代に社会で活躍する「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

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

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

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年度フレックスコース修了）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
フレックスコース修了）。青山キャンパス向かいのオープンカフェに
て、ABS在校生・修了生・ベンチャーキャピタル・起業家を結びつける
ミートアップイベントをDJ・オーガナイザーとして企画。毎回多数の
参加者を動員し、新たなつながりを生み出しています。

http://xtrive.org



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、学年ごとに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。

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
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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（P15）」でご紹介した青山MBA
フォーラムやマーケティング文化祭などは、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
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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。



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2,300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

主な活動

ABS ALUMNIでは在校生・修了生の垣根を超えた
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・在校生・教員専用のABS ALUMNI
公式名簿システムです。同窓生を入学年・業種別などで検索し
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・在校生・修了生・業界関係者参加）
■ 在校生と修了生の交流会（毎月15日の朝活勉強会
「イチゴ会」、留学生就職セミナーなど）
■ 在校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。現在は経営統括室事業開発部長を担当。ABSは2006年度フレックスコース
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。

伊藤 正貴
ABS Alumni 会長

朝活勉強会「イチゴ会」
修了生と在学生をつなぐ朝活セミナー。ビジネスや
自身の体験、旬の話題などをテーマに語りあいます。

過去のテーマ例
・ ジェンダーバイアスと女性のキャリア
・ ABSアフリカ研究会活動報告
・ 演劇でビジネスを学ぶ？！

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

＜ALUMNI Facebook＞
https://www.facebook.com/ABSalumni
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産学・社会連携活動

ABSの授業運営には、各分野の専門家・実務家など非常勤講
師（2019年度29名）が関わり、また、ゲストスピーカー（2018
年度152名）による授業内講演が実施されています。

MPP授業での産学連携
マーケティング分野の青山アクション・ラーニング科目群

「マーケティング・プランニング・プロジェクト（MPP）」では、
特に時代を捉えたテーマで、企業・団体と産学連携し、学生がそ
のマーケティング戦略を策定し連携先に提案するプロジェク
ト型演習を行っています。
2018年度は、シェアリングエコノミーをテーマにパソナ株
式会社と産学連携し、都市部及び地方の複数地域を対象に、そ
こで考えられるシェアリングエコノミー戦略を策定しました。
2019年度は、米国オレゴン州ポートランド市の地域活性化に
学び、東京郊外生活の充実へ向けて世田谷区を対象とした地域
価値向上の戦略デザインに取り組みました（連携先は、玉川髙
島屋S・Cなどを運営する髙島屋グループの商業デベロッパー
である東神開発株式会社）。

これまでの主な連携先：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
ヤクルト球団、株式会社西武ライオンズなど

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「農業マーケティング」では、毎年、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

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。

地域連携活動

活性化に関する研究活動を行っています（2018年度・2019年
度宮副研究室-西条市地域研究事業支援補助金交付、及び青山
学院総合研究所研究ユニットとしての研究）

「地域活性化のマーケティング/プランニング」授業などでの地域連携
これまでの主な地域連携先：徳島県神山町、静岡県熱海市、
北海道別海町、岩手県一関市、茨城県潮来市、福岡市など　

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

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



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

image

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：EMリヨン・ビジネススクール（フランス）【中央】

トマス・ドマンスキー教授：ロッズ大学（ポーランド） アンナ・グリャズノバ教授：モスクワ大学ビジネススクール（ロシア）
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　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、サー
ビス業や情報通信業界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
※2019年度入学者のデータです。

職業 （フレックス・タイム） （%）

サービス業 23.5

情報・通信業 16.2

機械 8.8

卸売業 7.4

小売業 5.9

　MBA学生プロフィール

男女比 （%）

女性
男性

36
64

フレックス・タイム

女性
男性

60
40

フル・タイム

 女性 男性 合計

フレックス・タイム 37.8 37.9 37.8

フル・タイム 26.2 24.9 25.7

合計 29.8 32.0 30.9

平均年齢 （歳）

海外からの入学者の国籍
（フル・タイム）

■ 中国 ■ 台湾 ■ 韓国

年齢構成 （人）

（歳）
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50-54
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43

24
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フレックス・タイム　　フル・タイム

1
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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。

最近の学位論文のテーマ

■ 「マイクロブログにおけるブランドリツイートの業種別生起モデル 
 に関する研究」

（2018年度）

■ 「コーポレートガバナンス理論に基づく投資家・経営者間のエン 
 ゲージメントに関する研究」

（2018年度）

■ 「プロフェッショナル・サービスにおける組織アイデンティフィケー 
 ション構造 ―リーガル・サービスでのバリュー・プロフィット・ 
 チェーンの検証―」

（2018年度）

■ 「日本におけるヘッジ会計の実証分析」
（2018年度）

「学生体験談」は、ホームページでご覧ください。
http://www.aoyamabs.jp/message/voice_phddba.html
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教授 
井田 昌之

青山学院大学大学院理工学研究科修了。工学博士。
青山学院大学国際政治経済学部教授を経て現職。
情報科学研究センターでは1988年に青山学院の
インターネット接続を実施。マサチューセッツ工
科大学人工知能研究所客員研究員（1993年、2002
年）、ANSI X3J13正員、（財）国際情報化協力セン
ター客員上席研究員、内閣府IT国際政策懇談会委員
（2004年）などを歴任し、IT国際標準・振興に参加。
企業情報システム構築・起業支援関連の多数の経
験。担当科目は「インターネットビジネスプロジェ
クト」「ITマネジメント」「グローバルIT」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
士法人代表社員。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
ティング基礎」「財務諸表論」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。慶應義塾大学
大学院政策・メディア研究科から博士（政策・メディ
ア）取得。ハワイ大学シャイドラー経営大学院から
博士号(Ph.D. in International Management)
取得。国際大学講師、同准教授、イトックス株式会社
代表取締役（現職）、国際大学MBA1年制プログラム
ディレクターを経て現職。専門分野はコーポレート
ファイナンス、リスクマネジメント、リアルオプ
ション。最近はSDGsやInsurTechに関する研究も
行っている。担当科目は「コーポレート・ファイナン
ス」「ファイナンシャル・レポーティング」など。

教授 
岩井 千明

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

助手
川口 央

中央大学法学部政治学科卒業。同大学院法学研究
科政治学専攻博士課程前期課程修了、修士（政治
学）。同後期課程単位取得退学。目白大学外国語学
部専任講師（情報教育専担講師）等を経て2015年
より現職。コンピュータ利用教育学会等所属。主
に情報環境整備業務や教育研究補助業務を担当。
MBA科目のビデオオンデマンド授業化など情報
システム活用での教育改革などに取り組む。また
徳島県神山町サテライトオフィスなど地域とABS
を結ぶ遠隔授業システムの開発を進めている。 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 
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』
『なぜ、あの会社は顧客満足が高いのか』などが
ある。担当科目は、「マーケティング基礎」「サービ
ス・マーケティング」など。 教授 

榊原 正幸

名古屋大学経済学部、同大学院経済学研究科博士
課程（後期課程）単位取得満期退学。1997年、東北
大学大学院経済学研究科助教授。2001年、
英国レディング大学大学院博士課程を修了し、
博士（PhD）の学位を授与され、フランス・レンヌ
経営大学院にて教鞭を執る。東北大学大学院経済
学研究科教授を経て、2004年より現職。現在で
は、会計情報と株価との関連性についての研究に
関心を持っている。担当科目は「アカウンティング
基礎」「会計情報と株式市場」など。

教授 
澤田 直宏 

慶應義塾大学商学部卒業、同大大学院経営管理
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、一橋
大学）。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、横浜市立大学准教授、
本研究科准教授を経て2015年より現職。専門は
経営戦略論。R&D Management等に論文執
筆。担当科目は「経営戦略基礎」「競争戦略」
など。

教授 
須田 敏子

青山学院大学経営学部卒業。日本能率協会マネジ
メントセンターにて月刊誌「人材教育」の編集に携
わり、1993年から1997年まで編集長。イギリスの
リース大学で修士号（MA in Human Resource 
Management）、バース大学で博士号（Ph.D.）を
取得。2005年より現職。主な専門分野は、組織論・組
織行動論・人材マネジメント・国際経営比較など。
「人材マネジメント」「組織行動」などの科目を担当。
主要著書に『マネジメント研究への招待：研究方法
の種類と選択』『組織行動：理論と実践』『戦略人事
論：競争優位の人材マネジメント』などがある。

専任教員紹介 2019年度 （五十音順）
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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。「企業倫理とコンプライアンス」「企業価値評価」
「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
能やブロックチェーン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。

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を経て現職。専
門分野は企業財務と証券投資。特に証券バブル
発生と崩壊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「ファイナンス基礎」
「証券市場分析」「FAST」など。 教授 

中野 勉

慶応義塾大学経済学部卒業。シカゴ大学修士、金融機関勤務後、コロン
ビア大学博士課程修了（Ph.D. in sociology）。ミシガン大学フリント校
助教授、ミシガン大学アナーバー校日本研究センターでのファカル
ティ・アソシエイト、関西学院大学経営戦略研究科助教授を経て2007
年度より現職。コロンビア大学Center on Organizat ional  
Innovation外部ファカルティ。関係性の視点から、アメリカ社会学組
織論とヨーロッパ伝統の経済社会学分野を専門とし、ネットワーク分
析、プラグマティックな価値評価、共創によるソーシャル・イノベー
ション、クリエイティブ・インダストリーとデザイン戦略、クラスター
などを研究。担当は「企業戦略」「ソーシャル・ネットワークと組織の
ダイナミクス」「Global Management」「組織戦略上級」「演習」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 
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」「制度環境と企業経営」など。

教授 
細田 髙道

東京理科大学卒業。マサチューセッツ工科大学(MSc)卒業後、
英国カーディフ大学カーディフ・ビジネススクールより博士
(Ph.D.)の学位を授与され、そのままカーディフ・ビジネスス
クールにて教鞭を執る。2009年より現職。英国高等教育アカデ
ミー・フェローであり、英国高等教育外部審査員としても活動。
研究分野はサプライチェーン・マネジメント。近年は循環型
サプライチェーンに関する諸問題に関心を持っており、研究
成果はEuropean Journal of Operational Research等から
出版。数多くの国際研究プロジェクトを遂行中。担当科目は
「オペレーションズ・マネジメント」「サプライチェーン・マネジ
メント」「研究方法論」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、「マーケティング戦略」「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』『ケースに学ぶ青山企業の
マーケティング戦略』などがある。

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。 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」など。
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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。
2015年4月以降に本専攻“Flex-time”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。
※現在の指定期間は2018年4月1日～2021年3月31日。

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＞

2019/10/25（金）2019/10/10（木）2019/10/6（日）2019/9/4（水）－
2019/9/17（火）

2020/1/6（月）2019/12/12（木）2019/12/8（日）2019/11/6（水）－
2019/11/19（火）

2020/2/28（金）2020/2/17（月）2020/2/15（土）2020/1/15（水）－
2020/1/29（水）

※博士課程の入試日程はホームページをご覧ください。

※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） 2019年度 納入金合計

1年次 1,813,000円
2年次 1,493,000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
■  2019/ 7 / 17 （水） 18：45～（フル・タイム）  19：30～（フレックス・タイム／博士課程）
■  2019/ 8 / 31 （土） 14：00～ 入試説明会特別篇 （フル・タイム／フレックス・タイム）
■  2019/ 10 / 30 （水） 18：45～（フル・タイム）  19：30～（フレックス・タイム／博士課程）
■  2020/ 1 / 8 （水） 18：45～（フル・タイム）  19：30～（フレックス・タイム）

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
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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    http://www.aoyamabs.jp

Access　アクセス

※この入学案内の内容は、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。

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

アイビーホール
（青学会館）

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
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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    http://www.aoyamabs.jp

https://www.instagram.com/abs._.aoyama_business_school

https://www.facebook.com/AoyamaBS




