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　福岡市のステップアップ助成事業は、創業者が持つビジネス
プランを審査し、成長性の高い事業計画を持つ創業者に対し
て、成長のための課題改善に要する資金として創業者育成補
助金を交付する事業です。2009年度は、QBSを2007年に
修了した井上聡志さん（３期生）が所属するPicoCELA株式
会社が最優秀賞、松清一平さん（３期生）の株式会社ホスピタ
ブルが奨励賞を当助成事業で受賞しました。

　QBSを修了してから、九州大学大学院システム情報科学研
究院古川浩准教授のシーズを事業化すべく、昨年8月、
PicoCELA株式会社を創業しましたが、昨今の金融危機も影
響し、（一番の原因は当方の力不足にあるのですが…）、資金調
達に苦戦しておりました。その中で、QBSで構築したネット
ワークを活用した事業化スキームが認められ、昨年11月、日刊
工業新聞社主催「第3回モノづくり連携大賞」最高賞・受賞、そ
して、本年は地元の経営者の方々に訴求できるビジネスプラン
構築ということで、QBSにて体系的に学んだ経営知識を生か
すことが出来、「福岡市ステップアップ助成事業」最優秀賞を受
賞することが出来ました。この苦しい経済環境の中で、どう生
き抜くかということで日々もがいておりますが、このような明
るいニュースを糧に、ビジネスプランを絵に描いた餅で終わら
せず、しっかり実行し、20、30年成長を続ける企業の土台作
りを行っていきたいと考えています。

　一般入試も無事終了し、後は特別選抜の入試を待つばかりですが、ＱＢＳでは、平成
２2年度 九州大学大学院経済学府産業マネジメント専攻『九州大学ビジネス・スクール』
募集に先立ち、たくさんの入試関連のイベントを開催しました。今年は初めての試みで、
中国の上海市でも説明会をおこないました。各説明会ではQBSの概要、入試に関する説
明、QBS教員による模擬講義、在校生・修了生によるパネルディスカッションを行いまし
た。各説明会とも質問が次々と寄せられ活気ある説明会となりました。

各説明会の開催日、参加人数は以下のとおりです。
・大学説明会（アクロス福岡円形ホール）　9月4日　約70名
・公的機関向け大学説明会（博多都ホテル）　9月18日　約30名
・上海大学説明会（中国上海市）　9月19日　約30名

・大連大学説明会（中国大連市）　9月20日　約50名
・オープンキャンパス（九大箱崎キャンパス）　9月26日　約60名

　前職の経験と、QBSでの学習・研究成果を生かして現在株
式会社ホスピタブル（2007年8月創業：3期目）の代表で主に
日本国内外におけるマーケティング業務、広告販売促進業務、
企画立案・コンテンツ制作業務等を行っています。今回は主に
外国人を対象とした新規性と具現性の高いマーケティング方
法を提案し、受賞に至りました。これらのビジネスモデルを実
現させることで私は、日本にある数々の商品やサービスをアジ
アを中心とした外国の皆様が気軽にかつ継続的に受け入れて
下さるためのお手伝いと、その仕組み作りを自社の主たる事業
として位置づけていく予定です。

2009年度福岡市ステップアップ助成事業受賞

T O P I C S

在校生紹介

　私は父の企業を継ぐために必要な知識
や考え方を学びたいと思い、ＱＢＳに入学
しました。それまでは某メーカーで広報、
研究開発、営業に携わって参りましたが、
ＱＢＳでのカリキュラムに取り組む中で、
経営に必要な要素が学べるだけでなく、
過去の業務の中で感じていた疑問に対す
る答えも得られ、どんな仕事かに関わら
ずビジネスを体系的に学ぶことの有効性
を強く実感しました。
　同級生の皆さんは社会人の先輩ばかり
で、普通では会えないくらい多様な業種
の方々と一緒に意見交換を行え、更に２
年次には関西のビジネススクールの学生
との勉強会も行うようになり、人的（私は
特に２代目経営者の方々との）ネットワー
クがどんどん広がっています。

石田 保憲さん（６期生）
所属
株式会社近代プラント

　会社が終わってダッシュで学校へ。頭を
フル回転させて授業に集中。授業が終わっ
て級友と飲みながら熱い議論とバカバカ
しい話の繰り返し。しゃべり足りない気が
してもう一軒飲みに行って、日付はとっくに
変わってる。昨晩勉強しなかったツケを取
り戻すべく朝早起きして予習。それでも終
わらないから会社の昼休みもこっそり勉強
…。これが私のごく平均的なＱＢＳライフ。
　生活の変化だけでなく心の変化も大き
い。今まで私の辞書にはなかった「起業、ア
ジア、技術…」などの言葉が頭の片隅にち
らつくようになり、価値観が日々変化。先
生や仲間から受ける頭と心への刺激は、は
かり知れない。
　こんな刺激的な２年間を思いっきり駆
け抜けた後、自分は会社や地域にどう貢献
できるのだろうか？と自問する毎日。

楠元 珠代さん（7期生）
所属　
九州旅客鉄道株式会社

平成22年度九州大学ビジネス・スクール募集活動

メディアに紹介されたＱＢＳ修了生・在校生
■河原繁典さん（3期生）
　「しあわせスタイルVol.42」　シティリビング　2009年9月18日
　「この人」　ふくおか経済　11月号
　「インタビュー出演」　FBSめんたいワイド　2009年10月8日

■松清一平さん（3期生）
　「韓国人に明太子が受け入れられるか？マーケティング調査」
　TVQ九州けいざいNOW　2009年12月5日

■藤岡継美さん（5期生）
　「NEWS　この人（からつ大学交流連携センターについて）」　
　佐賀新聞　2009年10月25日

　九州大学ビジネス・スクール（QBS）は、平成15年開
学以来毎年多くの入学志願者を得て、ビジネス界の将来
を担う有能な人材が学んでおります。QBSでは、「世界に
通用するビジネス･プロフェッショナルの育成」を目指し、
特に「技術経営（MOT）」と「アジア･ビジネス」に関する
実践的知識を有する人材の育成に力を注いでいます。
　平成22年度の特別選抜入試を控え、法人の皆様へ向
けて、九州大学ビジネス・スクールの概要とビジネス界と
の関わりをご説明させて頂くことになりました。

QBS法人向け説明会開催

平成22年度 特別選抜のご案内（平成22年4月入学）
《特別選抜募集概要》
人　　員／ 若干名
出願期間／ 2010年1月22日（金）～1月28日（木）

日　時：平成２2年1月14日（木） 14：00～16：00
会　場：アクロス福岡 セミナー室2

参加希望説明会・氏名（フリガナ）・連絡先（自宅または勤
務先住所）・郵便番号・電話番号・メールアドレスをご記入
の上、ビジネス・スクール事務室宛にE-mailまたはFAX
にてお申し込みください。

募集要項の詳しい内容は、九州大学ビジネス・スクールのホーム
ページをご覧ください。 http://qbs.kyushu-u.ac.jp

FAX. 092-642-4336　E-mail. bs@en.kyushu-u.ac.jp

受賞者の声 　　　　　　井上　聡志さん（3期生）

受賞者の声 松清　一平さん（3期生）

吉田福岡市長との記念撮影（左より松清さん、吉田市長、一人おいて古川准教授）大連・大学説明会

公的機関向け大学説明会

上海・大学説明会

オープンキャンパス

─ 1── 4─



江口　克彦氏

学生会長挨拶　林田　真也さん（7期生）

パネルディスカッション

Q B S 

ＱＢＳ教員紹介
　今回のQBS教員紹介は、出頭則行教授です。

One & The Onlyの
ビジネススクールを目指す

出頭　則行 
　２００３年の創設と同時に九
州大学ビジネス・スクールに奉
職した。広告会社からの転進で
ある。専門はマーケティング。
ビジネススクール教科としての

マーケティングと広告会社のマーケティングは性格を異にする。
教科としてのマーケティングは商品・サービスが生まれユーザーに
費消されるまでの過程における市場の機能・メカニズムを探求す
るものであろう。一方、広告会社のマーケティングとはクライアン
トを説得するためのツールである。職業生活三十五年余で身体に
染み付いた思考は習い性となり、現在の私は「マーケティングは
マーケットを説得するための技術（art）」と定義している。顧客志
向はマーケティングの原動力である。講義における顧客は学生で
ある。顧客＝学生の興味を喚起しないマーケティング講義は矛盾
でしかない。非才の私の身の丈を超えることもあるが、マーケティ
ングの理念を裏切らないエキサイティングな講義を実践して行き
たいと念願している。
　私は、九州大学ビジネス・スクール創設年を除き、６年に亘り
ＱＢＳ執行部の一員となってきた。従って、ＱＢＳのアドミニスト
レーションには大いに関心があると同時に、責任もある。ＱＢＳを
どのようなビジネススクールにしたいのか？ＱＢＳの最大の特長
とアセットは学生の多様性にある。ＱＢＳは年齢・性別・国籍を超
えて、さまざまなアカデミック・キャリアと職業意向の士が集う場
である。就中、私がもっとも大事に思っていることは、学生が自ら
の意志と賄いで、ＱＢＳで共有する時間を求めて集まってきた仲
間ということである。彼らは当然のように我々教員に対し、ディマ
ンディングな学生となるが、その志やよし。彼らの勉強の絶対量
はフルタイムの学生に比べれば少なかろうが、学びを仕事に、仕
事を学びに生かす環境を考えれば、勉強の質においては優位に
つくことができるはずである。ＱＢＳはいわば高度ビジネスパー
ソン教育のカテゴリー・キラーである。ベンチマークすべき教育
機関はあるが、競争相手はいない。なぜなら、ＱＢＳは九州にお
いてOne & The Onlyのビジネススクールを目指すからである。
　昨年、還暦を迎え、老化対策として始めたことが二つある。先ず、
麻雀である。手先を動かすと頭を刺激し、ボケ防止になるというの
で始めた。仲間から「ハイテイ・ツモのノリ」とよばれているところ
をみると、あまり上等な打ち手ではない。フラメンコ・ギターも始
めた。これも指先をいたぶるように動かすので、老齢者には良いの
ではないと思って始めたものである。哀しいほど上達が遅い。
今、溺愛しているのは2歳半になる初孫である。子供が生まれて
初めて男は父親になる。生まれるまでは父親の実感はないのであ
る。孫の場合も同じで、うまれて初めて爺になり、孫の可愛さが実
感できた。団塊世代の私は仕事にかまけて、二人の娘の子育てを
妻に委ねてしまった。その埋め合わせであろうか、孫を前にすると
爺であると同時に父親のような気持ちになる。

ＱＢＳ  BOOKレビュー 「この１冊」
今回のQBSブックレビューは、中村裕昭教授のお勧めの「この一
冊」です。

“ ” by Jim Collins 　
(HarperCollins Publishers, 2009)
　久々 のJim Collinsで あ る。「Built 
to Last（ビジョナリー・カンパニー）」
（共著）をはじめ、我々ビジネススクール
関係者にとってなじみ深いベストセ
ラーを出しており、新作を心待ちにして
いた人も多いだろう。スタンフォード・
ビジネススクールでの教職を経て、現在
コンサルタントとして活躍する著者が、
2009年5月に出版した本書の書名を
訳せば、『強者はいかに没落するか』であ
る。著者は、今までも、成功企業と没落
企業の対比を通じた経営研究を行ってきたが、今回も膨大な企
業情報をベースに企業経営の巧拙を焙り出している。
　特に本書では、優良企業といわれた会社が何故どのように凋
落したのか、衰退の兆候はどのように現れるのかなど、企業事例
を紹介しながら法則性を探り、示唆に富む考察がなされている。
旧著作群に比して分析が充分でないという批評もあるようだが、
企業が何故衰退するかというテーマには重く深く、一冊の本で何
もかも説明できるものではない。このテーマには、多くの研究者
が取り組んでおり、2008年のハーバード・ビジネス・レビューの
マッキンゼー賞を受賞した論文 “When Growth Stalls” 
（Olson, Bever, & Verry）なども類似テーマである。これら
の研究論文も併せて読むことによって、更に深い識見を得ること
が出来るだろう。

中村　裕昭
ビジネス・スクール教授（国際企業分析、経営リスク・マネジメント担当）

第11回 ICABE学生交流プロジェクト
大連を訪問

　QBSでは、アジアの主要
ビジネススクールを年２回
訪問しています。今回は、８
月14日（金）～ 16日（日）ま
で、出頭教授、平松教授の引
率のもと、ジェトロ大連とIT
企業、大連理工大学（DUT）
を訪問しました。DUTでは
平松教授と劉教授の講義の
あと、ICABEの醍醐味であ
るプレゼンテーションの交
換が行われ活発な議論が展
開されました。会場には、
2008年後期にDUTや東
北財経大からQBSに留学し
ていた学生も合流しました。

プレゼン終了後の市内散策や食事でもDUTの学生
と多くの時間を過ごすことができ、その翌日には
DUTの学生から夕食に招待されました。DUT側か
らは歓迎をうけましたが、劉教授によると、星野教
授を初めQBS側は以前からDUTとの交流に熱心
で、それが嬉しかったと話されました。
　また、ICABEに参加した学生の中には、ICABE
での気づきを行動にうつしている学生がいます。
2008年夏に参加した６期生の河本さんは、留学生
とビジネスパーソンの交流イベントを成功させ、２月に香港大を訪問した学生の一部は、
釜山大学ビジネススクールとの学生交流を開始しています。これ以外にもICABEに参加
した学生は様々な影響を受けていると思われます。今後も多くの学生がICABEに参加
し、多くの気づきを得ることに期待します。　

ICABE担当 岡本　洋幸（6期生）

九州大学ビジネススクール・フォーラム
｢MBAが考える九州の未来｣ 開催                    

　２００９年１１月２１日（土）「九州大学ビジネス
スクールフォーラム・MBAが考える九州の未来」
を、九州大学国際ホール(箱崎キャンパス)にて行
いました。(主催:九州大学ビジネス・スクール)
　フォーラムの主旨は、ビジネス・スクール生
たちが、自ら考える「九州の未来」について積
極的に地域の社会・経済界へ発信していこう
というもので、今回は｢道州制のトリセツ｣と銘
打ち、政権交代に伴い注目が高まっている「地
域主権」「道州制」をテーマに開催しました。
　当日はまず、ゲストスピーカーとして、内閣
官房道州制ビジョン懇談会座長などを歴任
されているPHP総合研究所代表取締役社長 
江口克彦氏をお招きし「地域主権と道州制」と
題した基調講演をいただきました。講演では、
江口氏の「地域主権実現に人生を捧げる」との
お言葉に表された想いと気迫に満ちた内容
に、会場が釘付けになりました。
　それに引き続き、ビジネス・スクール生たち
による「九州の未来」についてのプレゼンテー
ションとして、QBS、北九州市立大ビジネス
スクール、ＱＡＮ（QBS Alumni Network）
の三者による「地域主権と九州」に関する提言
を行いました。さらにフリーアナウンサーの
後藤心平氏司会のもと、QBS専攻長である
村藤功教授、九州大学大学院法学研究院の
前田隆夫客員准教授といった論客にも加わっていただいたパネルディスカッションを行い、
計３時間に及ぶ様々な熱い議論が交わされました。
　当日は、土曜夕刻という時間帯にもかかわらず、２００名近い方にお越しいただきまし
た。ご来場された方々からは、大変有意義であったという声を多数いただき、特に、ビジ
ネス・スクール生たちが等身大で描き出す「九州の未来」のプレゼンテーションに対して、
関心を高く寄せていただいたのが印象的でした。これからも、我々 QBS生からの情報
発信を、継続して行っていきたいという想いを、新たにした一日でした。

フォーラム広報担当 奏　秀和（7期生）

修了生紹介

　ＱＢＳでは、経営に必要な多角的な知識
を身につけ、さまざまな分野で活躍するク
ラスメイトと意見を交換し、実際のビジネ
スの現場において、考えうる可能性やリス
クを多くとらえることができるようになり
ました。2009年3月にＱＢＳを卒業し、
転勤のため4月より東京にて勤務していま
す。ＱＢＳの卒業生は、福岡だけでなく関東
エリアにもたくさんいます。現在でも、普段
職場では話すことのできないような悩みの
相談に乗ってもらうこともあります。在学中
もそうでしたが、卒業後もＱＢＳで出会っ
た仲間たちが持っている変わらぬ向上心
に刺激を受け、私の力の源となっています。

　生まれて初めて自分の棚卸しをすべく
「研究計画書」に向き合うことで始まった
厳しくも夢のように充実した２年間。今振
り返ると、自分にとってこの上ないタイミ
ングで飛び込んでいたことに驚く。
　“官僚制”の語意を知り所属する鉄道会
社の合理性を見直すことになったこと、時
間と“何か”を天秤に掛けて妥協すること、
視座や立ち位置と口耳の学とがこんなに
も違うことなど全てが新鮮で、これまでで
最も素直になれた（あれでか？はご勘弁）
２年間。
　夢から覚めた後の現実は例外ばかりで
待ってもくれないが、「難しいなあ」とつぶ
やきながら信念に従って行動しながらも
反省を繰り返し…、充実した日々。

海老原 毅さん（5期生）
所属　
九州旅客鉄道株式会社

加藤 雅子さん（5期生）
所属
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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江口　克彦氏

学生会長挨拶　林田　真也さん（7期生）

パネルディスカッション

Q B S 

ＱＢＳ教員紹介
　今回のQBS教員紹介は、出頭則行教授です。

One & The Onlyの
ビジネススクールを目指す

出頭　則行 
　２００３年の創設と同時に九
州大学ビジネス・スクールに奉
職した。広告会社からの転進で
ある。専門はマーケティング。
ビジネススクール教科としての

マーケティングと広告会社のマーケティングは性格を異にする。
教科としてのマーケティングは商品・サービスが生まれユーザーに
費消されるまでの過程における市場の機能・メカニズムを探求す
るものであろう。一方、広告会社のマーケティングとはクライアン
トを説得するためのツールである。職業生活三十五年余で身体に
染み付いた思考は習い性となり、現在の私は「マーケティングは
マーケットを説得するための技術（art）」と定義している。顧客志
向はマーケティングの原動力である。講義における顧客は学生で
ある。顧客＝学生の興味を喚起しないマーケティング講義は矛盾
でしかない。非才の私の身の丈を超えることもあるが、マーケティ
ングの理念を裏切らないエキサイティングな講義を実践して行き
たいと念願している。
　私は、九州大学ビジネス・スクール創設年を除き、６年に亘り
ＱＢＳ執行部の一員となってきた。従って、ＱＢＳのアドミニスト
レーションには大いに関心があると同時に、責任もある。ＱＢＳを
どのようなビジネススクールにしたいのか？ＱＢＳの最大の特長
とアセットは学生の多様性にある。ＱＢＳは年齢・性別・国籍を超
えて、さまざまなアカデミック・キャリアと職業意向の士が集う場
である。就中、私がもっとも大事に思っていることは、学生が自ら
の意志と賄いで、ＱＢＳで共有する時間を求めて集まってきた仲
間ということである。彼らは当然のように我々教員に対し、ディマ
ンディングな学生となるが、その志やよし。彼らの勉強の絶対量
はフルタイムの学生に比べれば少なかろうが、学びを仕事に、仕
事を学びに生かす環境を考えれば、勉強の質においては優位に
つくことができるはずである。ＱＢＳはいわば高度ビジネスパー
ソン教育のカテゴリー・キラーである。ベンチマークすべき教育
機関はあるが、競争相手はいない。なぜなら、ＱＢＳは九州にお
いてOne & The Onlyのビジネススクールを目指すからである。
　昨年、還暦を迎え、老化対策として始めたことが二つある。先ず、
麻雀である。手先を動かすと頭を刺激し、ボケ防止になるというの
で始めた。仲間から「ハイテイ・ツモのノリ」とよばれているところ
をみると、あまり上等な打ち手ではない。フラメンコ・ギターも始
めた。これも指先をいたぶるように動かすので、老齢者には良いの
ではないと思って始めたものである。哀しいほど上達が遅い。
今、溺愛しているのは2歳半になる初孫である。子供が生まれて
初めて男は父親になる。生まれるまでは父親の実感はないのであ
る。孫の場合も同じで、うまれて初めて爺になり、孫の可愛さが実
感できた。団塊世代の私は仕事にかまけて、二人の娘の子育てを
妻に委ねてしまった。その埋め合わせであろうか、孫を前にすると
爺であると同時に父親のような気持ちになる。

ＱＢＳ  BOOKレビュー 「この１冊」
今回のQBSブックレビューは、中村裕昭教授のお勧めの「この一
冊」です。

“ ” by Jim Collins 　
(HarperCollins Publishers, 2009)
　久々 のJim Collinsで あ る。「Built 
to Last（ビジョナリー・カンパニー）」
（共著）をはじめ、我々ビジネススクール
関係者にとってなじみ深いベストセ
ラーを出しており、新作を心待ちにして
いた人も多いだろう。スタンフォード・
ビジネススクールでの教職を経て、現在
コンサルタントとして活躍する著者が、
2009年5月に出版した本書の書名を
訳せば、『強者はいかに没落するか』であ
る。著者は、今までも、成功企業と没落
企業の対比を通じた経営研究を行ってきたが、今回も膨大な企
業情報をベースに企業経営の巧拙を焙り出している。
　特に本書では、優良企業といわれた会社が何故どのように凋
落したのか、衰退の兆候はどのように現れるのかなど、企業事例
を紹介しながら法則性を探り、示唆に富む考察がなされている。
旧著作群に比して分析が充分でないという批評もあるようだが、
企業が何故衰退するかというテーマには重く深く、一冊の本で何
もかも説明できるものではない。このテーマには、多くの研究者
が取り組んでおり、2008年のハーバード・ビジネス・レビューの
マッキンゼー賞を受賞した論文 “When Growth Stalls” 
（Olson, Bever, & Verry）なども類似テーマである。これら
の研究論文も併せて読むことによって、更に深い識見を得ること
が出来るだろう。

中村　裕昭
ビジネス・スクール教授（国際企業分析、経営リスク・マネジメント担当）

第11回 ICABE学生交流プロジェクト
大連を訪問

　QBSでは、アジアの主要
ビジネススクールを年２回
訪問しています。今回は、８
月14日（金）～ 16日（日）ま
で、出頭教授、平松教授の引
率のもと、ジェトロ大連とIT
企業、大連理工大学（DUT）
を訪問しました。DUTでは
平松教授と劉教授の講義の
あと、ICABEの醍醐味であ
るプレゼンテーションの交
換が行われ活発な議論が展
開されました。会場には、
2008年後期にDUTや東
北財経大からQBSに留学し
ていた学生も合流しました。

プレゼン終了後の市内散策や食事でもDUTの学生
と多くの時間を過ごすことができ、その翌日には
DUTの学生から夕食に招待されました。DUT側か
らは歓迎をうけましたが、劉教授によると、星野教
授を初めQBS側は以前からDUTとの交流に熱心
で、それが嬉しかったと話されました。
　また、ICABEに参加した学生の中には、ICABE
での気づきを行動にうつしている学生がいます。
2008年夏に参加した６期生の河本さんは、留学生
とビジネスパーソンの交流イベントを成功させ、２月に香港大を訪問した学生の一部は、
釜山大学ビジネススクールとの学生交流を開始しています。これ以外にもICABEに参加
した学生は様々な影響を受けていると思われます。今後も多くの学生がICABEに参加
し、多くの気づきを得ることに期待します。　

ICABE担当 岡本　洋幸（6期生）

九州大学ビジネススクール・フォーラム
｢MBAが考える九州の未来｣ 開催                    

　２００９年１１月２１日（土）「九州大学ビジネス
スクールフォーラム・MBAが考える九州の未来」
を、九州大学国際ホール(箱崎キャンパス)にて行
いました。(主催:九州大学ビジネス・スクール)
　フォーラムの主旨は、ビジネス・スクール生
たちが、自ら考える「九州の未来」について積
極的に地域の社会・経済界へ発信していこう
というもので、今回は｢道州制のトリセツ｣と銘
打ち、政権交代に伴い注目が高まっている「地
域主権」「道州制」をテーマに開催しました。
　当日はまず、ゲストスピーカーとして、内閣
官房道州制ビジョン懇談会座長などを歴任
されているPHP総合研究所代表取締役社長 
江口克彦氏をお招きし「地域主権と道州制」と
題した基調講演をいただきました。講演では、
江口氏の「地域主権実現に人生を捧げる」との
お言葉に表された想いと気迫に満ちた内容
に、会場が釘付けになりました。
　それに引き続き、ビジネス・スクール生たち
による「九州の未来」についてのプレゼンテー
ションとして、QBS、北九州市立大ビジネス
スクール、ＱＡＮ（QBS Alumni Network）
の三者による「地域主権と九州」に関する提言
を行いました。さらにフリーアナウンサーの
後藤心平氏司会のもと、QBS専攻長である
村藤功教授、九州大学大学院法学研究院の
前田隆夫客員准教授といった論客にも加わっていただいたパネルディスカッションを行い、
計３時間に及ぶ様々な熱い議論が交わされました。
　当日は、土曜夕刻という時間帯にもかかわらず、２００名近い方にお越しいただきまし
た。ご来場された方々からは、大変有意義であったという声を多数いただき、特に、ビジ
ネス・スクール生たちが等身大で描き出す「九州の未来」のプレゼンテーションに対して、
関心を高く寄せていただいたのが印象的でした。これからも、我々 QBS生からの情報
発信を、継続して行っていきたいという想いを、新たにした一日でした。

フォーラム広報担当 奏　秀和（7期生）

修了生紹介

　ＱＢＳでは、経営に必要な多角的な知識
を身につけ、さまざまな分野で活躍するク
ラスメイトと意見を交換し、実際のビジネ
スの現場において、考えうる可能性やリス
クを多くとらえることができるようになり
ました。2009年3月にＱＢＳを卒業し、
転勤のため4月より東京にて勤務していま
す。ＱＢＳの卒業生は、福岡だけでなく関東
エリアにもたくさんいます。現在でも、普段
職場では話すことのできないような悩みの
相談に乗ってもらうこともあります。在学中
もそうでしたが、卒業後もＱＢＳで出会っ
た仲間たちが持っている変わらぬ向上心
に刺激を受け、私の力の源となっています。

　生まれて初めて自分の棚卸しをすべく
「研究計画書」に向き合うことで始まった
厳しくも夢のように充実した２年間。今振
り返ると、自分にとってこの上ないタイミ
ングで飛び込んでいたことに驚く。
　“官僚制”の語意を知り所属する鉄道会
社の合理性を見直すことになったこと、時
間と“何か”を天秤に掛けて妥協すること、
視座や立ち位置と口耳の学とがこんなに
も違うことなど全てが新鮮で、これまでで
最も素直になれた（あれでか？はご勘弁）
２年間。
　夢から覚めた後の現実は例外ばかりで
待ってもくれないが、「難しいなあ」とつぶ
やきながら信念に従って行動しながらも
反省を繰り返し…、充実した日々。

海老原 毅さん（5期生）
所属　
九州旅客鉄道株式会社

加藤 雅子さん（5期生）
所属
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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　福岡市のステップアップ助成事業は、創業者が持つビジネス
プランを審査し、成長性の高い事業計画を持つ創業者に対し
て、成長のための課題改善に要する資金として創業者育成補
助金を交付する事業です。2009年度は、QBSを2007年に
修了した井上聡志さん（３期生）が所属するPicoCELA株式
会社が最優秀賞、松清一平さん（３期生）の株式会社ホスピタ
ブルが奨励賞を当助成事業で受賞しました。

　QBSを修了してから、九州大学大学院システム情報科学研
究院古川浩准教授のシーズを事業化すべく、昨年8月、
PicoCELA株式会社を創業しましたが、昨今の金融危機も影
響し、（一番の原因は当方の力不足にあるのですが…）、資金調
達に苦戦しておりました。その中で、QBSで構築したネット
ワークを活用した事業化スキームが認められ、昨年11月、日刊
工業新聞社主催「第3回モノづくり連携大賞」最高賞・受賞、そ
して、本年は地元の経営者の方々に訴求できるビジネスプラン
構築ということで、QBSにて体系的に学んだ経営知識を生か
すことが出来、「福岡市ステップアップ助成事業」最優秀賞を受
賞することが出来ました。この苦しい経済環境の中で、どう生
き抜くかということで日々もがいておりますが、このような明
るいニュースを糧に、ビジネスプランを絵に描いた餅で終わら
せず、しっかり実行し、20、30年成長を続ける企業の土台作
りを行っていきたいと考えています。

　一般入試も無事終了し、後は特別選抜の入試を待つばかりですが、ＱＢＳでは、平成
２2年度 九州大学大学院経済学府産業マネジメント専攻『九州大学ビジネス・スクール』
募集に先立ち、たくさんの入試関連のイベントを開催しました。今年は初めての試みで、
中国の上海市でも説明会をおこないました。各説明会ではQBSの概要、入試に関する説
明、QBS教員による模擬講義、在校生・修了生によるパネルディスカッションを行いまし
た。各説明会とも質問が次々と寄せられ活気ある説明会となりました。

各説明会の開催日、参加人数は以下のとおりです。
・大学説明会（アクロス福岡円形ホール）　9月4日　約70名
・公的機関向け大学説明会（博多都ホテル）　9月18日　約30名
・上海大学説明会（中国上海市）　9月19日　約30名

・大連大学説明会（中国大連市）　9月20日　約50名
・オープンキャンパス（九大箱崎キャンパス）　9月26日　約60名

　前職の経験と、QBSでの学習・研究成果を生かして現在株
式会社ホスピタブル（2007年8月創業：3期目）の代表で主に
日本国内外におけるマーケティング業務、広告販売促進業務、
企画立案・コンテンツ制作業務等を行っています。今回は主に
外国人を対象とした新規性と具現性の高いマーケティング方
法を提案し、受賞に至りました。これらのビジネスモデルを実
現させることで私は、日本にある数々の商品やサービスをアジ
アを中心とした外国の皆様が気軽にかつ継続的に受け入れて
下さるためのお手伝いと、その仕組み作りを自社の主たる事業
として位置づけていく予定です。

2009年度福岡市ステップアップ助成事業受賞

T O P I C S

在校生紹介

　私は父の企業を継ぐために必要な知識
や考え方を学びたいと思い、ＱＢＳに入学
しました。それまでは某メーカーで広報、
研究開発、営業に携わって参りましたが、
ＱＢＳでのカリキュラムに取り組む中で、
経営に必要な要素が学べるだけでなく、
過去の業務の中で感じていた疑問に対す
る答えも得られ、どんな仕事かに関わら
ずビジネスを体系的に学ぶことの有効性
を強く実感しました。
　同級生の皆さんは社会人の先輩ばかり
で、普通では会えないくらい多様な業種
の方々と一緒に意見交換を行え、更に２
年次には関西のビジネススクールの学生
との勉強会も行うようになり、人的（私は
特に２代目経営者の方々との）ネットワー
クがどんどん広がっています。

石田 保憲さん（６期生）
所属
株式会社近代プラント

　会社が終わってダッシュで学校へ。頭を
フル回転させて授業に集中。授業が終わっ
て級友と飲みながら熱い議論とバカバカ
しい話の繰り返し。しゃべり足りない気が
してもう一軒飲みに行って、日付はとっくに
変わってる。昨晩勉強しなかったツケを取
り戻すべく朝早起きして予習。それでも終
わらないから会社の昼休みもこっそり勉強
…。これが私のごく平均的なＱＢＳライフ。
　生活の変化だけでなく心の変化も大き
い。今まで私の辞書にはなかった「起業、ア
ジア、技術…」などの言葉が頭の片隅にち
らつくようになり、価値観が日々変化。先
生や仲間から受ける頭と心への刺激は、は
かり知れない。
　こんな刺激的な２年間を思いっきり駆
け抜けた後、自分は会社や地域にどう貢献
できるのだろうか？と自問する毎日。

楠元 珠代さん（7期生）
所属　
九州旅客鉄道株式会社

平成22年度九州大学ビジネス・スクール募集活動

メディアに紹介されたＱＢＳ修了生・在校生
■河原繁典さん（3期生）
　「しあわせスタイルVol.42」　シティリビング　2009年9月18日
　「この人」　ふくおか経済　11月号
　「インタビュー出演」　FBSめんたいワイド　2009年10月8日

■松清一平さん（3期生）
　「韓国人に明太子が受け入れられるか？マーケティング調査」
　TVQ九州けいざいNOW　2009年12月5日

■藤岡継美さん（5期生）
　「NEWS　この人（からつ大学交流連携センターについて）」　
　佐賀新聞　2009年10月25日

　九州大学ビジネス・スクール（QBS）は、平成15年開
学以来毎年多くの入学志願者を得て、ビジネス界の将来
を担う有能な人材が学んでおります。QBSでは、「世界に
通用するビジネス･プロフェッショナルの育成」を目指し、
特に「技術経営（MOT）」と「アジア･ビジネス」に関する
実践的知識を有する人材の育成に力を注いでいます。
　平成22年度の特別選抜入試を控え、法人の皆様へ向
けて、九州大学ビジネス・スクールの概要とビジネス界と
の関わりをご説明させて頂くことになりました。

QBS法人向け説明会開催

平成22年度 特別選抜のご案内（平成22年4月入学）
《特別選抜募集概要》
人　　員／ 若干名
出願期間／ 2010年1月22日（金）～1月28日（木）

日　時：平成２2年1月14日（木） 14：00～16：00
会　場：アクロス福岡 セミナー室2

参加希望説明会・氏名（フリガナ）・連絡先（自宅または勤
務先住所）・郵便番号・電話番号・メールアドレスをご記入
の上、ビジネス・スクール事務室宛にE-mailまたはFAX
にてお申し込みください。

募集要項の詳しい内容は、九州大学ビジネス・スクールのホーム
ページをご覧ください。 http://qbs.kyushu-u.ac.jp

FAX. 092-642-4336　E-mail. bs@en.kyushu-u.ac.jp

受賞者の声 　　　　　　井上　聡志さん（3期生）

受賞者の声 松清　一平さん（3期生）

吉田福岡市長との記念撮影（左より松清さん、吉田市長、一人おいて古川准教授）大連・大学説明会

公的機関向け大学説明会

上海・大学説明会

オープンキャンパス
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