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産業マネジメント専攻 アドミッションポリシー

教育理念
本専攻は、高度専門職業人として新しい産業社会のフロンティアを
切り拓く先端的な経営能力をもつ人材を養成することを目的として
います。特に本プログラムの特色とするアジア・ビジネスと技術経営
（MOT）の分野においては、専門的な知識やスキル、考え方を修得
し、ビジネスで活用する能力を涵養することを目指します。

教育プログラム
本専攻の教育課程は、文部科学省専門職大学院設置基準第二条
の「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うため
の深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする」に沿って、経
営専門職に求められる知識、能力を修得させるための科目により編
成されています。また、「経営と産業技術の知見をもって変革をリード
し、アジアで新たな事業価値を創造する国際的なビジネス・プロ
フェッショナル」を育成すべき人材像としており、そのカリキュラムは、
経営専門職育成のためのマネジメント関連基礎科目（MBAベーシッ
クス）を土台として、「ビジネスの戦略マネジメントに関する科目群」と
「産業・技術のマネジメントに関する科目群」により構成されていま
す。実社会において高度な専門性が求められる職業を担うための深
い学識および卓越した能力を培うべく、「学びを仕事に活かし、仕事
を学びに活かす」をモットーに、高度職業人養成のための体系的な
プログラムが組まれています。

求める学生像
先端的なビジネスや産業技術の知識と高度なアドミニストレーション
能力をもとに、企業のグローバルな展開を主体的に担い、新時代の
産業社会を切り拓いてゆくビジネス・プロフェッショナルの養成に向け

て、ビジネスの実践的知への旺盛な学習意欲を持ち、ビジネスのフロ
ンティアに立つ意志と行動力にあふれた社会人を選抜します。同時
に、異質な視野や知識の相互交流によって新しい知識が生まれるこ
とを企図して、幅広い社会体験を持つ日本人のみならず外国人、留
学生、学部等から直接進学する者若干名を受け入れています。これ
によってアジアで活躍できることを始めとする国際的な人材育成をめ
ざし、かつ実務経験を持たない進学者に、社会人との交流を通じて
ビジネスに求められる実践的な知のあり方を知り、マネジメントのセン
スを涵養するための教育機会を提供します。

入学者選抜の基本方針
選抜においては、書類審査と面接を重視し、公平性・透明性を確保
しています。
【一般選抜】
出願時に企業・官公庁等において原則として２年以上の実務経験
を有する社会人又は出願時に大学または大学院に在学する者を対
象として、第１次試験では出願書類による審査により学習能力、学習
意欲、将来性等を精査します。第２次試験（第１次試験合格者のみ）
では、日本語での口頭試問による審査として、資質、将来性、意欲、
語学力（外国籍の者）等を精査します。また英語能力を証明する書
類の未提出者には、英語授業への適性を審査します。選抜に当たっ
ては、個々の能力に加えて教育効果を高めるための多様性、国際性
の確保も判断基準に加えます。

【特別選抜】
MOTやアジア・ビジネス等の分野における高い潜在能力を有する
学生を選抜する目的で、出願書類による審査と日本語での口頭試問
による審査を行い、英語能力を証明する書類の未提出者は、英語授
業への適性を審査します。

※入試の詳細は、別途公表される募集要項をご参照下さい。
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アジアのビジネスリーダーを育てるカリキュラム

働きながら学ぶ

総合大学の強みを活かした教授陣です

学生の声

時間割

開講科目と修了要件

九州大学ビジネス・スクールは、大学基準協会より、『経営系専
門職大学院認証の適合認定』（2014年4月1日発効）を取得し
ています。

Kyushu University Business School／ 01

大学基準協会より、『経営系専門職大学院
認証評価』の適合認定を取得

大学は社会へ、そして世界へ通じる窓。QBSという窓を通して、
九州からアジア、そして世界に通用するビジネス・プロフェッショ
ナルを目指してください。

QBSでの学びを通じて、難問に怯まず変革に挑戦し、新たな価値
を創造する人材を目指して頂きたい。

CONTENTS

経済学府長

磯谷  明徳
Akinori Isogai

産業マネジメント専攻長

高田　仁
Megumi Takata
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九州大学ビジネス・スクール
MBAプログラム／専門職学位課程 PROGRAM 2015-16

新たな事業価値を創造する
アジアのビジネス・プロフェッショナルの育成

　本課程修了後、卒業生は「経営修士（専門職）」という学位、つま
り、世界的に通用するMBA（Master of Business Administration）
の学位を得ることが出来ます。MBAは、高度な経営管理を専門的に
学んだ証であり、QBSでは、MBAの名にふさわしい、経営プロフェッ
ショナルにとって重要な基礎知識、専門知識を提供します。

　世界の成長センターであるアジアの発展を共有し、共に繁栄して
いくことは、日本にとって大変重要であり、そうした動きをリードできる
ビジネス・プロフェッショナルの存在が不可欠です。九州は、歴史的に
も地理的にもアジアのポータルです。九州で初めてのビジネス・ス
クールQBSは、アジア屈指のビジネス教育の拠点でありたいという
願いと、アジア・ビジネス研究で世界をリードするという志のもとに、
アジア関連のテーマや科目を重点配置しています。

　技術立国・日本の中でも九州はそのフロンティアに立っています。
九州がアジアの発展の先導役を果たしていく上で鍵となるのは、産
業技術です。九州には様々な技術の集積がありますが、QBSがビジ
ネス・スクールとして重視するのは、技術を事業価値に結びつける、
すなわちMOT（Management of Technology）です。QBSのMOTは、
総合大学をバックに持つ強みを活かし、技術とビジネスを結ぶ特色
ある教育プログラムとなっています。

　以上を要約すると、QBSのカリキュラムは、ビジネス・プロフェッショ
ナル育成のためのマネジメント関連科目を土台にして、九州に立地
するビジネス・スクールに相応しいアジア関連科目と九州大学の得
意とするMOTを配置した独自性の高い特色ある教育体系と言うこと
ができます。QBSは、「理論と実践」を融合するアジア有数のビジネス
教育拠点として、アジアをリードする経営のプロを輩出し、「人」と
「知」で九州とアジアを繋ぎます。

卒業後は経営のプロに

アジアの有力ビジネス・スクールとの間で、交換留学
（半年間）や学生交流（３～４日）を実施しています。Asia

MOTに立脚した事業価値創造の公開セミナーや
研究会を行っています。MOT

最新技術から事業価値を生む人材に

アジアのリーダーを目指します
充実した
「マネジメント」「Asia」「MOT」教育

Kyushu University Business School／ 0302

▲タイ・チュラロンコン大学での講義 ▲韓国・KAISTでの新事業創造のプログラム

▲ビジネスプラン・コンテスト2013最優秀賞チーム▲事業価値創造のワークショップ

高度な経営教育

新たな事業価値創造

▲2年次に1年間実施されるゼミ形式の授業 ▲学生の経営分析にもとづく経営者とのディスカッション

講演会の開催プロジェクト演習

経営と産業技術の知見をもって、
アジアで新たな事業価値を創造する

ビジネス・プロフェッショナル

高度なマネジメント教育

ASIA MOT
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働きながら学ぶ
仕事をしながら学ぶことによって、QBSで学んだものを実際のビジネスの現場で並行して試すことができ、「理論と実践」を身をもって経験すること
が可能となります。また、実践することによって得られた疑問を講義に持ち込んで討議するという、理想的なサイクルを築いています。様々な業界の
多様な職種で実際に活躍する学生が集まって、それぞれの立場や経験から意見を戦わせることにより、学習効果の向上が図られています。全国の
教育界・産業界から集まった一流の教授陣が、現場感覚にあふれた講義を行っています。

仕事が学びに、学びが仕事に

その他学びを支える仕組み

九州大学の豊富な教育資源へのアクセス

「仕事を学びに活かし、学びが仕事に活きる」が基本的な考え方です。現在のキャリアを中断させることなく仕事と学びを両立できるよう、QBSは社
会人を様々な角度からサポートしています。　　　　　

QBSは社会人を大切にします

Kyushu University Business School／ 0504

大学間の協定に基づくアジアの主要ビジ
ネス・スクールとの交換留学制度を活用し
て、QBS学生は２年次前期にアジアのビジ
ネス・スクールに、アジアのビジネス・スクー
ルの学生は後期にQBSに滞在します。留
学先では英語による講義を履修できます。 

交換留学制度 長期履修制度
標準的な履修期間は２年ですが、多忙な
業務に合わせて社会人学生は標準年限
を越えて３年間にわたる教育課程を選ぶ
こともできます。（２年間分の授業料は３
年に分割して納入いただきます）

QBSの講座は厚生労働大臣により指定
された教育訓練プログラムです。一定の
条件を満たした場合、課程修了後に授業
料・入学料の最大60％がハローワーク
より還付されます。
※2014年10月1日より、制度が拡充
されました。

教育訓練給付金制度

出張やその他の理由から講義に出席で
きない場合は、インターネットにアクセス
することにより後日、講義内容をフォ
ローすることが可能です。

e-learning 自習室・図書室
箱崎キャンパス経済学府棟には、終日利用可能なＱＢＳ
学生専用の自習室とロッカーを備えています。また、博
多駅教室にも自習室、図書室、ロッカーを備えています。
文系合同図書室は22時まで利用でき、QBS専用の図
書コーナーと自習スペースが用意されています。その
他、学生サロンやITルームもあります。

社会人の仕事に支障のないよう平日（月
～金）は交通至便な博多駅教室（ＪＲ博多
シティ）で18時30分から90分の講義２
コマを行います。　　　

平日の夜間開講 週末の昼間開講・特別授業
平日夜間の講義に加え、土曜は終日の講
義（箱崎校舎）が行われます。また、非常
勤講師による集中講義やビジネス界の
最先端で活躍される方々によるセミナー
等も週末を利用して行われます。　　

1年次には、担任教員のもとで将来の
キャリアパスに向けた勉学テーマの検討
を行います。２年次には指導教員のもと、
専門性の確保やキャリアパスとの整合性
を高めます。　　

指導教員制

九州大学にある４つの専門職大学院（ビジネス・スクール、ロー・スクール、
医療経営・管理学専攻、実践臨床心理学専攻）が2006年4月にコンソー
シアムを設立し、相互連携による新たな教育・研究プログラムを展開して
います。現在は、大学院間での相互履修制度、市民公開講座などを実施し
ています。

専門職大学院コンソーシアム

QBS Alumni Network（QAN）はQBSの修了生を
中心としたコミュニティ組織です。QBS関係者のネッ
トワーク活性化を目的として、勉強会やワークショッ
プ、スタディーツアー等を行い、修了後も同窓生間で
ブラッシュアップを行っています。

QBS修了生の同窓会

ビジネスに関する知識や情報は日々進化します。
QBSの修了生は修了した後も、QBSの講義を聴講生
として受講し、知識の刷新を行うことができます。

※2013年4月から、入学料が不徴収となりました。

リカレント聴講制度

2010年12月の設立以来、QREC（九州大学ロバート・ファ
ン/アントレプレナーシップ・センター）は、多様なアントレプ
レナーシップ関連科目やプログラムを提供しており、既に多
くのQBS生が関連科目を履修しています。

（QREC の詳細：http://qrec.kyushu-u.ac.jp）

QREC（九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター）

文部科学省による「科学技術イノベーション政策における『政策のため
の科学』」の領域開拓拠点のひとつとして、2012年4月にCSTIPS（九
州大学科学技術イノベーション政策教育研究センター）が設立され、既
にQBS生も履修可能な科目が複数提供されています。

（CSTIPS の詳細：http://www.sti.kyushu-u.ac.jp）

CSTIPS（九州大学科学技術イノベーション政策教育研究センター）

＊博多駅教室自習室、図書室、ロッカー
の利用時間は下記の通りです。

　（平日）10時～22時30分
　（土日祝日）10時～17時 こはまもとこ 収録風景

ビジネス・スクール

ロー・スクール

医療経営・管理学専攻 実践臨床心理学専攻

毎朝のラジオ番組でQBSの教員を中心にした出演者が社会人に役立つビ
ジネスの話を提供しています。公式サイトでは、これまでの放送内容をポッ
ドキャスティングとブログで配信しています。

QBS教員のラジオ出演とポッドキャスト配信

BBIQモーニングビジネススクール公式サイト
http://bbiq-bs.jp
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九州大学ビジネス・スクール
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総合大学の強みを活かした教授陣です

Kyushu University Business School／ 0706

優秀な人材を育成するためには、優秀な指導者が教壇に立たねばなりません。
QBSの専任教員は経済学研究院産業マネジメント部門と、他部門・他部局から結集しています。専任教員は、大学研究者
または実務家として一流の実績を有しています。
この「理論と実践の融合」こそ、世界に通用する経営プロフェッショナルの養成に必要不可欠だと、QBSは考えています。

産業マネジメント部門教員

マーケティングの理論と実践

日本の財務再構築

突然に子会社や海外事業所の責任者として赴
任しろと言われたら？企業や組織が戦略目標
を実現するためには、ヒト・モノ・カネの各面で
のプロセス管理が重要です。同時に市場化・グ
ローバル化した経済の中では、様々な環境の
変化やリスクの顕現に対する備えも必要です。
国際金融やメーカーの海外業務に携わってき
た経験から、広い舞台で活躍したい人の手伝
いができればと思います。

教授
平松　拓
実務経験者
ファイナンシャル・マネジメント
マネジメント・コントロール

教授
久野 国夫
産業と技術

准教授
五十嵐 伸吾
ベンチャー企業

教授
太田 和秀
研究開発マネジメント

教授
鈴木 右文
異文化
コミュニケーション

教授
実積 寿也
産業と政策

講師
閔　廷媛
組織マネジメント

准教授
Brian Quinn
英語によるビジネス・
コミュニケーション

マーケティングの理論的枠組みと分析手法を
習得し、マーケター（マーケティング活動に従事
するビジネス・パーソン）として必要な知識とス
キルの習得を目指します。まず、マーケティング
の基本的な考え方、そしてベースとなっている戦
略論や心理学のセオリーを習得します。続い
て、現実の事象を、理論的に分析する力を養い
ます。さらに、マーケティング・リサーチの技法を
習得することで、仮説を検証する力を身につけ
ます。

講師
岩下　仁
実務経験者
マーケティング戦略
国際マーケティング

2015年4月1日現在

バブル崩壊後大きくしすぎて息詰まっている日
本政府の公的事業を民間に移行し、小さな政
府を作る必要がある。企業財務やM＆Aの知
識は、日本国内や中国を中心とする東アジア
の構造改革に取り組む上で不可欠である。問
題を正面から見つめ、九州から日本やアジア
を変革したい志ある者に集まって欲しい。

教授
村藤　功
実務経験者
企業財務
企業価値創造とM＆A

ビッグバンによって、日本の金融制度が大きく変
化し、日本人の思考方法や行動様式に大きなイ
ンパクトを与えました。しかも、これは会計・監
査・税務・会社法などにまで影響し、それぞれ大
改正をもたらしました。それらの内容は21世紀
型のものへと大きくパラダイムシフトをしていま
す。このような21世紀型のビッグバン後の最新
知識をQBSで習得し、それを武器に社会で大
活躍することを期待しています。

教授
岩﨑　勇
公認会計士
財務会計
タックス・マネジメント
コーポレート・ガバナンス
と監査

最新の知識を武器に
社会へはばたけ

現在、技術のみならず国や社会の仕組みも国
際競争の時代に入り、このため国を挙げて知
的財産立国の道を目指しています。企業経営
にとっても知的財産を如何に生み、活かして事
業化するかが最重要課題になります。MOT教
育の中でこの知的財産マネジメントについて
学び、互いに研鑽し、個々の競争力を高めま
しょう。

教授
吉田 基樹
実務経験者
知的財産管理
生産管理

MOT（技術経営）教育による
人材育成と企業の国際競争力強化

産学連携やMOTに立脚した企業の競争優位
性に関する講義を担当しています。MOTとは、
要するに技術のビジネス化のことです。講義で
は、技術マネジメントに関するノウハウを細や
かに指導していきます。大学の技術を活用して
新事業を興したい人、技術者で且つ経営者に
なりたい人、技術を活用して起業したい人、大
歓迎です。自分をひとまわり成長させてみませ
んか。

教授
高田　仁
実務経験者
産学連携マネジメント
ビジネスにおける
競争優位性特論

MOTのノウハウを徹底的に指導

企業は、不合理な戦略や組織を以てする経営
では一時的な成功を収めることはできても持続
的な成長を遂げることはできません。持続可能
な存在には必ず何らかの合理性、すなわち論
理的なプロセスへの適合性があります。論理的
に考えることは、この適合性の探求に他ならず、
それのみが企業を持続的な成長に導く唯一の
実践的な方法です。私の講義は、そのような探
求の場として開かれています。

教授
永田 晃也
イノベーション・マネジメント
知識マネジメント

論理的な思考法は実践的である

理論と実践の対話を目指す

企業にとって継続成長を実現していくには、市
場から得た情報を製品開発に結びつける方
法、もの作りの考え方と生産アーキテクチャー、
サプライチェーンの仕組みなど、一連のビジネ
スプロセスを論理的に結合する作業は不可欠
である。地域によってビジネスの仕組みとその
デザインには相違性があるものの、共通するパ
ターンも見られる。経営学の観点から企業の国
際比較を行い、理論と実践の対話の場を作り
たいと思います。

准教授
朱　穎
アジアの産業と企業
中国ビジネス

活躍の舞台を広げるサポートを

他部門・他部局教員

様々な形で事業活動をグローバルに展開する
日本企業や多国籍企業の動きを戦略、組織、
ものの動き（物流）の視角から学びます。「経
営者としてあなたならどのように判断するの
か？」理論、ケース・メソッド、ディスカッションを
通じて、自らの意思決定を行う人材の育成を
目指します。

グローバル・
ビジネスのダイナミズムを

教授
星野 裕志
実務経験者
国際経営
国際ロジスティクス



九州大学ビジネス・スクール
MBAプログラム／専門職学位課程 PROGRAM 2015-16

総合大学の強みを活かした教授陣です

Kyushu University Business School／ 0706

優秀な人材を育成するためには、優秀な指導者が教壇に立たねばなりません。
QBSの専任教員は経済学研究院産業マネジメント部門と、他部門・他部局から結集しています。専任教員は、大学研究者
または実務家として一流の実績を有しています。
この「理論と実践の融合」こそ、世界に通用する経営プロフェッショナルの養成に必要不可欠だと、QBSは考えています。

産業マネジメント部門教員

マーケティングの理論と実践

日本の財務再構築

突然に子会社や海外事業所の責任者として赴
任しろと言われたら？企業や組織が戦略目標
を実現するためには、ヒト・モノ・カネの各面で
のプロセス管理が重要です。同時に市場化・グ
ローバル化した経済の中では、様々な環境の
変化やリスクの顕現に対する備えも必要です。
国際金融やメーカーの海外業務に携わってき
た経験から、広い舞台で活躍したい人の手伝
いができればと思います。

教授
平松　拓
実務経験者
ファイナンシャル・マネジメント
マネジメント・コントロール

教授
久野 国夫
産業と技術

准教授
五十嵐 伸吾
ベンチャー企業

教授
太田 和秀
研究開発マネジメント

教授
鈴木 右文
異文化
コミュニケーション

教授
実積 寿也
産業と政策

講師
閔　廷媛
組織マネジメント

准教授
Brian Quinn
英語によるビジネス・
コミュニケーション

マーケティングの理論的枠組みと分析手法を
習得し、マーケター（マーケティング活動に従事
するビジネス・パーソン）として必要な知識とス
キルの習得を目指します。まず、マーケティング
の基本的な考え方、そしてベースとなっている戦
略論や心理学のセオリーを習得します。続い
て、現実の事象を、理論的に分析する力を養い
ます。さらに、マーケティング・リサーチの技法を
習得することで、仮説を検証する力を身につけ
ます。

講師
岩下　仁
実務経験者
マーケティング戦略
国際マーケティング

2015年4月1日現在

バブル崩壊後大きくしすぎて息詰まっている日
本政府の公的事業を民間に移行し、小さな政
府を作る必要がある。企業財務やM＆Aの知
識は、日本国内や中国を中心とする東アジア
の構造改革に取り組む上で不可欠である。問
題を正面から見つめ、九州から日本やアジア
を変革したい志ある者に集まって欲しい。

教授
村藤　功
実務経験者
企業財務
企業価値創造とM＆A

ビッグバンによって、日本の金融制度が大きく変
化し、日本人の思考方法や行動様式に大きなイ
ンパクトを与えました。しかも、これは会計・監
査・税務・会社法などにまで影響し、それぞれ大
改正をもたらしました。それらの内容は21世紀
型のものへと大きくパラダイムシフトをしていま
す。このような21世紀型のビッグバン後の最新
知識をQBSで習得し、それを武器に社会で大
活躍することを期待しています。

教授
岩﨑　勇
公認会計士
財務会計
タックス・マネジメント
コーポレート・ガバナンス
と監査

最新の知識を武器に
社会へはばたけ

現在、技術のみならず国や社会の仕組みも国
際競争の時代に入り、このため国を挙げて知
的財産立国の道を目指しています。企業経営
にとっても知的財産を如何に生み、活かして事
業化するかが最重要課題になります。MOT教
育の中でこの知的財産マネジメントについて
学び、互いに研鑽し、個々の競争力を高めま
しょう。

教授
吉田 基樹
実務経験者
知的財産管理
生産管理

MOT（技術経営）教育による
人材育成と企業の国際競争力強化

産学連携やMOTに立脚した企業の競争優位
性に関する講義を担当しています。MOTとは、
要するに技術のビジネス化のことです。講義で
は、技術マネジメントに関するノウハウを細や
かに指導していきます。大学の技術を活用して
新事業を興したい人、技術者で且つ経営者に
なりたい人、技術を活用して起業したい人、大
歓迎です。自分をひとまわり成長させてみませ
んか。

教授
高田　仁
実務経験者
産学連携マネジメント
ビジネスにおける
競争優位性特論

MOTのノウハウを徹底的に指導

企業は、不合理な戦略や組織を以てする経営
では一時的な成功を収めることはできても持続
的な成長を遂げることはできません。持続可能
な存在には必ず何らかの合理性、すなわち論
理的なプロセスへの適合性があります。論理的
に考えることは、この適合性の探求に他ならず、
それのみが企業を持続的な成長に導く唯一の
実践的な方法です。私の講義は、そのような探
求の場として開かれています。

教授
永田 晃也
イノベーション・マネジメント
知識マネジメント

論理的な思考法は実践的である

理論と実践の対話を目指す

企業にとって継続成長を実現していくには、市
場から得た情報を製品開発に結びつける方
法、もの作りの考え方と生産アーキテクチャー、
サプライチェーンの仕組みなど、一連のビジネ
スプロセスを論理的に結合する作業は不可欠
である。地域によってビジネスの仕組みとその
デザインには相違性があるものの、共通するパ
ターンも見られる。経営学の観点から企業の国
際比較を行い、理論と実践の対話の場を作り
たいと思います。

准教授
朱　穎
アジアの産業と企業
中国ビジネス

活躍の舞台を広げるサポートを

他部門・他部局教員

様々な形で事業活動をグローバルに展開する
日本企業や多国籍企業の動きを戦略、組織、
ものの動き（物流）の視角から学びます。「経
営者としてあなたならどのように判断するの
か？」理論、ケース・メソッド、ディスカッションを
通じて、自らの意思決定を行う人材の育成を
目指します。

グローバル・
ビジネスのダイナミズムを

教授
星野 裕志
実務経験者
国際経営
国際ロジスティクス



九州大学ビジネス・スクール
MBAプログラム／専門職学位課程 PROGRAM 2015-16

学生の声

08

QBSでは、2003年のスタート以来修了生が465名、そして現在86名の学生が学んでいます（2015年4月現在）。「仕事の
スキルアップを目指したい」「自分の可能性にチャレンジしたい」「人的ネットワークを広げたい」など、目標は様々ですが、
みな自分を大きく成長させたいという志は同じです。修了生、学生のQBSへの思いの一部をご紹介します。

Kyushu University Business School／ 09

QBS入学の動機は、法人のお客様により良いご提案をするために、経営者に近い視座
で物事を考えられるようになりたいと思ったからでした。しかし入学後、モチベーション
の高い仲間とディスカッションしたり、ゲストスピーカーとして来られる様 な々経営者の経
験と思いに触れたりしていくうちに、少しずつ自分の思いが変わっていきました。自分の
能力を高めるだけではだめだ、もっと他人を巻き込んで、地方銀行のビジネスモデルを
変化させたい、金融サービス全体をより良くしていきたい、そう思うようになったのです。
QBSがひとつのきっかけとなり、顧客である企業の経営企画室に出向することが決まり
ました。今後2年間の目標は、出向先企業が目標としているIPOを実現させることです。
地方銀行の女子行員であった自分が、2年後にこのような立場を任されるとは想像も
つきませんでした。QBSで自分の人生が大きく転換したのを感じています。

QBSへの一歩が人生の転機に

11期生

木村 有希さん
株式会社十八銀行

QBSで得たものはたくさんありますが、中でも最も大きなものは経営学という「理論的
枠組み」です。それは、タンスに例えられます。タンスに入っている知識自体は、数年もす
れば忘れてしまうでしょうし、これだけ変化の激しい時代にあって、瞬く間に劣化してい
くと思われます。しかしながら、その枠組み自体はそれほど変わるものではないし、一度
しつらえてしまえば、引き出しを追加していくことは、それほど大変ではありません。つま
り、持続的な学習が可能になります。日々の業務や議論の中で、「あの引き出しのあの
話」と、効率的に進められるようになったように思います。仕事と家庭との両立は壮絶そ
のものでしたが、MBA取得後の整理された頭で見る世界の広がりはお約束します。

たかが理論、されど理論

11期生

小澤 慶太郎さん
嘉穂無線株式会社

QBSでの二年間は、本当に濃密で学ぶことが多かったです。
その中でも特にプロジェクト論文は印象に残っています。私は「日本メーカーの電気製
品（太陽電池パネル）のシェアがなぜ中国メーカーに奪われてしまったのか」というテー
マで、論文に取り組みました。その中で外部環境に合わせて、日本メーカーが迅速に設
備投資、材料調達を出来なかった姿が浮かび上がりました。一方で中国メーカーは経
営者の素早い意思決定で自社を柔軟に変化させていきました。論文では厳しいビジネ
ス環境の中で会社が変化して行かなければならない、という考察を得ました。
では私個人としての変化はどうでしょうか。一エンジニアから経営者視点へ、感覚的な思
考から論理的な思考回路へと変わって来ました。何よりQBSで日々 新たな刺激を得て、昨
日より今日へ、今日より明日へ自分自身が変わっていきたいと強く感じるようになりました。
自分自身が変化し続けたい、そう感じ切磋琢磨できる環境がQBSにはあります。迷った
ら一歩踏み出してはみてはいかがでしょうか。

変化し続けているか？

10期生

足立 憲正さん
株式会社安川電機

QBSに入学すべきか、関東に戻って別の学校に通うか。結果として九州勤務を延長さ
せて頂くことでQBSに進むことを決めました。
日本企業において国内MBA取得は必ずしも自分自身のキャリアアップに繋がるとは限
りません。それどころか限られた時間の中での学びは、仕事も私生活もパフォーマンスを
下げてしまうことがあります。しかし短期的な思考に囚われず、強い問題意識を持った同
志が集う場がQBSです。このような仲間と出会い共に日々の知識・経験の積み重ねを
繰り返すことで、少しずつでも着実に昨日と違う自分へと成長することができました。でき
ない理由を並べるのではなく、できる理由を見つけ出し行動することをお勧めします。

自分が行動することできっと何かが変わります

9期生

岩田 賢さん
凸版印刷株式会社

勤務か開業か。2年間で結論を出そうと考えて入学したのがQBSでした。結局、在学中
に開業の運びとなり、現在は小さいながらも自分の事務所を構えて、日々仕事に邁進し
ています。
QBS在学中には経営についての示唆に富んだ考え方に沢山触れることが出来まし
た。先生方や留学生を含む同級生達、そしてゲストの経営者の方々などとのディスカッ
ションを通じて気づくことには本を読むだけでは学ぶことが出来ないリアリティがありま
す。大きな財産を頂いたように思います。
卒業後のこれからは専門分野の鍛錬を重ねながら、ビジネスに関わる様々な方 と々の
交流を通じて、新しいものを自分のフィールドに持ち帰れるような仕事の仕方を模索し
て行きたいと思っています。マネジメントは日々変化に富んでいます。

日々に新たなり！

8期生

川原 範子さん
川原範子税理士事務所

私がQBSに入学したのは、自分の仕事ぶりに限界を感じ、その状況をなんとか打破し
たいと思ったことがきっかけでした。「このまま自分なりのやり方を続けていては時間が
かかりすぎる。必要な知識やスキルを体系的に、できれば最短距離で学びたい」と考え
るようになっていた私にとって、仕事を続けながら学べるQBSはぴったりの場所でした。
入学して1年。理論だけでなくケースをふんだんに取り入れた授業、それを実践する個
性的で情熱的な先生方、仕事に学業に真剣に取り組む様々な業界出身のクラスメイト
達から、日々ポジティブな刺激とモチベーションを得ています。またQBSではMBAプロ
グラムに加え、QRECというアントレプレナーシップ関連の授業にも参加でき、自分次第
でいくらでも世界を広げることが可能です。
私はQBSでこうした知見に触れ、自分がいかに狭い世界で生きていたかを痛感できま
した。学びたい、世界を広げたいと考える方にとって、QBSはよい成長の機会になると
思います。

～世界を広げよう。学びたいときがそのとき～

11期生

新川 善子さん
西日本シティ銀行
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2015年度 時間割

戦略的人的
資源管理

人的資源をめぐる企業の実
態分析を行い、そのマネジメ
ント政策等を学ぶ

ビジネス法務

企業の経営・管理に不可欠
な法的知識の基礎、最先端
の企業取引の実例を学ぶ

英語によるビジネス・
コミュニケーション＊
ビジネスに用いられる言い
回しや交渉時の意思表示
等、実践的なビジネス英語
を学ぶ

国際経営

市場、組織、戦略、マネジメ
ント等多国籍企業を取り巻
く環境変化への対応を分析
する

２コマ連続（隔週）

ベンチャー企業
多面的な課題に接近し、ベ
ンチャー企業の創造と成長
に必要な能力と論理を学ぶ

研究開発
マネジメント
日本のモノづくりにおける歴
史、技術戦略、マネジメント
プロセスを理解する

組織マネジメント

組織の編成原理等の形態
的分析と意思決定等をめぐ
る内部プロセスを分析する

アカウンティング

キャッシュ・フローと損益計
算書、バランスシートとの相
互関係を学ぶ

中国ビジネス

経済学のロジックから中国企業に関連する諸問題を検討
する

２コマ連続（隔週）

起業機会探索

プロジェクト演習

プロジェクト演習

マーケティング
戦略
マーケティングの基本知識
からはじまり、消費者行動、
製品開発、マーケティング・
リサーチに至る、マーケティ
ングに関する理論と戦略に
ついて学ぶ。

企業財務
企業財務の基本理念を
学び、実務適用の際の
問題点、解決方法を検
討する

企業倫理

企業倫理、企業社会責任
（CSR）等の事例を通じて、
企業経営のあり方を考える

事例により、理論と実践の
両面から現代企業の戦略
について理解を深める

知的財産管理
知的財産の基礎知識を
習得した上で、知的財
産マネジメント実践能力
を養成する

国際マーケティング

製品、ブランド、そして広告を
海外展開する際に、求めら
れるマーケティングの理論と
分析手法について、ケース
スタディを踏まえて習得する

プロジェクト・
マネジメント＊
プロジェクト・マネジメントに関
する概要・基礎を習得し、実
践者ケースを通じて、応用・
実践管理技術を習得する

産学連携
マネジメント
産学連携、技術移転に係る
実践的知識の習得と、マネ
ジメント可能な人材を育成
する

国際ロジスティクス＊

製造企業の価値連鎖の構
築、競争力向上を図る方法
等を分析する

時間 時間期間 月 火 水
博 多 駅 博多駅または箱崎 箱 崎

土

前

　期

パブリック・マネジメント

集中講義等による開講科目

10：45

12：15
〜

  9：00

10：30
〜

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

16：45

18：15
〜

15：00

16：30
〜

13：15

14：45
〜

木

注）　　　 は必修科目、＊印は英語による講義

金

時間
箱 崎
土

  9：00

10：30
〜

16：45

18：15
〜

15：00

16：30
〜

13：15

14：45
〜

10：45

12：15
〜

マネジメント演習Ⅰ

企業価値創造と
M&A＊
事業ポートフォリオの再
構築や資本構成の最
適化の方法と問題点
を検討する

アジア・ビジネス
戦略

生産管理
モノづくり企業の製品・
生産戦略の全体構造
と生産システムの基本
特性を学ぶ

タックス・マネジメント

租税に関する基礎理念や計算原理等の構造を事例に交
えて分析的に学ぶ

財務会計

財務会計の基礎的概念と国際会計基準や会計ビッグバン、
商法等を学ぶ

コーポレート・ガバナンスと監査

企業統治の背景や基本理論等を学ぶとともに、監査のあり
方を検討する

知識マネジメント

知識を経営資源として創
造、活用、蓄積するための
戦略の枠組みを習得する

マネジメント・
コントロール＊

企業における戦略実現のた
めの経営計画の策定・実
行・進捗管理や管理のため
の影響プロセスを学ぶ

イノベーション・
マネジメント
イノベーション発生メカニズ
ムの解明とその促進のため
の戦略の枠組みを学ぶ

ミクロ経済学

現実の社会やビジネスの場
面で遭遇する様々な現象
を、経済学的に理解・分析
するための基本能力を養う

交互に隔週開講

（博多） （博多）

（箱崎） （箱崎）

時間期間 月 火 水
博 多 駅 博多駅または箱崎

後

　期

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

木 金

交互に隔週開講

２コマ連続（隔週） ２コマ連続（隔週）

ビジネスにおける
競争優位性特論
経営において競争優位の
源泉となる中核的な能力や
資源に着目し、その形成や
活用の手法を学ぶ

２コマ連続（隔週） ２コマ連続（隔週）２コマ連続（隔週）

企業戦略

コーポレート・
アントレプレナー
シップ特論

産業と技術

情報技術や先端技術の動
向を探り、それが産業にもた
らす構造的変動を分析する

異文化
コミュニケーション＊
英語によるコミュニケーショ
ン能力を習得し、自分の意
志の積極的表現法を実践
的に学ぶ

アジアの
産業と企業＊

イノベーションマネジメントの
観点から日本と中国の企業
分析を行う

産業と政策

政府の市場介入をめぐる経
済理論を学習し、現実の政
策展開と市場へのインパク
トを理解・分析する力を習得
する

資産運用と
リスク管理

株式の銘柄選択、株式形
式のメカニズム、債券ポート
フォリオ運用、資産運用業
界やリスク管理の実態を中
心に学ぶ

SMBC日興証券グループ
提供講義

社内起業および組織内に
おけるベンチャー・キャピタル
型新規事業投資に必要な
基礎知識を、座学および
ケース・スタディ（英文教材
も含む）を通じて学ぶ

ファイナンシャル・
マネジメント
企業の資金・会計活動の管
理と財務的意思決定への
貢献を主軸とする財務管理
について学ぶ

Kyushu University Business School／ 1110

成熟期で急成長が見込めない鉄道事業。語り尽くされた沿線開発を中心とした私鉄
モデル。そこからブレイクスルーして、どう成長戦略を描くのか？
ホテル開発、ベンチャー支援、新規事業、M&A。こうした業務を通じて得たヒントは、地
域活性化とアジア展開。それを理論的に裏づけるべく、QBSに入学しました。
専門の異なる仲間とのグループワーク。仲間の意見の数々がフッと腑に落ちた瞬間、自
分の思考の幅が広がる感覚を実感。これこそビジネススクールの醍醐味。正解は一つ
ではありません。
今の業務は農業ビジネスの展開。地域活性化によるシナジー創出という命題に、まさし
く体当たりで挑戦しています。同志たちと共に、自分の活動フィールドを面白く変えてい
きたいです。

異なる背景の仲間たちとの交わりが新しい価値を生む

6期生

出田 貴宏さん
九州旅客鉄道株式会社 経営企画部

大学の国際法務を担当していますが、契約交渉等の場面で企業・産業界への知識の
なさを痛感する場面がよくありました。QBSはそんな私に期待した以上の成長の糧を与
えてくれました。講義やゼミで学ぶ専門知識やツールはもちろん、先生方や仲間たちと
の交流で得る多様な思考プロセスによって、日々の業務や自分自身に対する問題意識
を再発見することもできるようになり、またそれら問題を解決する手段としてもQBSで得
たものは役に立ちます。QBSは、自分の仕事が「経営」に直接携わっていなくても、また
将来「経営者」になることを目標としていなくても、仕事をする自分自身を早く大きく成長
させてくれるきかっけを与えてくれるのは間違いありません。

QBSを自らの成長の糧に

7期生

佐藤 弘基さん
国立大学法人九州大学国際法務室

私はグローバルなビジネスにおける、コミュニケーションコストのマネジメントに着目し
て、QBSに入学しました。QBSでは、国際企業分析や国際ロジスティクス、アジアビジネ
ス戦略などの授業で、グローバルなビジネスに関連する知識を勉強しました。さらに、東
アジアのみならず、欧米や東南アジアの国々からの先生方や学生達と一緒に様々なビ
ジネス課題について、ディスカッションをしました。このような国際的な環境での学習を
通して、専門知識だけでなく、商習慣や信頼関係の構築、リーダーシップなどのビジネス
センスも身に付きました。これからは、QBSで学んだ知識を活かして、会社のグローバ
ルビジネスに貢献したいと考えています。

グローバルなビジネスセンスを磨く

8期生

朱 晨銘さん
日立システムズ株式会社

契機は、このままでは何も変わらないという漠然とした不安から説明会を聞きに行った
ことからでした。多忙な職場環境下でQBSに行くことが周りに迷惑をかけてしまうので
はないかと悩みました。しかし今では、本当に挑戦して良かったと感じています。体系的
なマネジメント知識、人脈、アントレプレナーシップ、どれもが今の自分の基礎となってい
ます。失敗にも価値があります。失敗を恐れて何も行動しないことが、一番の失敗です。
QBS修了後、iPS細胞を用い初めて臨床実用化を試みるバイオベンチャーで働き始め
ました。日本発の技術から世界の標準的治療に成る為、挑戦しています。今も自分探し
の旅と新たなチャレンジの途中です。

自分探しの旅と新たなチャレンジ！

8期生

澤田 昌典さん
株式会社日本網膜研究所
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2015年度 時間割

戦略的人的
資源管理

人的資源をめぐる企業の実
態分析を行い、そのマネジメ
ント政策等を学ぶ

ビジネス法務

企業の経営・管理に不可欠
な法的知識の基礎、最先端
の企業取引の実例を学ぶ

英語によるビジネス・
コミュニケーション＊
ビジネスに用いられる言い
回しや交渉時の意思表示
等、実践的なビジネス英語
を学ぶ

国際経営

市場、組織、戦略、マネジメ
ント等多国籍企業を取り巻
く環境変化への対応を分析
する

２コマ連続（隔週）

ベンチャー企業
多面的な課題に接近し、ベ
ンチャー企業の創造と成長
に必要な能力と論理を学ぶ

研究開発
マネジメント
日本のモノづくりにおける歴
史、技術戦略、マネジメント
プロセスを理解する

組織マネジメント

組織の編成原理等の形態
的分析と意思決定等をめぐ
る内部プロセスを分析する

アカウンティング

キャッシュ・フローと損益計
算書、バランスシートとの相
互関係を学ぶ

中国ビジネス

経済学のロジックから中国企業に関連する諸問題を検討
する

２コマ連続（隔週）

起業機会探索

プロジェクト演習

プロジェクト演習

マーケティング
戦略
マーケティングの基本知識
からはじまり、消費者行動、
製品開発、マーケティング・
リサーチに至る、マーケティ
ングに関する理論と戦略に
ついて学ぶ。

企業財務
企業財務の基本理念を
学び、実務適用の際の
問題点、解決方法を検
討する

企業倫理

企業倫理、企業社会責任
（CSR）等の事例を通じて、
企業経営のあり方を考える

事例により、理論と実践の
両面から現代企業の戦略
について理解を深める

知的財産管理
知的財産の基礎知識を
習得した上で、知的財
産マネジメント実践能力
を養成する

国際マーケティング

製品、ブランド、そして広告を
海外展開する際に、求めら
れるマーケティングの理論と
分析手法について、ケース
スタディを踏まえて習得する

プロジェクト・
マネジメント＊
プロジェクト・マネジメントに関
する概要・基礎を習得し、実
践者ケースを通じて、応用・
実践管理技術を習得する

産学連携
マネジメント
産学連携、技術移転に係る
実践的知識の習得と、マネ
ジメント可能な人材を育成
する

国際ロジスティクス＊

製造企業の価値連鎖の構
築、競争力向上を図る方法
等を分析する

時間 時間期間 月 火 水
博 多 駅 博多駅または箱崎 箱 崎

土

前

　期

パブリック・マネジメント

集中講義等による開講科目

10：45

12：15
〜

  9：00

10：30
〜

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

16：45

18：15
〜

15：00

16：30
〜

13：15

14：45
〜

木

注）　　　 は必修科目、＊印は英語による講義

金

時間
箱 崎
土

  9：00

10：30
〜

16：45

18：15
〜

15：00

16：30
〜

13：15

14：45
〜

10：45

12：15
〜

マネジメント演習Ⅰ

企業価値創造と
M&A＊
事業ポートフォリオの再
構築や資本構成の最
適化の方法と問題点
を検討する

アジア・ビジネス
戦略

生産管理
モノづくり企業の製品・
生産戦略の全体構造
と生産システムの基本
特性を学ぶ

タックス・マネジメント

租税に関する基礎理念や計算原理等の構造を事例に交
えて分析的に学ぶ

財務会計

財務会計の基礎的概念と国際会計基準や会計ビッグバン、
商法等を学ぶ

コーポレート・ガバナンスと監査

企業統治の背景や基本理論等を学ぶとともに、監査のあり
方を検討する

知識マネジメント

知識を経営資源として創
造、活用、蓄積するための
戦略の枠組みを習得する

マネジメント・
コントロール＊

企業における戦略実現のた
めの経営計画の策定・実
行・進捗管理や管理のため
の影響プロセスを学ぶ

イノベーション・
マネジメント
イノベーション発生メカニズ
ムの解明とその促進のため
の戦略の枠組みを学ぶ

ミクロ経済学

現実の社会やビジネスの場
面で遭遇する様々な現象
を、経済学的に理解・分析
するための基本能力を養う

交互に隔週開講

（博多） （博多）

（箱崎） （箱崎）

時間期間 月 火 水
博 多 駅 博多駅または箱崎

後

　期

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

木 金

交互に隔週開講

２コマ連続（隔週） ２コマ連続（隔週）

ビジネスにおける
競争優位性特論
経営において競争優位の
源泉となる中核的な能力や
資源に着目し、その形成や
活用の手法を学ぶ

２コマ連続（隔週） ２コマ連続（隔週）２コマ連続（隔週）

企業戦略

コーポレート・
アントレプレナー
シップ特論

産業と技術

情報技術や先端技術の動
向を探り、それが産業にもた
らす構造的変動を分析する

異文化
コミュニケーション＊
英語によるコミュニケーショ
ン能力を習得し、自分の意
志の積極的表現法を実践
的に学ぶ

アジアの
産業と企業＊

イノベーションマネジメントの
観点から日本と中国の企業
分析を行う

産業と政策

政府の市場介入をめぐる経
済理論を学習し、現実の政
策展開と市場へのインパク
トを理解・分析する力を習得
する

資産運用と
リスク管理

株式の銘柄選択、株式形
式のメカニズム、債券ポート
フォリオ運用、資産運用業
界やリスク管理の実態を中
心に学ぶ

SMBC日興証券グループ
提供講義

社内起業および組織内に
おけるベンチャー・キャピタル
型新規事業投資に必要な
基礎知識を、座学および
ケース・スタディ（英文教材
も含む）を通じて学ぶ

ファイナンシャル・
マネジメント
企業の資金・会計活動の管
理と財務的意思決定への
貢献を主軸とする財務管理
について学ぶ

Kyushu University Business School／ 1110

成熟期で急成長が見込めない鉄道事業。語り尽くされた沿線開発を中心とした私鉄
モデル。そこからブレイクスルーして、どう成長戦略を描くのか？
ホテル開発、ベンチャー支援、新規事業、M&A。こうした業務を通じて得たヒントは、地
域活性化とアジア展開。それを理論的に裏づけるべく、QBSに入学しました。
専門の異なる仲間とのグループワーク。仲間の意見の数々がフッと腑に落ちた瞬間、自
分の思考の幅が広がる感覚を実感。これこそビジネススクールの醍醐味。正解は一つ
ではありません。
今の業務は農業ビジネスの展開。地域活性化によるシナジー創出という命題に、まさし
く体当たりで挑戦しています。同志たちと共に、自分の活動フィールドを面白く変えてい
きたいです。

異なる背景の仲間たちとの交わりが新しい価値を生む

6期生

出田 貴宏さん
九州旅客鉄道株式会社 経営企画部

大学の国際法務を担当していますが、契約交渉等の場面で企業・産業界への知識の
なさを痛感する場面がよくありました。QBSはそんな私に期待した以上の成長の糧を与
えてくれました。講義やゼミで学ぶ専門知識やツールはもちろん、先生方や仲間たちと
の交流で得る多様な思考プロセスによって、日々の業務や自分自身に対する問題意識
を再発見することもできるようになり、またそれら問題を解決する手段としてもQBSで得
たものは役に立ちます。QBSは、自分の仕事が「経営」に直接携わっていなくても、また
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QBSを自らの成長の糧に

7期生

佐藤 弘基さん
国立大学法人九州大学国際法務室
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アジアのみならず、欧米や東南アジアの国々からの先生方や学生達と一緒に様々なビ
ジネス課題について、ディスカッションをしました。このような国際的な環境での学習を
通して、専門知識だけでなく、商習慣や信頼関係の構築、リーダーシップなどのビジネス
センスも身に付きました。これからは、QBSで学んだ知識を活かして、会社のグローバ
ルビジネスに貢献したいと考えています。

グローバルなビジネスセンスを磨く

8期生
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自分探しの旅と新たなチャレンジ！

8期生

澤田 昌典さん
株式会社日本網膜研究所
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企業戦略

財務会計

管理会計

国際経営

国際マーケティング

経営リスク･マネジメント

パブリック･マネジメント

異文化コミュニケーション＊

戦略的人的資源管理

コーポレート･ガバナンスと監査

ファイナンシャル･マネジメント

タックス･マネジメント

中国ビジネス

産業マネジメント特講 Ⅰ（現代ビジネス）
マネジメント特論 Ⅰ

産業と政策

産業と技術

産業と企業

産学連携マネジメント

研究開発マネジメント

国際ビジネス法

ベンチャー企業

起業機会探索

コーポレート・アントレプレナーシップ特論

イノベーション･マネジメント

知識マネジメント

知的財産管理

先端技術分析

生産管理

ビジネスにおける競争優位性特論

産業マネジメント特講 Ⅱ（MOT総論）
マネジメント特論 Ⅱ

国際企業分析＊

国際ロジスティクス＊

アジア多国籍企業＊

アジアの産業と企業＊

アジア・ビジネス戦略＊

プロジェクト・マネジメント＊

ビジネスの戦略マネジメントに関する科目群MBAベーシックス科目群 産業・技術のマネジメントに関する科目群

産業・技術のマネジメントに関する科目群

選択科目24単位以上

うち、選択必修科目4単位以上

必修科目12単位

組織マネジメント

マーケティング戦略

アカウンティング

企業財務

英語によるビジネスコミュニケーション＊

企業倫理

修了要件
修得単位　36単位以上

修業年限　2年または3年（長期履修生に限る）

インターンシッププロジェクト演習

企業価値創造とM&A＊

マネジメント･コントロール＊

ビジネスの戦略マネジメントに関する科目群

箱崎地区

病院地区

大橋地区

筑紫地区

博多駅

福岡市営地下鉄

募集内容についてはQBSホームページ・フェイスブックをご覧ください。

お問い合わせはEメールをご利用ください。

学位

アクセス
◎QBS箱崎校舎
　福岡市営地下鉄／箱崎線で箱崎九大前駅、または貝塚駅
　西鉄バス／九大前、または九大北門

◎九州大学博多駅教室
　JR博多シティ9階

募集定員
45名（１学年）

在校生の内訳（2015年4月現在）

QBS公式名称
九州大学大学院経済学府
産業マネジメント専攻（専門職大学院）

The Department of Business and Technology Management
Graduate School of Economics, Kyushu University

学費（2014年度額）

入学料

282,000円

http://qbs.kyushu-u.ac.jp
http://www.facebook.com/QBS.MBA

kakgakusei4@jimu.kyushu-u.ac.jp

年間授業料

535,800円

貝塚公園

総合運動場

野球場

法学部

中門中門

国
道
3
号
線

講義棟

●
交番

文系キャンパス

理系キャンパス

貝塚

九大前

松原 郵便局●

小松門

小松町交番前

北門北門

経済学部

教育学部 文学部

文系合同図書室

地
下
鉄
貝
塚
駅

教育学部 文学部

文系合同図書室
九大北門バス停

●2番出口

地下鉄箱崎九大前駅●
3番出口●

経営修士（専門職）
MBA： Master of Business Administration

経歴 日本人・外国人割合 男女比

社会人77人
90%

日本人79人
92%

8%

男性69人
80%

20%
外国人7人 女性17人

10%
学生9人
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