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在校生紹介

山本 真理子さん（13期生）

　QBS入学時、私はJR西日本の連結決算の一翼として、四半期
決算や中長期計画などに携わっておりました。１年後の現在、某
IT企業の日本法人に在籍し、福岡のゲーム会社に出向しており

ます。
　今後は管理会計・資金管理を担う立場として、必要な情報を的確にまとめられ
るよう、さらなる学びが必要となりますが、QBSには優秀な方が多数いらっしゃる
為、客観的に自身の能力不足を知ることができ、学習の必要性に気づかされてお
ります。また昨年は、九大祭にQBSとして参加させていただき、現在はビジネスプ
ラン・コンテスト実行委員会にて貴重な経験をさせていただいております。
　これからの１年間は、プロジェクト演習、経済や財務など、私が最も必要と感じ
ている分野を中心に履修したいと思います。さらに、総合大学の強みである「専門
職大学院コンソーシアム」の相互履修にて、心理学などの専門性の高い講義も受
講し、多くの知識を得ることが楽しみです。

下田 恭平さん（13期生）
所属▶日本オラクル株式会社

　私は営業職として、日々の提案活動に限界を感じたことから
QBSへの入学を決意しました。現在、経営管理に関するシステム
の提案営業に従事しております。

　入学してからの１年間は、先生方に多種多様なビジネス分野のことを学びなが
ら、様々な業界の優秀な先輩方や同級生からもポジティブな影響をうけ続けてい
ます。QBSで学んだビジネスの体系的な知識は実務に直結し、業務へ対する意識
も大きく変わることを実感する時間でもあります。
　QBSではICABEというイベントを通じて海外のMBA学生や現地の企業への訪
問を行い国際的な視点を育むプログラムも用意されています。直近では上海、台湾
へ訪問しています。文化の異なる学生との交流で、彼らの意識の高さを肌で感じ、
新たな気付きを得ることができ、固定観念も壊れつつあります。
　残り１年ですが、QBSに関わる皆様に感謝しつつ、次ステップに繋がる一年間
にできるよう日々の努力を続けたいと思います。

　去る４月９日（土）にQBS14回目となる入学式が、九州大学中央図
書館視聴覚ホールにて行われました。新入生53名を迎え、今年度の
QBSは102名の学生が在籍することになりました。当日は入学式に
続くガイダンスを含め、３時間超の長丁場となりましたが、新入生の
皆さんはQBSでの新たな出会いで、ますます自分を高めて行くこと
と思います。

　５月21日（土）ホテルセントラーザ博
多に於きまして、QAN総会が開催され、
１期から13期の現役生と先生方の総勢
82名の皆様のご参加をいただきました。
QAN創設10周年ということもあり、ご退
官された永池先生・小西先生・出頭先生
にも総会に参加していただき、スピーチ
をいただきました。懇親会では修了生そ
れぞれの旧交を温めていただきました。
仲前前会長（９期生）は今期を以ってご
退任され、寺松一寿新会長（４期生）が
新たに選出されました。
　総会では、QBS・QANの現役生・修了生のデーターベースの構築
によるネットワークシステムを創設し、情報の質と量を高めていくこ
と、ビジネスプラン・コンテストや各種勉強会の継続的開催などの
現在の事業に加えて、その年の事業の成長や発展に努力し、社会
貢献に寄与した方々を表彰するQBSアワードの創設を検討していく
ことなどが決定されました。
　寺松新会長の元、今後のQANの活動が今まで以上に活性化さ
れることが期待されます。QAN総会を来年も各期同期会の場に活
用していただけることを期待し、毎月のQANの活動にも数多く参加

していただき、それぞ
れの社会活動のお役
に立てていただきたい
と感じた総会でした。
みなさんありがとうご
ざいました。
日高 美治（９期生）

昨年の大学説明会の様子
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着任のご挨拶

14期生53名が入学

QAN（QBS Alumni Network）の
総会が開催されました！

　九州大学ビジネス・スクール（QBS）では、平成29年４月入学希望者のための大学説明
会・オープンキャンパスを下記の通り開催いたします。各会場ではQBSの概要説明の他、
教員による「模擬講義」や、「学生の声を聞く」と題して修了生・在校生の体験談を直接聞く
ことの出来るプログラムをご準備いたしております。また、９月１０日（土）のオープンキャンパ
スでは、永田晃也教授による講演「なぜQBSで経営学を学ぶのか」で、経営学を学ぶ意義
を聞いていただいた後に、その理論を実務にどのように活かしていくのかを、岩下講師の
模擬講義「マーケティング戦略」で学んでいただく内容となっております。
　この機会に是非QBSでの学びを体験してみませんか。皆様のご参加を心よりお待ちい
たしております。

■大学説明会（福岡）
　日時：8月3日（水） 19：00～21：15
　場所：JR博多シティ10階　大会議室
　模擬講義：星野 裕志 教授「国際経営」

■大学説明会（熊本）
　日時：8月22日（月） 19：00～21：00
　場所：くまもと県民交流館パレア　会議室7
　模擬講義：目代 武史 准教授「企業戦略」

■オープンキャンパス（箱崎）
　日時：9月10日（土） 17：00～19：30
　場所：九州大学箱崎キャンパス・経済学部棟2階　209講義室
　講　　演：永田 晃也 教授「なぜQBSで経営学を学ぶのか」
　模擬講義：岩下 仁 講師「マーケティング戦略」

　参加ご希望の方は、参加希望説明会名・氏名（ふりがな）、連絡先（自宅または勤務先
住所）、電話番号、メールアドレスをご記入の上、ビジネス・スクール支援室にE-Mailまたは
ファックスにてお申し込み下さい。

九州大学ビジネス・スクール支援室
E-Mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp　ファックス：092-642-4336

目代 武史
（生産管理、企業戦略）

　今年度から「生産管理」と「企業戦略」を担
当することになりました目代です。
　生産管理は、世界的に見ても日本が世界を
リードしている領域です。欧米のテキストでも
Kaizen（改善）やKanban（かんばん）、Heijunka
（平準化）といった用語はそのまま英語化されて
います。一方、現場のものづくり競争力に比べ、
企業戦略の領域では、日本は学術面でも実務
面でも必ずしも世界トップレベルとは言いがた
い状況にあります。QBSでは、日本の強みを活
かす企業戦略はいかにあるべきか、実務経験
豊富な学生の皆さんとともに知恵を絞っていき
たいと考えています。
　研究面では、自動車産業を中心に製品開発
戦略や生産管理、サプライチェーン最適化の問
題に取り組んでいます。国内調査はもちろん、
中国、韓国、ASEAN、欧州、メキシコなど海外
調査も毎年行っています。新興国を訪れるた
び、現地工場の追い上げを感じ、危機感を募ら
せています。一研究者として、生産現場の生産
性改善、企業戦略や産業政策の立案に微力な
がら貢献していきたいと考えています。

もくだい

九州大学ビジネス・スクール＜MBA課程＞
平成29年４月入学生（15期生）募集のお知らせ
出願期間/平成28年9月23日（金）～9月30日（金）
募集人員/45名
選抜方法/書類審査（第1次試験）・口頭試問ほか
第2次試験期日/平成28年11月5日（土）・6日（日）

■入学試験に関するお問い合わせ先
〒812-8581 福岡市東区箱崎6-19-1 
　　　　　九州大学貝塚地区事務部教務課学生第四係
TEL▶092-642-4167　E-MAIL▶kakgakusei4@jimu.kyushu-u.ac.jp
ホームページ▶http://qbs.kyushu-u.ac.jp/　
ホームページから募集要項のダウンロードができます。

客員教授・曹勇先生のメッセージ
  It is a great honor for me to be given this 
opportunity to come to the Graduate School 
of Economic of Kyushu University as a visiting 
professor. I would like to sincerely thank Dean 
& Prof Akinori Isogai,  Department head & 
Prof Megumi Takata, and Prof Nagata Akiya 
for inviting me to teach in QBS. 
  About 10 years ago, I had been studying 

and working at the Tohoku University in Sendai for 9 years, 
where I obtained my Ph.D. in Business Administration, and I 
had the honor of being an associate professor for 4 years. This 
time is also very lucky that I have the opportunity to come to a 
new city Fukuoka. I have a deep impression on both Fukuoka 
and Sendai, that they are very beautiful, friendly and full of 
vigorous. I am very happy that Japan has become my second 
hometown.

About the course for QBS program, after the discussion with 
professor Nagata, I decided to focus on the transformation of 
Chinese industry innovation policy and its influence on the 
enterprise business strategy, especially on the current 
situation and some of the hot issues about Chinese 
enterprise’s R & D innovation strategy and IP management. I 
hope this course can be helpful to those who want to find out 
the reasons for the rapid growth of China’s economy, as well 
as the Chinese government’s industry innovation policy and 
business strategy. 

CAO Yong, PhD and Professor
Huazhong University of Science and Technology, China



修了生紹介

池見 直俊さん（10期生）
所属▶九州大学理学部等事務部

　「一緒に働く人たちを幸せにしたい」、それがQBSに入学した
きっかけでした。働くことが楽しみに変わるための手法を学んでみ
たいと思ったのです。

　QBSはその希望を満たしてくれました。QBSにはファイナンスやマーケティングと
いった企業寄りの科目だけでなく、組織論のようなどの業種にも役立つ科目もありま
す。私はその中でも『知識マネジメント』という科目がお気に入りでした。この科目は
「自分の知識をどのように人と共有するか」ということに主眼を置いており、この科目
で学んだことはどれも目からウロコでした。また、プロジェクト演習論文の研究テーマ
も知識マネジメントに関連したものをとりあげましたが、これがとても面白かったの
で、今でも働きながらその研究を続けています。
　QBS入学後、あらゆる場で「池見さんと一緒に仕事をして勉強になった」と言って
くれる人がいたことは、うまく知識が共有されたことの証明であり、今後も多くの人が
満足を得られる職場環境をつくりたいという原動力になっています。

花田 絢子さん（８期生）
所属▶Chime Language School

　「学び」という目に見えないものにどう価値を見出すか、これは
在学前からずっと追求しているテーマでもあります。
　QBSに入って面白いのは、クラスメイトが本当に多種多様であ

ること、皆何かしら志を持って学んでいてお互いに刺激し合えること、各期（学年）を
越えた付き合いがあること。
　在学中は上海の復旦大学へ半年間の交換留学、ICABEという活動でシンガ
ポールの大学や企業を訪問、その他クラスメイトの留学生達や毎年QBSに学びに
来る交換留学生達など海外と交流する機会も多く得られ、これらを通し世界中に友
人ができ、非常に貴重な財産をいただいたと思っております。
　在学中に自分のスクールをスタートし、私自身も教師として教えつつ、手探りなが
ら現在までやってきております。QBSの先生方、友人たちとは修了後もビジネスにつ
いて大小様々な部分で相談にのってもらっており、感謝しております。特殊な経歴を
生かし、最近は自分のスクールだけでなく、多国籍企業や在福岡政府機関等ともお
仕事をさせていただいており、日 「々学び」とはと考えながらチャレンジし続ける毎日
です。

　去る５月11日に、伊都キャンパス椎木講堂において、平成28年度
の九州大学開学記念式典が開催され、久保千春総長より本学の教
育、研究、社会連携及び国際交流の発展に貢献した団体として、九
州通信ネットワーク株式会社（QTNet）秋吉廣行社長に、感謝状が
贈呈されました。
　同社は、2006年より毎朝「BBIQモーニングビジネススクール」の
スポンサーとして、QBS教員の研究やQBSの教育内容をラジオを

通じて発信する機会
をご提供いただき、
QBSの知名度の向上
や地元での認知に大
きく貢献していただ
いきました。
　当初は、九州朝日
放送で開始された放
送は、その後CROSS 

九州通信ネットワーク株式会社（QTNet）に感謝状を贈呈

　この度、待望の書籍が発売
される運びとなりました。タイ
トルは九州大学ビジネス・ス
クール編『新たな事業価値の
創造』です。QBS教員が「新
たな事業価値創造」をテーマ
に、ビジネスを変革に導く10
の視点を説明しております。
本書は全てのQBS専任教員
が参画した、設立以来初の
書籍です。
　QBS在校生・修了生を始め
として、進学希望者、独立な

いし社内起業家を目指すビジネスパーソン、経営に関心のある学
部学生など、様々な読者層に読んでいただける内容です（表）。
　既存のMBA関連書籍との違いは、基礎的内容や科目説明は敢
えて省略し、QBS教員独自の視点や考察が展開されている点です。
つまり、教科書的な体裁ではなく、各教員が現在取り組む最先端
の研究が豊富な図表や例とともに紹介されております。内容は発展

九州大学ビジネス・スクール編『新たな事業価値の創造』が出版されます
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FMを経て、現在はエ
フエム福岡の人気番
組『Morning Jam』の
中で、毎朝平日８時50
分から約９分間放送
されており、北部九州
だけでなく、ポッドキャ
ストを通じて首都圏や
海外のリスナーにも、定期的に聞かれていることが確認されていま
す。また、この放送を聞いて、QBSに入学した学生もいるようです。
　国内のビジネススクールとして、唯一メディアに定期的な時間を確
保して情報を発信することは、QBSの大きな特色となっており、大学
基準協会の認証評価においても高く評価されています。QBSを10
年間にわたってご支援いただいたことについて、九州通信ネットワー
ク株式会社と秋吉社長に、心から感謝申し上げます。

星野 裕志（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（QBS）は昨年に引き続き今年も５月
から７月まで日本経済新聞社と共同で、「成長志向のMBA＠福岡 
2016」をJR博多シティ会議室で行っています。
　今年の全７講座は「グローバル経営」「ビジネスモデル」「M&A」
「アジアの産業と企業」「マーケティング」「ファミリービジネス」「イノ
ベーションマネジメント」の各領域となっており、最新の理論やフ
レームワーク、招聘ゲストによる実務的展開を学ぶことができる

九州大学（QBS）MBA×日経ビジネススクールPresents「成長志向のMBA＠福岡 2016」開催！

的ですが、まず各領域に興味を持っていただいた上で、積極的に基
礎を学んでいただきたいという想いが込められています。
　本書を通して、履修科目を深く学んだり、リカレント聴講の参考に
されてはいかがでしょうか。もちろん、実務に積極的に活用していた
だくことも十分に可能です。発売日は７月15日となっております。店
頭で見かけた際は、ぜひ手に取ってみてください。新しい世界が拡
がることでしょう。

寺﨑 新一郎（ビジネス統計）

　　　　　　　内　　容

長期的収益の実現と戦略的柔軟性
開発途上国市場への参入の模索
エマージング・マーケットのニューフロンティア
ハイプ・サイクルと双曲割引
大学発技術の商業化手法と「教育モデル」
マーケティングにおける市場志向の重要性
経営理念と理念経営
株主にとっての企業価値と新たな価値の創造
企業価値創造
経営学におけるミックス法

著 者

目代　武史
星野　裕志
朱　　　穎
永田　晃也
高田　　仁
岩下　　仁
岩﨑　　勇
平松　　拓
村藤　　功
寺﨑新一郎
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コースとなっています。
QBSでは今後もこう
いった社会連携事業
を継続し、地元・九州
への貢献を続けてい
きたいと思います。

右から、秋吉社長、久保総長、星野教授

　去る５月５・６日に、ベトナム・ハノイで開催されたAAPBSアカデ
ミック・カンファレンスに出席し、アジアのビジネススクールの幹部
と情報交換を行いました。
　AAPBS（Association of Asia-Pacific Business Schools）は、ア
ジアのビジネススクールの多くが加盟する団体で、ビジネススクー
ルにおける教育や組織運営のあり方について、会員間の情報交換
やセミナー等の機会を提供し合っています。今回ハノイで開催され
たアカデミック・カンファレンスでは、各国のビジネススクールが抱
える課題や将来展望について、プレゼンテーターによる話題提供と
会場を含めた活発なディスカッションが行われました。また、１）
ケースセンター、２）相互連携とインターンシップ、３）連携カリキュラ

ムと共同研究、４）メンバーシップの各テーマに分かれて、ワーキン
グ・グループで議論が行われました。
　アジアにおけるビジネススクールは、欧米に比べて歴史が浅い分
だけ、各国／スクールとも各々に特有の環境下で試行錯誤を重ねな
がら、産業界や社会の期待に応えようとしています。本カンファレン
スでは、たいへんフレンドリーで気さくな雰囲気のなかで、各国の主
要なビジネススクールの幹部と、相互交流に向けた下地作りや課題
の共有などの情報交換ができ、大変有意義でした。
　QBSは、AAPBSのインフラを活用し、今後のアジア各国の提携
校の交流基盤強化を進める予定です。
高田 仁（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）

AAPBSアカデミック・カンファレンス＠ハノイ

　2016年春のICABEは、高田専攻長、平松教授、寺﨑助教の引率
で、在学生・修了生11名とともにICABEでは初となる台湾を訪問し
ました。
　大学交流では台北の国立政治大学商学院を訪問し、日台混成
チームによるビジネスプラン・コンテストを行いました。平日昼間の
訪問ということもあり、台湾側の参加者は留学生が大部分だったの
ですが、その多くがラテンアメリカ諸国の出身でした。台湾と国交が
ある国は世界に20あまりしかなく、国際社会での影響力維持のた
めに中米をはじめそのような国々の学生に奨学金を出しているとの
ことで、思わぬところで台湾の現状の一端を垣間見ることになりま
した。
　企業訪問ではまず、先頃開設されたばかりの福岡銀行の駐在員
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事務所を訪問し、現地日系企業の動向や、九州経済と台湾との関係
についてお伺いしました。そして、アジアのシリコンバレーと称される
新竹科学工業園区にある半導体設計会社の偉詮電子（Weltrend 
Semiconductor）では、同社製品の特長や台湾の半導体産業の強
み、中国との関係など、同社CEOと直接ディスカッションすることが
できました。その後、半導体の検査工程も見せていただきました。新
竹では日本の産総研に相当する研究機関、工業技術研究院
（ITRI）も訪問し、台湾の産業技術の発展の歴史や今後の戦略に
関する説明を受けました。
　台湾は非常に親日的な土地柄で、行く先々で歓迎されました。テ
レビや街角でも、日本の文化や情報が生活レベルの深くにまで入り
込んでおり、そのつながりの強さを改めて実感する今回の旅でした。

荒木 憲（13期生）


