Kyushu University Business School

Kyushu University Business School

News Letter
QAN便り（東京支部より）

2017年度 交換留学生のQBS来学

今年度QAN（QBS Alumni Network）東

今年度もQBSでは後学期にタイ・中国・台湾から13名の交

京支部の支部長（理事）を担当させて頂きま
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換留学生を迎えて、半年間学びを共にすることになりました。

す４期生の梅村真行（株式会社グローバルゲ

9月29日（金）にはオリエンテーション・歓迎会も行われ、QBS

イツ代表取締役会長兼CEO）です。

の学生・教職員とも打ち解けているようです。

今回２回の会合で参加の皆さんと意見交
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後学期のQBSでは英語による講義が6科目開講されてお

換をした結果、下記のような共通の認 識と

り、それぞれのクラスに交換留学生が参加することで、より活

ルールを決めさせて頂きましたのでご報告さ

発なディスカッションが行われています。交換留学生には一人

せていただきます。

支部会の役割としては、1) QAN理事会で協議や決定事項、また修了生の近況

などを関東地区の皆さんに伝える正式な窓口となること、2) 修了後の皆さんの人

脈ネッワークを繋ぐ事、3) 現役QBS生の相談役、4) 現在・過去QBSでお世話に
なった先生方および非常勤講師との窓口となること、5) 東京から最新情報を福
岡のQAN会員へ発信すること、以上を使命としています。

一人に担当のQBS学生がつくことになっており、講義はもちろ

んのこと、福岡での半年間の滞在中に素晴らしい思い出作り
が出来るよう、QBS一丸となってサポートしていきます。交換

留学生の皆さんにはQBSで沢山の学びを吸収していただきた
いと思います。

第7回QBSビジネスプラン・コンテストを開催
第７回QBSビジネスプラン・コンテスト2017が、9月2日
（土）九州大学西新プラザにて行われました。
基調講演は株式会社ミライロ代表取締役垣内様にご登壇頂き、
「バリアをバリューにした起業」
をテーマ
に、障害を価値に変える
「バリアバリュー」
のコンセプトとご自身の起業について、
また東京オリンピックなど
未来へ向けた取り組みなどの貴重なお話を頂き、会場からは大きな拍手がおこっていました。
今年のビジコンのテーマは、
「あなたの考動が未来を変える！」。今年は、QBSの３チーム、北九州市立

毎年の行事として年4回、4月・定例会（毎年転勤してきた方の歓迎会も行いま

大学ビジネススクール
（K2BS）
２チーム、SBI大学院大学1チームの計6チームによる非常に熱気あふれるコ

す）、7月・異業種交流会（QA Nメンバー以外でも参加が出来るまさに人脈づく

ンテストになり、結果はQBSとK２BSの混合チーム
「listen to the voice」
が最優秀賞に選ばれました。

り）、9月・研修会（国内外含む研修旅行、自身の仕事の紹介や悩みや問題点など

を議論し、会員同士をサポートする研修会です）、11月・忘年会の予定しておりま

総評では、
コンテストのレベルの高さにお誉めの言葉を頂き、参加チーム・実行委員共に自信を持って

す。

終わる事が出来ました。

是非、今年１１月末の忘年会に沢山の会員がご参加くださることを願っており

最後になりましたが、審査員をお引き受けいただいた皆様、
ご協賛下さった皆様、
ご来場いただいた皆

ます。詳細はQlothとFaceBookにてご案内をさせていただきますのでこれを機会

様に感謝申し上げます。

に各自がQlothとFBにご登録願います。では忘年会でお待ちしております。

ビジネスプランコンテスト実行委員長

梅村 真行（4期生）

「アジア・ビジネス戦略」担当の招へい外国人研究員
チュラロンコン大学・Somchanok先生からのメッセージ

毛利 淳一郎（14期生）

第7回QBSビジネスプラン・コンテスト最優秀チーム

First of all, I have to thank Prof. Murafuji for giving me such an honor to be a visiting professor at QBS. I had

been so thrilled and thus prepared myself by taking Japanese lessons a few months before I left Bangkok. The
course that Iʼm responsible is “Asian Business Strategy” which was designed to broaden studentsʼ vision and

perspectives in doing international business with a focus of ASEAN. As an ASEAN citizen, I can share my

research and experience with the students with deep insight. I also had an experience of being a visiting professor
and a guest lecturer in Taiwan, Indonesia, China, and Japan. My area of interest is international business both in
Somchanok Passakonjaras, Ph.D
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an academic and a practical aspect. I thus plan to learn more about Japanese culture and business practices
during my stay here.

今回はQBSビジネスプラン・コンテスト2017で最優秀賞という名誉ある賞を頂き、
ありが

チーム名 Listen to the voice
タイトル 高齢者にクリアな音声が届く世界を創る

とうございます。最優秀賞受賞チームのリーダーの小山です。
今回のビジネスプランに至ったきっかけは２つです。
１つは、熊本地震です。入学して早々
に熊本地震に遭遇し、約３カ月災害ボランティア活動を行いました。
その活動の中で緊急
時の災害放送が高齢者にとって届かず、例えば、緊急支援物資の支給などの放送音に全
く反応しない状況を目のあたりにしました。
２つは、
３月に行われた福北交流懇談会のプレ
ゼンターとの出会いです。QBSとK2BSは同じビジネススクールでありながら、特徴が異なる
ため、異なる学びを得た者同士で創りあげるビジネスプランはお互いに不足するスキルの
相互補完を行うことができ、
よりよいビジネスプランを創りあげることができました。今回のコ

在校生紹介

ンテストの受賞はきっかけにしかすぎません。
これから社会実装を進めていくため我々は活
動を続けていきます。

田中 天広さん（14期生）

小山 昭則（14期生）

呉 清源さん（15期生）

所属▶株式会社TRIPplus
QBSに入学した理由、それは創業に必要な知識を学べ、成長
できると考えたからです。
サラリーマンを辞め、
経営者になるにあ
たり、
自身に足りていない分野に対する不安が大きくありました。
そんなときQBS修了生の話を聞き、
その不安を拭い成長できると確信しました。
入学して1年半、各分野の専門家である先生方の講義を通して、新たな知識や考
え方を知るとともに、自身の経験を振り返り、論理的に整理する機会に恵まれてい
ます。
また2年次前期には、海外提携校への留学制度を利用し、北京に留学しました。
半年間の滞在で中国市場を直接肌で感じ、分析したことが、現在自身の事業であ
る中華圏ビジネスにも活かせています。
QBSの学生は年齢も仕事も出身地も違います。思考も将来の目標もそれぞれで
す。ただ共通しているのは、目標に向かって成長するという熱い思いです。一緒に、
QBSで自身の成長にチャレンジしてみませんか。
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QBS在校生の呉です。母国の中国へ帰国する度に周りの友人
から
「日本でMBA、
QBSでMBAを勉強するのはどんな感じ？」
と
聞かれます。私はいつもQBSが様々なことを挑戦できるビジネ
ス・スクールであると回答しています。そして、QBSで習得した新しい知識やノウハ
ウを駆使しながら、実際にそれを職場でそのまま使う事が出来ることに非常に達
成感を感じています。また、QBSにはいろいろな背景や国籍を持っている素晴らし
い人材がそろっているので、考え方やアイデアやノウハウなどは実に多彩で合理的
でもあります。
２年間そういった環境の中でみっちり勉強していきますので、
柔軟な頭を鍛え上
げることが出来ると、
とても楽しみにしてしますし、
仲間たちと切磋琢磨しながらと
もに成長していくWin-Winの環境も非常に優れていると思います。
これからも自分の夢に向かって充実した日々過ごしていきたいと思います。

●九州大学ビジネス・スクールに関するお問い合わせ
〒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
ホームページ http://qbs.kyushu-u.ac.jp/
facebook.com/QBS.MBA

特別選抜入試および法人説明会のご案内
日

時 ： 平成29年11月10日（金）18:30〜20:00

会

場 ： JR博多シティ10階

内

容 ： 変革をリードし新たな事業価値を創造する組織内人材育成の重要性について、修了生による座談会等

小会議室G+H（福岡市博多区博多駅中央街1-1）

参加申込 ： 参加ご希望の方は、所属団体・法人名、参加者氏名、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
にてお申し込みください。

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

九州大学ビジネス・スクール［MBA課程］
平成30年4月入学生

特別選抜入試

出願期間／2017年12月19日（火）〜12月26日（火） 入学試験に関するお問い合わせ先
試験期日／2018年1月28日（日）
〒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
募集人員／若干名
TEL▶ 092-642-4167 E-mail▶ kakgakusei4@jimu.kyushu-u.ac.jp
選抜方法／書類審査・口頭試問ほか
ホームページ▶ http://qbs.kyushu-u.ac.jp/
◎HPから募集要項のダウンロードができます
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ICABE学生交流プロジェクト

今回のICABEは、教員含め総勢17名、9月22日〜25日（3泊4日）の日程でフィリピン（マニラ）

『成長志向のMBA＠福岡2017』を開催しました！
去る5月中旬から約2ヶ月に渡って、日経ビジネススクール（NBS）と共同で『成長志向のMBA＠福岡2017』を開講しました。平日夜間に全７回

を訪問しました。訪問先のアテネオ・デ・マニラ大学（ＡＧＳＢ）の教授や学生リーダーによる準

（各2時間）という構成でしたが、昨年の1.5倍の受講者を得て盛況のうちに終了しました。

ものになりました。

（ゲスト講師：
（株）ユーグレナ

備段階からの積極的なサポートと滞在中の手厚いおもてなしを受け、ツアー自体大変充実した
２日目は、日系企業及び現地企業の企業訪問へ。2社とも工場見学ができたことで理解が一

層深まるとともに、説明会においては現地の流通状況や税制などのフィリピンのビジネス環境
を把握することができました。

３日目はＡＧＳＢでの交流が中心に。ワークショップでは４グループに分かれ、
「自然災害と

IT」というテーマで議論を行いました。それぞれが違う観点からアイデアを披露するなど、非常

各回の講義では、
「差別化戦略を掘り下げる（目代）」、
「開発途上国市場への参入（星野）」、
「ユヌス・ソーシャルビジネスと緑豆プロジェクト

佐竹氏）」、
「製品を成長に導くマーケティング（岩下）」、
「コーポレート・ガバナンス（岩崎）」、
「新たな事業創造を

ビジネスモデルから読み解く（高田）」、
「イノベーションと地域経済の成長（永田）」をテーマにレクチャーとディスカッションが織り交ぜられ、活

発な学びの場となっていました。受講者からは「実務のなかで漠然と行っていることについて、理論的な裏付けが得られた」、
「QBSに入学してさ
らに学んでみたい」といった声も寄せられました。

QBSでは、このような学びの入り口となる機会を今後も提供して参ります。

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）

に盛り上がったワークショップとなりました。

フィリピンは英語教育が定着していることもあり、多くの学生が流暢に英語を使いこなして

います。それを目の当たりにし、もっと英語学習に力を入れたいと感じた参加者も多かったよう

です。加えて、彼らは常に笑顔で、明るく、何事にもポジティブで、見習うべき点が多いと感じま
した。ツアー全体を通してＡＧＳＢと交流する時間が多く、このことをきっかけに、両校との間に
より強固な関係が築けること、彼らと再び会えることを願いながらフィリピンを後にしました。

綾部 博之、内山 貴博（14期生）

九州大学×みぞえグループ イブニングビジネススクール好評開催中です！
平日朝OAされているラジオ番組「QTPROモーニングビジネススクール」のライ

ブ版「九州大学×みぞえグループ イブニングビジネススクール」は今年で5年目を

迎え、QBSの秋のイベントとして定着して参りました。通常のラジオ番組の内容をよ
り深く、更にライブで学べるとあって、毎年参加者の皆様からは好評をいただいて
おります。

今年度の第1回目となる9/15（ 金）のイブニングビジネススクールでは岩﨑教授

「松下幸之助の哲学から学ぶ人生哲学・経営哲学」
・永田教授「行動経済学入門−
自滅を避ける選択肢」が開講され、申込開始早々に満席札止めとなる盛況ぶりでし
た。

今後のイブニングビジネススクールは10/20（金）目代准教授「自然災害への備え

タイ国・チュラロンコン大学ビジネススクールがQBSを訪問

と復旧〜サプライチェーンのリスクマネジメント〜」
・村藤教授「国民として損をしな

9月20日、九州大学の提携校であるチュラロンコン大学ビジネススクール

12/15（金）岩下講師、星野教授（11月/12月開催分はテーマ未定）による講義の予

いために〜日銀保有国債の財投スワップ〜」、11/24（ 金）鈴木教 授、高田教 授・

（CBS）
がQBSを訪問しました。CBSからは毎年、短期交換留学生がQBSで学ん

定です。詳細については、エフエム福岡のHPまたは、QBSのHP・公式Facebookを

でおり、QBSも海外スタディツアーで定期的にチュラロンコン大学を訪問するなど、
活発な交流が続いています。

今回、CBSからは12名の学生に加え、Siri-on先生とNuttapol先生が参加しま

した。Nuttapol先生は、2012年に外国人招へい研究員としてQBSで「アジア・ビ
ジネス戦略」
を教えられています。

セミナーでは、村藤教授が「Corporate Finance」、
目代准教授が「Managing

Supply Chain Disruption」
と題したレクチャーを実施。
その後、QBSの有志6名が

参加して、14期生の内山貴博さんのリードのもと学生ワークショップを行いまし

た。
テーマは、
「熊本市内の空き地を活用した熊本地震復興案の検討」
で、CBS
学生とQBS学生で3つの混成チームを

形成し、2時間にわたり英語で熱のこ

もった議論が交わされました。セミナー
終了後には、平松教授も参加して博多

駅近くのレストランで歓迎会を開催し、
両校の親交をさらに深める機会となりま

した。

目代 武史（生産管理、企業戦略）

ご覧下さい。

修了生紹介
大和 建太さん（11期生）

佐々木 彩さん（12期生）

所属 九州大学大学院経済学研究院 特任准教授

所属▶株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ

▶

2年前にQBSを修了し、現在は九州大学経済学研究院に所属
し、来年春に大学発ベンチャーを立ち上げる準備をしています。
15年間会社員を勤めたのち一度起業した経験がありますが、
その時は事前準備を怠り、経営も立ち行かず、2年で休業せざるを得ませんでした。
いつかもう一度トライしたいと考え、QBSへ入学したのはその準備と起業のタネを求
めてでした。QBSでは
「産学連携マネジメント」
の講義に出会えたことが人生を変え
る機会になりました。
この講義は大学で生み出された知財の世間への普及をテーマ
とし、
その一つの手法として大学発ベンチャーがありました。講義ではリアルな知財を
用いて市場への創出を検討します。
この学びを得たプロジェクト演習論文で九大
シーズを利用したビジネスプランを作成し、修了後ベンチャーを立上げる為の予算
（JST Startプログラム）
を3年間獲得し現在に至っています。
来年春にはベンチャーを立ち上げる予定で、
ベンチャーキャピタルと今後の計画
も詰めており、
あとは実行あるのみです。QBS入学前には予想出来なかった大きな
果実を実らせられるように頑張って行きたいと思います。

QBSを修了して、早いもので２年が経ちました。現在は、
ベン

チャーキャピタルで投資業務、大学発ベンチャーの振興、ベン
チャービジネス支援に取り組んでいます。

QBSでは、体系的な経営に関する知識や、
アントレプレナーシップについて学ぶこ

とが出来るのですが、先生方からご教示頂くことの中で、何よりも自身の学びを深め
たことは
「自分の意思決定のポリシーを磨きなさい」
「自分の課題意識の深淵から湧

き出るプロジェクトに取り組みなさい」
というお教えでした。

世界が変わって見えるとはこのことで、
そうした視座でビジネスのみならず人生に

向かい合った時、
自ずと、限られた自身のリソースを最大化する方策をとるにはどう

したらいいか？と自問自答を繰り返すことになります。
すると、周囲の方への感謝が自
然と湧き、
１人では叶えられないビジョンに対して、一緒にアプローチしていく仲間が

出来ました。
これからも、課題解決型のプロジェクトに参画し、QBSで得られたことを
社会にお返しして行きたいと思っています。

