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　こんにちは。QAN会長・宣です。QANでは色々な取り組みをしていま
す。現役生の方も修了生の方も是非ご参加ください。きっと良い出会いが
ありますよ！
　さて、直近の活動報告やご案内をさせて頂きます。QANカードは是非ご
入会下さい！

①イブニングビジネススクール協賛
　九大ビジネススクール１０周年イベント「イブニングビジネススクール」が
開催され協賛させて頂きました。一般のビジネスパーソンを対象にQBSの
先生方が各担当テーマに沿って、より詳しく実践的な内容で実施されまし
た。幅広くQBSの魅力を広める事ができたイベントでした。 

②盛り上がるQBS女子会
　QBS女子会とは、QBSの女性同窓生の横のつながりだけではなく、縦
のつながりをも強めるために開催された会です。2013年2月に第1回、
2013年9月に第2回が開催され、総勢約30名の同窓生が集まりました。各
界で活躍している女性たちが活発に意見交換を行い、盛会のうちに終了
いたしました。

③必携！QANカード
　QANカードとは、2013年4月より開始されたQANメンバーの結束をより
高めるためのプレミアムカードです。QANカードは、メンバーの皆さんにとっ
ては福利厚生やビジネス展開を促進することを目的とし、また会費や会員
情報登録によりQANの安定継続的運営及び名簿管理も目的としていま
す。現在は、QAN会員であれば5,000円（初年度年会費4,000円+発行手
数料1,000円）にて、カードをBIZCOLI（福岡市中央区渡辺通2丁目1番82
号電気ビル共創館3F）にてご入手いただけます。今年度の主な特典とし
て、BIZCOLIを平日18:00～22:00、土曜日10:00～18:00に無料でご利用
できます。今後もご協力いただくとともに、新たな特典にご期待下さい。

QAN会長　宣 虎長（6期生）

在校生紹介

増本 衛さん（10期生）
所属▶ミクラトルービジョン

　ハードな学生生活も残すところあと数ヶ月です。一年目前期は
MBA基礎科目の修得に追われ、後期はその基礎を受けての応用

科目を受講しました。二年目の前期からはビジネスという枠を超え、大学院コンソーシ
アムやQRECで他大学院科目を選択し、知見を広げました。当大学の魅力は総合大
学としての懐の深さです。広い範囲に渡ってカリキュラムが準備されており、学ぶ志の
ある者の学習意欲を無限に満たしてくれます。
　また課外活動として、学生主体の組織「学生会」にて広報担当を努めました。大学
試験前の期間に、博多・北九州・熊本など各地で開催された大学説明会のサポート、
そして動画や写真撮影を通して、私個人の得意分野であるメディア活用による貢献を
実現しました。さらには、医学系学府医療経営の院生とQBSの仲間で任意団体
QBPHを結成し、医療と経営の融合を模索する勉強交流会を開くなど、今後の自らの
ビジネス展開を踏まえた活動にも積極的に取り組んでいます。

　去る７月より、FM福岡にて“イブニングビジネススクール”を開講中です。
これまでQBSは、FM福岡のMORNING JAM内で、平日朝8:50から約
10分間の“BBIQモーニングビジネススクール”を継続してきましたが、「よ
り詳しく話を聞いてみたい」「教員やパーソナリティのこはまさんに会って
みたい」といったニーズもあり、開講に至ったものです。７月から月１回の
ペースで、毎回２名の教員がそれぞれ約30分程度、専門分野に関連する
社会・経済・ビジネスについてレクチャーしています。毎回、活発な質疑応
答が行われています。

木村 有希さん（11期生）
所属▶十八銀行　福岡支店

　QBSに入って初めての講義で衝撃を受けました。自分の会社を
もっと良くしたい、地域経済に貢献したい、自分をもっと磨きたい、そ

んな志を持った仲間が沢山いて、それぞれがお互いを認め合いながらも自分の強み
を生かして議論を交わしている。ここで様々な人と出会い、自分の力を試しながら、自
分の壁を壊して変わっていくのだと思うと、久しぶりに心からわくわくしました。
　入学からあっという間に半年間が過ぎ、今は入学前の自分が考えていた自分の理
想像や、会社の理想像がどんなに浅はかだったかを思い知らされています。最終目的
をどう設定するのか、目的をどのような形で具体的なアクションに落とし込めるのか、ど
うやって実行していくのか。何度も何度も考えるその問いに、最適解を導き出すための
軸が自分の中に1つずつ積み上がっているのを実感でき、それがまた原動力へと変わ
ることで、ハードな毎日を楽しみながら過ごしています。

QBS BOOKレビュー

『チョコレートの真実』
（Bitter Chocolate ‒Investigating the dark side of the world’s most seductive sweet）
キャロル・オフ著、北村陽子訳、英治出版（2007）

　2012年4月から経済学研究院の講師として着任した閔廷媛(ミン・ジョンウォン)と申します。ビジネス・ス
クールでは、組織マネジメントを主要担当科目としており、入学直後の皆様に基礎となる経営・組織理論
を教えております。具体的には、企業の経営活動を、モチベーションやリーダーシップなど、内部資源管理
に関するミクロ観点と、提携や競争など、外部環境管理に関するマクロ観点に分け、関連経営・組織理論
を紹介し、実務に応用可能な知識提供を目指した授業を行っております。
　授業ではミクロ・マクロ観点の両方を教えておりますが、実は、私の専門分野は「マクロ組織論」という、
マクロ観点の経営・組織理論であります。従って、企業間の協力・競争など、企業と外部環境との相互作
用にフォーカスをあて、戦略的行動やパフォーマンス、生存のメカニズムを明らかにすることが、私の研究
者としての仕事であります。特に、企業の行動やパフォーマンスを、 企業間の関係性に基づいて説明する
「組織間ネットワーク理論」に興味を持っております。最近は、この理論の発展を企図した研究として、ある
特定の企業間提携関係の構造が、提携先の選択意思を阻害し、協力関係ネットワークの発展を阻害し
ている、ことを実証的に分析しております。また、不祥事を経験した他企業との提携が、当該企業の不祥
事を予防する代理学習のメカニズムに関する研究を企画しております。
　私は、経営学も「社会科学」の１つである以上、科学的に行うべきであると思っております。従って、リ
サーチ・スタイルとして、理論に基づいて仮説を樹立し、仮説を実証的に検証することで新しい発見を得
る、これらを通じて既存理論に貢献する、プロセスを実行しております。実証研究を行うには、膨大なデータ
を収集・加工する作業や、分析を何度もやり直す作業など、我慢と忍耐が必要なのです。しかし、仮説通り
の分析結果が得られ、例え小さな発見でも世の中に知られていなかったものが明らかになる時の嬉しさ
は、本当に格別なものがあります。私はまだこれからの成長を目指しており、数えられないほど自分に「ま
だまだ」を繰り返しておりますが、いつかは、既存理論への貢献を超え、新しい理論を創出することを、研
究者としての夢として持っております。　
　理論の世界は実務の世界と違うところが多くあると思います。しかし、企業同士でも最適のパートナーとは、資源両立性(compatibilities)と補
完性(complementarities)の両方を備えた相手であります。私とビジネス・スクールの皆様は、「企業経営」といった両立する素材を、「理論」と「実
務」といった補完的な観点から議論できる点で、最適のパートナーになれると信じております。これからも、楽しく、楽しく議論していきたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

閔 廷媛（組織マネジメント）

　企業が新しい市場を掘り起こす目的から、BOPビジネスや開発途上国への参入の動きが加速している。アフリカなどに出遅れた感のある
日本企業は、経済産業省と官民一体となって、貧困、医療・衛生や栄養不足の問題、雇用や教育機会の不足、社会基盤の未整備などの現地の
様々な社会的問題に対して、ビジネスを通じて解決を図る「ソーシャル・ビジネス」の手法での展開に取り組んでいる。いわば、双方にとっての
利益が模索されている。
　しかし開発途上国には、元来巨大な多国籍企業の収奪や搾取に対する根強い不信感があることは否定できない。現地の資源や生産物を法
外に安く買い付け、低賃金と劣悪な労働環境の中で労働者を雇用したり、市場システムをコントロールしたりと、今までにも多くの批判を受け
てきた。
　そのような多国籍企業の動きの中で、しばらく前に出版された『チョコレートの真実（原題: Bitter Chocolate ‒Investigating the 
dark side of the world’s most seductive sweet）』（キャロル・オフ著・北村陽子訳、2007年英治出版発行）を改めて読むと、16
世紀初頭にメキシコのアステカ帝国を征服したスペイン人コルテスに始まるチョコレートへの思いは、まさに収奪の歴史であることがわかる。
　サブタイトルにもあるように、最も愛されるスイーツのチョコレートは、植民地支配から政府の腐敗、かつての奴隷労働から今日の児童労
働、企業の陰謀や隠蔽で成立してきたことが、ジャーナリストの筆者によって明らかにされている。カカオ農園で働く人達が、チョコレートを口
にすることができない事実をどう考えられるだろうか。

星野　裕志（国際経営、国際ロジスティクス）
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　2013年の秋のICABEは村藤教授の同行のもと、中国遼寧省大連市へ訪問いたしました。
　9月23日・24日で『大連理工大学』、『東北財経大学』 の2校において、ビジネス・プランのグループディ
スカッションと両校教員・学生懇親会を、そして今回は話題のIT企業である『SoftBank PS (Dalian) 
Solution Service Co.,Ltd.』『NHN Service Technology Corp. (Dalian)』の2社と 九州発の進出企
業、昭和鉄工株式会社と現地企業との合弁企業である『大連氷山空調設備有限公司』のへ企業訪問
を行いました。
　大連市はダボス会議の直後ということもあり大変整備された近代的な街並みで、人口（総人口600
万人強）や地形（都市部から海と山が近い）から、どことなく福岡に似ている街だという印象を受けまし
た。日系企業が多く進出していることもあり、日本語教育が盛んであることから日本語を流暢に話せる
人材が大変多く、他の中国の地域と比較しても圧倒的に親日であると感じる場面がありました。
　大学交流においては、今回は「中国と日本を関連させたビジネス・アイデア」をテーマにディスカッショ
ンを行いましたが両校共に、英語と日本語の語学力に長けた学生が多くスムーズな意見交換が行われ
たため、白熱したディスカッションとなり、両国の学生において有意義な時間を過ごすことができました。
　企業訪問においては、日系企業のBPOが入力作業等の単純作業を通り越し、ある程度の意思決定
を必要とする段階までもアウトソーシングされていることは驚きでした。急速に近代化している中国は、
世界の工場から世界の巨大マーケットへと成長し、今や日本にとってなくてはならないパートナーへと
進化していることを、肌で感じることができる大変貴重な経験となりました。

光枝 仁美（10期生）、木村 有希（11期生）

第19回 ICABE学生プロジェクト〔大連訪問〕
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　特別選抜で入学されたOGの孫暁巍さん（5期生）に特別選抜入試について、メールインタビューを行いました。

１）QBSの特別選抜入試をなぜ利用したのですか？
　貿易会社を立ち上げて５年目を迎え自己流での会社運営や組織づくりに疑問や限界を感じ始めていた頃、QBSの存在
を知りました。QBSでは経営についてだけではなくアジアビジネスも学べるところに大変興味を持ち、タイミング的なこともあ
り、特別選抜入試にて受験しました。

２）特別選抜入試を受験するにあたり、特に留意したことは何ですか？
　テーマと自社との関わりを念頭に置いて課題論文を執筆しました。その作業を通じて、自社の抱えている課題や問題意
識、そして将来の展望をより明確にすることができました。

3）実際にQBSで学んでみてどうでしたか？
　先生もクラスメートも多分野の業界から集まっているので、いろいろな会社の経営手法や多くの知識を学ぶことができ、とても新鮮で、貴重な2年間でした。
また、ビジネス面でも、プライベートな面でもネットワークが広がり、つくづくQBSで学んで良かったと思っています。

4）今後のアジアビジネスでの抱負を聞かせてください。
　お互いの国の文化、歴史、商習慣を理解した上でのビジネスを今後も進めていきたいです。ビジネスを通じて、福岡を拠点に、中国を始めアジアの国々
に技術や商品などの発信を強化していきます。

QBS特別選抜入試の体験談

九州大学ビジネス・スクール［MBA課程］平成26年4月入学生　特別選抜入試のご案内
出願期間／2014年1月6日（月）～1月10日（金）
試験期日／2014年2月2日（日）
募集人数／若干名
選抜方法／書類審査・口頭試問ほか

入学試験に関するお問い合わせ先

九州大学ビジネス・スクール ニューズレター

編集発行▶ 九州大学ビジネス・スクール　　担当▶ QBS事務室　　住所▶ 〒812-8581 福岡市東区箱崎6-19-1　　電話▶ 092-642-4278
メールアドレス▶ bs@econ.kyushu-u.ac.jp　　　▶ facebook.com/QBS.MBA
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孫 暁巍（5期生） 株式会社協和通商

QBS教員紹介 QAN便り イブニングビジネススクールを開講！

◎HPから募集要項のダウンロードができます



修了生紹介

川原 範子さん（8期生）
所属▶川原範子税理士事務所

　QBSを卒業して早くも1年半が過ぎようとしています。在学中に開業した
私の事務所も11月で2周年を迎えます。

　中小企業の良きアドバイザーになりたいと考えて入学したQBSでしたが、外部環境の変
化と目の前の経営課題とをどう結び付けて解決していくのかという方法論を深く学ばせて頂
いたように思います。QBSでの学習は自分の仕事を俯瞰することが出来るという点でも、専
門職や中小企業の経営者の方には必要な体験ではないかと今改めて思っています。
　私の専門とする税制においては、現政権の打ち出した「三本の矢」戦略に基づいて大胆
な政策税制措置がとられると同時に、社会保障の安定財源の確保のために消費税の一部
改正等が行われました。刻 と々変化する世の中の課題と課題克服のために打ち出される法
律改正や政策が、机上の仕事に影響を及ぼしてきます。QBSで学んだ広い知識はこのよう
な事象を根本に立ち返って理解していくのにとても役立っています。
　2周年を迎える私の事務所ですが、主業務に加えて顧問先開拓、企画、資金繰りから掃除
まで全てを一人で行う状態で、この2年間はまさに起業の小さな実験場と化していました。今
後は人を雇用して事務所の機動力を高めて行きたいと考えています。QBSで学んだマネジメ
ントの実践と試行錯誤の日々がこれからも続いて行きそうです。

段野 陽輔さん（8期生）
所属▶株式会社ＤＡＮ 代表取締役

　QBS在学中は、ハウステンボス澤田社長をお迎えし
た「福岡産振協 創立30周年記念事業」のパネルディス

カッション、「QBS博多オフィス記念シンポジウム」と2つのコーディネーター
を任せて頂いたことが良い想い出となっています。
　現在は、国の創業補助金を活用して7月に会社を設立。他2本の補助
金を獲得し、他人がやらない分野を得意とするＩＴ企業を目指し、会社経
営一年生として頑張っています。
　また、九州の中小企業を元気にする専門家集団の一員として、来たる
11月の福岡市主催「スタートアップFUKUOKA2013」のコーディネーショ
ンで起業・創業支援を活気づけ、他方、福岡市の「就活生とIT企業を結び
付ける」事業を担当しながら、後進を育てることを実践していきます。
　在校生のみなさまは、2年間授業をこなすだけの小さな守備範囲で終
わることなく、九州の将来を担う人材となって頂くよう、先輩として心から応
援しております。

　君子は文を以て友を会し友を以て仁を輔く（論語）朋
友と出逢い、亦た楽しからずや。故に、今回の栄誉は格別
のものでした。各人の得意とする分野で高め合い、勝つ
為の戦術を整えながら、しかし冷静に。只、この点だけを
コアとして。それは、コンテスト前のワークショップで教示頂
いた、｢顧客のペイン｣を解する事です。アイデア創出に多
くの時間を費やしましたが、顧客の気持ちを推し図ること
を忘れずに、プランをまとめていきました。本選において
は、優位性についての明確な回答について、やや反省点
を残しましたが、QBSで学ぶことの意義については、明解
に掴むことが叶いました。次回も、多くの友と、この機会を
共有できる事を願います。

QBS11期生　予防医療チーム
（小川、平井、豊田、内野）

　私どもが今回「米作り支援」と「休耕地再生」によるビ
ジネスプランに取組んだきっかけは棚田米を通して日
本の原風景を後世に残したいという思いからでした。棚
田は急な傾斜地を耕し階段状になっている為生産性が
悪く、更に日本の農業が直面する高齢化により状況は
とても厳しいものでした。今回提案したこのプランを机
上のものだけでは無く、農業支援、棚田保全に役立た
せたいと思い、今後も研究を続けていきたいと考えてお
ります。
北九州市立大学大学院マネジメント研究科 久米チーム

（久米、麻生、小谷、竹田）

　西日本シティ銀行の駐在員として海外へ赴任して7年目を迎えた。銀行には様々なグローバル人材育成プログラム
があり、奨学生として大学で学ぶことも出来るようになっている。QBSの交換留学プログラムもそのひとつであり、私は
幸運にも上海交通大学へ留学する機会に恵まれた。これが後の海外赴任のきっかけとなり、まずは上海駐在員事務
所で6年間の勤務を経験した。以来、今年8月に香港駐在員事務所に移ってからも、一貫して海外での販路拡大や進
出に関する情報を提供し、お客さまの海外ビジネスをサポートする業務に携わっている。
　一口に海外進出と言っても、お客さまは進出のステージ（販路拡大、会社設立、M&Aによる事業拡大等）や業種に
よってそれぞれ異なる課題に直面しているため、サポートにあたって必要とされる知識の幅は広く、日々、新たな発見があり勉強になっている。
　香港へ赴任してからは、担当エリアが中国華南地区、香港、東南アジア諸国にまで広がった。WEBや文献等で下調べを行った後、実際に現地
へ飛んで多くの人と会い、生の情報に接することによって、お客さまの海外展開の課題を伺うとともに、これまで自分が培った経験をもとに情報提
供・情報交換を行い、課題解決のためのヒントとして頂けるように努力している。
　ここでもQBSでの経験は大いに役立っている。QBSでは、ビジネスに必要な知識を学ぶだけでなく、「知識ゼロからの挑戦」を繰り返すことで、考
える力を養うことができた。
　「知識ゼロからの挑戦」、すなわち、たとえ未知の分野であっても、限られた時間内に自分がそれまでに培った経験や人脈をフルに活用し、調査
し、プレゼンテーションに纏めるという訓練が、現在の自分の「考える提案」のバックボーンになっていると言っても過言ではない。
　今後も、QBSで培った経験や人脈を活かし、地域金融機関と地元企業がどうやって二人三脚でアジアの成長を取り込んでいけるのかを常に考
えながら、地域経済に貢献していきたい。

　2012年4月に福岡県庁から交流協会台北事務所に派遣され、台北で勤務してい
る。当協会は、台湾との間で実務関係を維持するために認定された団体で、日台間
の経済・文化・観光などの交流の促進のみならず、台湾における日本の窓口機関と
して様々な活動を積極的に行っている。私は主に日本の地方と台湾との交流の支援
を担当している。また、福岡県内企業の台湾進出に関するサポートや、台湾から九
州・福岡への観光誘客なども行っている。
　これまで民間企業と自治体で勤務してきたが、いずれも日本国内であった。QBS
でのアジア関係の講義、アジアの留学生との交流、アジアのビジネススクール訪問に
より、アジアの今後の成長と重要性を改めて認識した。アジアで実際に働き、アジアをもっと深く理解する必要があると考え、QBS修了と同時に海外
勤務を希望した。QBSで学んだことは、日々の業務の中で活かされている。
　QBSでのプロジェクト演習論文は、「海外からの観光誘客」をテーマにした。当時は、知識・経験ともに皆無であった。今では、台湾人の誘客を目
的に日本各地から訪れる多くの官民訪問団に対してブリーフィングを行うなど、観光誘客に関する知識・経験も身に付いた。
　福岡での勤務経験は僅か３年。日本各地、そして海外から福岡を見る時間が長い。経済・観光・文化交流をサポートする中で、効果的な交流の
仕方や課題を直接目にしてきた。外から福岡を見た貴重な経験、この地で体得した多様な交流ノウハウを福岡へ持ち帰り、アジアとの交流の更なる
拡大に関わっていきたいと考える。

　2013年10月11日に、南京大学の蒋（ジャン）教授、MBA教育センター・ディレクターの
李准教授、QBS修了生（6期生）の鄭君がQBSを訪問した。南京大学ビジネス・スクール
のMBA学生25-30人が、2014年2月下旬～3月初旬にかけて福岡を訪問し、QBSと交
流事業を行うため、その準備に来られたのである。交流事業にあたっては、高田准教授
と村藤、QBSを2011年度に定年退職した出頭先生に加えて、NEC顧問の岡田氏や昨
年QBSで「企業財務」を担当した古山先生が講義を行う予定になっている。また、電気
ビル共創館を訪問して福岡の企業と交流したり、他にもいくつか企業訪問を予定してい
る。また、QBS6期修了生の寺崎君に基山町の農業も紹介してもらう予定になっている。
3月1日（土）にはQBS在校生との学生との交流イベントを行い、夜には交換留学生・
QBS修了生（QAN）、QBS短期エグゼクティブの受講者も参加するパーティーを予定している。
　蒋教授は、かつて2008年度に招へい外国人研究員として来日し、QBSで「アジアビジネス戦略」を担当された教員である。また、寺崎君（6期生）
は、QBS在学中に南京大学ビジネス・スクールへ短期交換留学を経験している。このように継続的な交流の実績を活かして、アジア提携校との交流
をさらに拡大していきたい。　

村藤 功（企業財務、企業創造価値とM&A）

　今回で第3回となるQBSビジネスプラン・コンテストも、
今年から学生会に主催を任せて頂けることとなり、QBSの
同窓会組織であるQANの後援のもと、多数の企業の協
賛とご協力を頂いて、無事、開催することができました。今
回のテーマは、TPPの政府間交渉が始まるという日本の
産業が直面する新たな局面をビジネスのパラダイム・シフト
と捉え、この変化の中に事業機会を見出したいとの思いから、「TPPに挑む新しいビジネ
スの創出」といたしました。８月に学内選抜会を行い、QBSの現役生と修了生がエント
リーしたチームの中から3チームを選出し、9月の本選において、北九州市立大学大学院
マネジメント研究科からエントリーして頂いた2チームと共に、5チームによるプレゼンテー
ションを行い、最優秀賞と特別賞を選出させて頂きました。本選では武雄市図書館の革
新的な運営などで全国的にも有名な佐賀県武雄市の樋渡市長の熱い基調講演を受け
て、出場チームの熱いプレゼンテーション、そしてさらに熱い審査委員との質疑応答と、こ
のコンテストがより優れたビジネスを生み出そうとする1つのチームとなったような、とても
有意義で見応えのあるコンテストとすることができました。今回、定員の100名を超えるご
来場頂いた皆様、開催にあたり多大なるご協力とご支援を頂いた皆様に心より御礼申し
上げますとともに、私たちの大学や地域の枠を超えた活動がMBAの価値向上に微力な
がら貢献できることを願っております。

QBSビジネスプラン・コンテスト2013実行委員長
吉川 靖彦（10期生）

　QBSでは2013年度も12名の短期交換留学生をタイ・中国より迎えました。今年の交
換留学生の一人、東北大学のZhou Moさんに、留学先として日本・QBSを選んだ理由、
QBSへの期待、日本での生活で感じたことなどを綴っていただきました。

Being arrived in Japan for just one month，I had gone through a lot of challenges in 
my life, which indicates the setback, appreciate, and hardworking.
The polite culture, advanced facilities, considerate services, interactive lectures, and 
even every person around us, everything seems so novel and colorful, which is well 
worth me to explore and study.
QBS Exchange Program provides me a best way to expand my view, not only in my 
professional learning, but also opening my mind on life style and way of doing 
things. I can learn good manners, excellent thoughts and advanced knowledge from 
others with the fastest speed. Before I came to Japan, I had heard that Japanese 
employees see their companies as families, they devote themselves and being 
hardworking all the time. I wonder how they work and how can improve the 
enthusiasm so effectively. With these questions, I chose Japan and became an 
exchange student of QBS.
Because of the kindness help of the support team, I had adapted to the life here 
gradually. However, there will still be some difficulties due to the lack of Japanese 
language, such as trip, which is a good way for us to learn Japanese culture. So 
what I expect to QBS is to hold some local tour to let us know the real life in Japan. 
Now we are hardworking and catching up. I love the challenging life here in Japan, 
in Fukuoka.

Northeastern University 
 Zhou Mo

Challenging life in Japan

広がるアジアのネットワーク
アジア特集号

講演する樋渡・武雄市長

最優秀賞

特別賞

アジアで活躍するQBS修了生

QBS2013年度短期交換留学生からのメッセージ

南京大学ビジネス・スクールとの交流事業

株式会社 西日本シティ銀行　香港駐在員事務所長

福岡県庁（2012年4月より公益財団法人交流協会台北事務所）

QBSビジネスプラン・コンテスト2013を終えて

豊住 慎一さん（3期生）

木部 匡之さん（7期生）
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