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在校生紹介

伊藤 実希子さん（11期生）
所属▶株式会社西部技研

　「新たな自分を作るための2年間にする」
　入学を志願した際、研究計画書の志望理由で掲げた言葉で
す。2年前に期待と不安を抱えながらQBSを受験したことが、つい

この間のことのように感じられます。“自信をつけたい”“会社へ貢献できる人材になり
たい”“新しい繋がりを築きたい”という思いを胸に入学し、これまでの濃密な時間を
経て、少しずつその目標に近づきつつあると感じられるようになりました。
　QBSで得られる新たな知識は、実践的で実務に活かせることはもちろん、業務や
組織への理解を深めることができ、仕事への意欲が高まるという結果にも繋がって
おります。また、講義やゼミ以外の活動によって得られる知見も多くあり、こうした学
びや様々な方 と々の交流が、自分の中に自信を蓄積させる要因になっていると感じ
ております。QBSでの学生生活も残り僅かとなりました。この貴重な時間を最大限活
用し、今後の糧となる経験を少しでも多く得られるよう、残りの時間も精一杯走り抜
けたいと思います。

毛霖松さん（11期生）

　私は中国の大学を卒業して、日本の商品を中国に輸出する貿易
会社を起業しましたが、一年半後に倒産してしまいました。そこで自
分のビジネスに対する知識の不足を感じ、再度中日の間で貿易会

社を起業したいと思い、QBSに応募しました。
　入学するまではずっと日本人と一緒に働いていたので、日本語の障壁は特にありま
せんでしたが、日本の企業等は知らなくて苦労しました。QBSで勉強するにつれ、様々
な知識を学び、“当時、自分はこうすれば良かったのに”と後悔することが沢山ありまし
た。一番勉強になったのは、知識だけではなく、ほぼ全員が社会人であるクラスメイト
と一緒に、ある課題に向かって、情報を集め、分析し、最後にプレゼンやレポートにまと
めるプロセスです。
　ビジネススクールでは、知識と能力の向上は勿論大事ですが、人脈作りもかなり大
切です。QBSでの仲間の強い繋がりが将来の仕事にも生かせるに違いないと考えて
います。QBSでの生活は私にとって成長著しい、楽しい一年半でした。これからの最後
の半年も、後悔なく頑張りたいと思います。

　QBSでは、2014年度も10名の短期交換留学生を中国・タイより迎えました。
　皆さん、とても気さくな方ばかりです。
　入学式後と10月初旬に開催された留学生歓迎会を機に、QBSの11期・12
期のメンバーとは、すでに溶け込んでおり、授業においても積極的に発言し、
とても良いチームワークが築けていると感じます。
　また、彼らが、我々のクラスにジョインしていただいたおかげで、後期の授業
は前期の授業に比べ、より活発になったように感じますし、何より、クラス全体
が明るく華やかになったように思います。
　歓迎会では、全員英語でのコミュニケーションにチャレンジし、撃沈したメ
ンバーもチラホラいましたが、お互いにフォローしながら、ビジネスや夢や留学
や学校生活における目的、趣味や特技、プライベートな話など、それぞれ、友
情を育み、相互理解を深めていました。
　今後、半年間、彼らがそれぞれの国に戻るまでの間、ここQBSで出会ったメ
ンバーと永続的な付き合いができるよ
う、クラスでの関わりはもちろんのこ
と、それ以外でも、積極的に関わり、彼
らのQBSでの思い出が、輝かしい思
い出となるよう、メンバー一丸となっ
て、おもてなしをしたいとおもいます。

大井 忠賢(12期生）

Hello, everyone! I am glad to be given a chance to teach here as a visiting professor of QBS Exchange Program. I come 
from Dongbei University of Finance and Economics, China. Although I have been Japan just two weeks, all I have seen 
here do leave me a deep impression. Wherever I go, I can find the clean city, the friendly people and especially the 
considerate services. All these make me feel quite relax.
QBS Exchange Program provides a good way to broaden the students’ knowlege and vision internationally. My University 
shares many same characteristics with Kyushu University Business School. Both of them have a refreshing and scholarly 
atmosphere and provide the student the enough space to obtain further enrichment. 

　QANでは、会員（ＱＢＳ修了生）を中心としたネットワーク作りを通じてQBS
の価値向上に貢献するべく、様々な活動に取り組んでいます。以下に、本年度
の主な活動についてご紹介いたします。

①総会の開催
去る5月17日にBIZCOLIにて総会を開催し、役員体制や今年度の計画等
を確認いたしました。総会に先立ち、「マレーシア国民大学Women’s 
Leadership Center」の研究者の皆さまを迎えたワークショップを開催し活
発な意見交換を行った他、元QBS教授の小西龍治先生より「現代の社会
情勢と修了生へのメッセージ」と題して熱くご講義いただきました。
②バーベキュー大会
8月30日に、九州大学箱崎キャンパスにおいて、QBS・QAN合同のBBQを
行いました。1期から12期まで家族も含め50名以上が参加し、QAN会長の
体を張った（？）余興などもあり、大いに盛り上がりました。
③クリスマスパーティー
12月6日には、天神テルラホールにおいて恒例の「クリスマスパーティー」を開
催予定としております。QBSネットワークの充実に向け、多くの方にご参加頂
けますよう、お願いいたします！

　他にも、QANカードの運営、ビジネスプランコンテストへの協力活動や東京
支部活動等を行っている他、QANとマレーシア国民大学で活動基本合意契
約を行い、来年3月にはマレーシア国民大学へ有志によるスタディツアーも予
定しています。
　今後も、QAN活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

小栗 康生（５期生）
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　2014年秋のICBAEは9月20日（土）から3泊4日の行程で、平松教授、村藤教授
引率のもと、中国・杭州、上海へ行きました。
　杭州では浙江大学を訪問し、同大学のMBA学生と共同でビジネスプランを練
り上げるワークを行いました。浙江大学はQBSとの提携校にあたるため、2013年度
後期にQBSへ交換留学に来ていた学生が中心となり、ワーク以外にも懇親会を中
心に手厚いおもてなしをして頂きました。彼らはQBSにわずか半年という在籍でし
たが、このおもてなしが充実したQBS生活を送っていた事をうかがわせるものでし
た。また、浙江がネットオークションサイト「アリババ」本社の地である事と、訪問直前
にニューヨーク証券取引所へ上場した事から、浙江大学の学生によるビジネスプラ
ンも新興ネット企業を意識したものが多かったように感じました。
　企業訪問においては、現地企業である「ENJOYOR」と、日系企業である「みず
ほ銀行(中国)有限公司」、「安川電機(中国)有限公司」「東陶華東有限公司」を訪
問しました。特に日系企業の皆様が口にされていたことは、中国のGDP成長にあ
わせて現地労働者の賃金も毎年10%以上上昇しているとの事。また、合わせて更
に高い賃金を求めて離職率も高くなっている点を言及されていました。物価水準
の上昇も激しい事から、今後は世界の工場は中国からさらに別の発展途上国へ
移るだろうな、と身をもって感じる貴重な経験となりました。

岩中 浩二（12期生）

　私は2年生の前期に中国・大連の東北財経大学に交換留学しました。九州大学から東北財経大
学に交換留学するのは私が初めてで、不安もありましたが、実際に行ってみるとそのように不安に思
う必要はなく、教授からサポーターに至るまで、親身になってお手伝い頂きました。
　MBAの科目はIBM(International Business Management)、Marketing、Research Methodの3
科目と中国語を学ぶ授業の計4科目を履修しました。どの授業も日本人は私1人で、クラスメイトは多
国籍で本当に国際色豊かでした。最初は孤独感を感じましたが、少し時間が経てば彼らとも仲良く
なり、今考えると国際感覚を身につけるためにも、日本人1人で良かったと思います。
　大連には多くの日本人が住んでおり、新日な中国人も多く、とても住みやすい都市です。大連に駐
在している多業種の方 と々知り合いになれたことも大きなメリットと言えます。どの方 も々留学しなけ
れば出会えることのなかった人ばかりです。この大連で築いた人脈は私の宝物です。
　国際感覚を身につける、視野を広げる、幅広い人脈を築きたいという方は是非QBSで交換留学
を体験してみて下さい。

野村 修司（11期生）

第22回ICABE学生交流プロジェクト
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修了生紹介

原 由公美さん（3期生）
所属▶福岡県庁（福岡県労働者支援事務所）

　QBS入学を決めたのは焦りでした。与えられる仕事に不満
で、ともかく何か専門性を身につけたいと考えました。そんな動

機で入学しましたから、やみくもに講義を取り、ただ忙しく毎日を過ごしました。そ
んな私でも、充実した講義や背景の異なる学生との議論等が、自然と自分を変
えたと感じています。QBSで学び得たものは、修了後7年半が経過したいまも、
日々の経験を加えながら熟成し続けていることを実感しています。
　現在は福岡県庁の出先機関で子育て中の女性の就職を支援しています。外
形的にはQBS入学当時と変わらない仕事をしています。しかし、自分が何を提供
できるかを真摯に考え、最大限役に立てるよう業務に取り組んでおり、不満はあ
りません。目の前のことだけにとらわれず、大局的かつ長期的な視点を持って仕
事と向き合っています。QBSでの2年間があってこそ、気づいたものがあり、QBS
に感謝しています。
　ところで、村藤先生にご指導をいただき有志で公共経営の勉強を続けており
ます。機会をいただいている先生及びメンバーに感謝します。

矢野 広幸さん（6期生）
所属▶三菱化学株式会社

　化学品製造会社の製造部門に勤務していた私は、「技術を競争力
のある事業に育て、また、次なる事業の芽を見出し、いかに企業を継

続的発展に導いていくか」という事に非常に関心を持っていました。「日本の製造業を
強くする（復建する）為に我々はどうあるべきか」という視点で振り返ってみたとき、自分
の非力さに気付き、QBSの門をたたきました。
　QBSでは、様々な経験を積まれた諸先生方の経営に関わる専門的な知識から、実践
的なスキルまで、広範囲にわたり習得できました。また、様々な事業分野で活躍している
志を持った仲間と出会い、異業種を知れたこと、また仲間と時間を共有できたことが今
でも大きな強みとなっています。一方、QREPという起業家に学ぶプログラムに参加し、
改めてチャレンジ精神を覚醒できた事も今後の人生で大きくプラスに作用しています。
　現在は事業部へ異動となり、「新規事業のマネジメント、および既存事業を更に発展
させるマネジメント」に注力しておりますが、判断の都度、QBSで学んだ経験が生きてい
ると実感しています。私は特別選抜入試によりQBSへ入学しました。特別選抜入試は、
MOT（技術経営）とアジアビジネスのどちらかの分野で一定期間の実務経験を有する
事が必須となりますが、志を持った方には自分を磨くための良い機会となると思います。

News Letter
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　2014年３月、QBSを10期生として卒業し、8月より私の所属する学校法
人麻生塾と、ジャカルタのBINUS大学という27,000人を抱える私立の総
合大学でジョイントし、地元の学生を日系や外資の優良企業に就職さ
せるべく、BINUS ASO SCHOOL OF ENGINEERING（BASE） という
新しい学部を設立し、ジャカルタに赴任致しました。
　麻生工科自動車大学校と麻生建築＆デザイン専門学校のノウハウを
生かし、Automotive & Robotics Engineering, Product Design 
Engineeringの２学科を設置し、７月からの短い募集期間にも関わらず、
日本のみならず地元メディアにも取り上げていただき、新入生13名、来年
度の入学希望者も既に35名を超え、学年定員180名に向けて順調にス
タートを切る事ができました。
　1997年から1999年に前々職でミュンヘンに赴任しておりましたが、再
び世界に飛び出す仕事がしたいと考えQBSの門を叩きました。前職の
仕事でアメリカへの展開をテーマにプロジェクト演習を進めておりました
が、突如としてジャカルタ行きへのチャンスがやってきました。アジアにつ
いて学び、アジアの留学生とともに学ぶ事で強烈なエネルギーを感じて
いた事、また、リスクを採って挑戦する事、挑戦しない事のリスクの大きさ
をQBSで叩き込んでいただいた私には、このチャレンジへの“NO”の答
えはどこにも見当たりませんでした。QBS在校中の転職、ならびにプロ
ジェクト演習のテーマ変更、星野教授とゼミの仲間、先生方や同期、先
輩のご協力が無ければ、この地を踏む事も無かったと心から感謝してお
ります。
　今後は他国に踏み込んでお仕事をさせていただいているという謙虚
な気持ちを忘れずに、インドネシアやアジアの発展につながり、且つ母国
日本やお世話になったQBSに恩返しが出来るよう、優秀な人材の育成
に努力して参りたいと思います。

アジアで活躍するQBS修了生

学校法人　麻生塾

伊藤 宏一さん（10期生）

　QBSを修了して放送局を退職し創業しました。当社は韓国に市場を
絞り、来日客の集客・販促広告、実店舗と通販での物販、食材の輸出、
そして日本語・英語が堪能な韓国の若者を日本企業へ紹介する人材事
業に携わっています。東日本大震災・原発事故が最大の苦難で今も影
響が残りますが今年で8期目です。食事と買い物、娯楽目当でリピートす
る韓国人客は他の外国人集客とマーケティングが異なります。接客の言
語対応、価格優位、付加サービスを三位一体で来訪前にブログで広報
して初めて購買が継続します。今年は福岡の輸出物品販売場（免税店）
を対象に、韓国人客の購入済商品を博多港へ配送するサービスを博多
港国際ターミナル様と開始し、韓国人が手ぶらで免税価格の買い物を
できる仕組を作りました。街や店舗の旅行人気が高まると、そこで働きた
いと望む若者が現れます。当社の求人サイトは開設後2年弱ですが多言
語能力がある文系・理系の韓国人1000名以上が登録、東阪名の企業
で内定者が増えています。特に大阪は福岡同様「アジアの玄関口」を標
榜し、採用・輸出・旅客対応など産学官で名実とも実績が多く、当社も顧
客が関西全府県に跨ります。他方で九州の企業は外国人の採用に極め
て消極的・閉鎖的で日和見な傾向にあります。LCCの普及で九州のアジ
アへの距離の優位性は失われつつあり、大阪や沖縄など競合を意識し
ながら、九州はアジアと本気で関わる気があるのか、今改めて問われて
います。アジアビジネスを謳うQBSの修了生が原動力となり、国際化が促
進されることを願ってやみません。

株式会社ホスピタブル　代表取締役

松清 一平さん（3期生）

2014年5月30日　大阪で行った合同企業説明会の様子です。40%近い内定率
となりました。

マランという街での高校生向けの学校説明会ブース。

　9月13日（土）に箱崎キャンパスの国際ホールにおいて、QBSビジネスプラン・コンテスト2014が開催されました。このビジネスプラン・コンテ
ストは、多くの協賛企業や諸先輩方のご支援のもと、学生会が主体となって実施しております。
　4回目となる本年は広く参加チームを募り、QBSの学生2チームと他校からの参加4チームの計6チームで、「創業特区・スタートアップのビジ
ネスプランを福岡から」をテーマに、ビジネススクールで修得した知識・技能・態度を基に検討したビジネスプランを競い合いました。
　自らもMBAホルダーである㈱サンキュードラッグの平野健二社長に「超高齢社会に向けた健康産業における戦略」と題してご講演いただ
いたのち、各チームがプレゼンテーションを行いました。各チームの内容は教育・ICT・健康・医療・農業・生活支援と多岐にわたり、起業機会
の認識の重要性や、プランの立案の難しさを体感することができました。また、学んでいる大学は違っても同じMBA修得に向けて学んでいる
仲間として、垣根を越えた情報交換や懇親を深めることができました。
　最後に、ご支援・ご協力いただきましたすべての皆様に感謝申し上げます。

　9月15日～19日の日程で、12期生の大淵君や清藤君と共に浙江大学の‘Doing Business in China’ プログラムに参加してきた。プログラム
はJinxuan Zhang准教授（2回）、Mark Greeven教授（2回）、Long Bao Wei教授、Douglous Fuller教授の4名による文化、起業、直接投資、
政治経済等に関する講義と、絹製品等の会社Wensli 、中国最大の飲料会社Wahahaという2
社の杭州企業訪問から構成されていた。もともとこのプログラムはドイツNurembergのオーム
大学経営研究所の学生のために企画されたもので、オーム大学からはThomas Eckardt教授
に率いられた学生とOB・OG10数名が参加していた。朝9時すぎに講義が始まり、昼食は中国
最大の学生食堂でとり、夕方5時頃に講義が終了するという内容の濃いものであった。中国人
の教員二名と外国人の教員二名が中国の立場と外国企業の立場から中国の諸問題について
解説し、大変有意義なプログラムであった。

村藤 功（企業財務、企業価値創造とM&A）

原口 亨（11期生）

QBSビジネスプラン・コンテスト2014開催

浙江大学‘Doing Business in China’ プログラム

　去る9月4日の夕刻から、福岡市内のレソラNTT夢天神ホールにて、『チャレンジャー・イノベー
ターの戦略』と題した講演会（後援：日経Bizアカデミー）を開催しました。
　本講演会は、企業がイノベーションに取り組み、チャレンジャーからリーダーへと至る過程を振
り返り、ターニングポイントや成功要因、直面する課題等について考察を深めることを主眼としま
した。ゲスト講演者として、池田弘一氏（アサヒグループホールディングス株式会社相談役、元アサ
ヒビール株式会社社長、1963年九大経済卒）をお招きし、同社のスーパードライを軸としたチャレ
ンジャー・イノベーターの戦略についてお話をうかがいました。
　また、池田相談役からの講演に先立ち、QBS在校生の２チームが、同社の変革のプロセスや成
功要因等について分析した結果をプレゼンテーションし、池田氏のご講演の後に、永田教授の
ファシリテートでパネル・ディスカッションを行いました。
　当日は、約250席の会場がほぼ満員となり、日頃の講義や学内イベントとは雰囲気が異なるせ
いか、プレゼンテーションを行ったQBSの在校生チームは始終緊張の面持ちでしたが、当事者
（池田氏）を前に発表を行うという機会は、彼らにとって貴重な学びの経験となったようです。

九州大学経済学部設立90周年記念講演会の開催


