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　伊都キャンパスで３回目となるQBSオープンキャンパスが、9月11日（土）イースト２号
館E109教室にて開催されました。
　Zoomを利用した遠隔での参加も含め約70名の方にご参加いただきました。経済学
府長の大石桂一教授によるご挨拶に始まり、専攻長の高田仁教授によるQBS概要説
明、小城武彦教授による「会社は誰のためのものか？」の模擬講義が行われました。
後半では、修了生の岡 祐輔さん（12期）、溝江多佳子さん（14期）、在校生のカービー
理恵さん（18期）、そして、モデレーターの神谷 誠さん（18期）による「修了生・在校生
の声を聞く」が続きました。「QBSで学んだことがどのように役に立っているか？」、「英
語に対してどう対処しているか？」、「オンライン講義のメリット」など、経験者ならでは
の説得力のある内容となりました。プログラム最後の質疑応答のコーナーでは、会場そ
して遠隔の参加者からも質問がなされ、閉式後のキャンパスツアーにも積極的にご参
加いただきました。
　さる8月4日に開催された博多説明会にご来場いただいた皆様にも厚く御礼申し上
げます。 QBS支援室

深山 治さん（15期生）
所属▶リーガレックス合同会社

　私はQBSを最大限活用すべく3年履修を希望し、2017年
に15期生として入学、2020年3月に16期生と共に修了しまし
た。その結果、博多のサテライト教室に加え、最初の1年半は

箱崎キャンパス、後半は伊都キャンパスを体験し、MBAとしての一通りの科
目に加え、産学連携科目の受講及びゼミ活動をじっくり行うことができまし
た。お陰様で修了時には最優秀賞を頂くこともできました。
　QBSの課外活動としては、Q-Shopという擬似起業体験コンテストでの優
勝、ビジコンへの出場と入賞、さらにはそのアイデアをピッチコンテストに持
ち込んで入賞、その後実際に事業化を果たすことができました。海外への
StudyTourであるICABEにも参加し、マニラや中国杭州でのトップビジネス
スクール生との現地での勉強会に参加することができました。
　現状では、世界中を覆うコロナ禍のため、同様の活動は難しくなっておりま
すが、新たな形での活動が芽生えているので、ぜひできる限り活用していた
だければと思います。私も修了生として恥ずかしくないよう、引き続きプレゼ
ンスを高めていけたらと思っています。

　私がQBSを志望した当時は医薬品の製造管理者として
工場に従事しており製造と品質のコストバランスに悩み、経
営者層との交流の際には自分の知識不足を痛感し、自分の

判断が少なからず会社に影響を及ぼすと考えると新たな知識構築が必須だ
と考えました。QBSの授業の課題を利用して自分が実際にぶつかっている問
題をテーマに分析し、現場にフィードバックを行うこともでき、学びが実践へ
活用できる面白い経験もできました。
　また、QBSの「ヒト」も魅力的で、知識や実務経験の豊富な教授陣の講義
をはじめ、議論する際は異なる職種や経歴の仲間と交わることで視野が広が
り、お互いが社会人であることで知識構築を加速させてくれたと思います。
　母親として育児・仕事を継続しながら熊本から通学するのは時間的に
厳しく正直辛い時もありましたが、理論と実践を繰り返し自分の糧とで
きたのはQBSという環境に身を置いたからです。その環境は自らの努力
で掴み取って下さい。

編集発行／九州大学ビジネス・スクール
担　　当／QBS支援室
住　　所／〒819-0395 福岡市西区元岡744
電　　話／092-802-5558
メールアドレス／qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

修了生紹介

九州大学ビジネス・スクール［MBA課程］
2022年4月入学生（20期生）

日　　時：令和3年12月1日（水）19:00～21:00
会　　場：JR博多シティ10階　小会議室Ｉ＋Ｊ（福岡市博多区博多駅中央街1-1）
内　　容：九州大学ビジネス・スクールの概要と特別選抜入試について、修了生による座談会等
参加申込：参加ご希望の方は下記のお申込フォームよりお申込みください
　　　　　https://qbs.kyushu-u.ac.jp/form-sys/

変革をリードし、新たな事業価値の創造に挑戦する意欲を持つ学生の募集を重点的に行うため、特別選抜を実施します。

出願期間／2021年12月22日(水)～2022年1月4日(火)
　　　　　（12月25日～1月3日は窓口受付なし）
試験期日／2022年1月23日(日)
募集人員／若干名
選抜方法／書類審査・口頭試問ほか
合格発表／2022年2月15日(火)

入学試験に関するお問い合わせ先
〒819-0395 福岡市西区元岡744 九州大学人文社会科学系事務部教務課（経済担当）
TEL▶092-802-6383
E-Mail▶jbk-qbs@jimu.kyushu-u.ac.jp
ホームページ▶https://qbs.kyushu-u.ac.jp/

※なお、当日に会場にお越しいただくことが難しい方は、オンラインでもご参加いただけます。
　申込時に「会場」もしくは「オンライン」をお選びください。 （説明会ご案内ページ）

特別選抜入試説明会のご案内
森 由希恵さん（13期生）
所属▶医療機関

編集発行▶ 九州大学ビジネス・スクール　　担当▶ QBS支援室　　住所▶ 〒819-0395 福岡市西区元岡744　　電話▶ 092-802-5558
メールアドレス▶ qbs@econ.kyushu-u.ac.jp　　　▶ facebook.com/QBS.MBA

特別選抜入試

　2021年6月27日(日)に、株式会社グローバルゲイツ福岡営業所にてQANアワード2021が開催されました。
　今回で４回目を迎えましたが、QANアワードは様々な分野で大きな成果を実現した事例、または成果を実現した
修了生（QAN会員）に対して、 審査委員による審査を経て「QANアワード」を贈呈しています。
　コロナ禍で大変な中、阿久津さんと酒見さんの積極的に事業に取組む姿勢は、総会に参加した多くの修了生
(QAN会員)に感動を与えたと共に、励みになったものと思います。
•最優秀賞：10期生 阿久津岳生さんの事業内容：衛生データを利用した『住みやすさ』の見える化～｢宇宙｣×｢住
宅｣への挑戦～
•優秀賞：１期生 酒見寿代さんの事業内容：｢QBS及びQBSの先生方をコアとする各種人材育成事業｣

　在学生の方もMBA取得後には、ぜひ自分の成果を発表する場として、QANアワードへのチャレンジをお待ちいた
しております。 QANアワード担当：岩﨑 豊（11期生）・西井 健雄（15期生）

〈QANアワード2021〉

　好評の拡大ゼミ（第3回）を7月10日（土）に開催しました。QBS創立からマーケティングを担当なさっていた出頭則
行先生のゼミということもあり、1期から19期まで54名もの方が参加、終了後の懇親会も20名を超える方に参加頂き
ました。先生の明るく楽しい雰囲気で同窓会的雰囲気とともに学べました。テーマは『私の仕事を変えた歌』で、出頭
先生が広告業界に入られてからのマーケティングの訴求対象が、大衆から個人群、個人へと移っていく時代の変化を
解説頂きました。国鉄のDISCOVER JAPANのCM曲「いい日旅立ち」の歌詞の中にある"私のアイデンティティ"を求
める言葉を紐解いて頂きました。そして、手段が目的を凌駕して拡散するSNS、AIによる細分化した現代のマーケティ
ングに対しても視点を提起頂きました。深いテーマでゼミ後も考えさせられました。次回もお楽しみに！ 

QAN拡大ゼミ担当：岩本 涼太郎（16期生）

〈QAN拡大ゼミ〉

左から
寺松会長、酒見氏、阿久津氏、高田顧問

　2020年に出版された平野琢講師（企業倫理、経営リスクマネジメント）の共著書籍『上杉鷹山とイノベーション経
営』が、日本経営倫理学会より「水谷雅一（書籍）賞（奨励賞）」を受賞しました。本書は、日本経営倫理学会・CSR研究
部会が中心となり企画・出版してきた、「日本の伝統的な商業道徳の思想から現代企業の課題を考えるシリーズ」の一
つとなります（本書以外では二宮尊徳、石田梅岩等の人物が取り上げられています）。本書では、江戸後期に米沢藩
の藩政改革および財政再建を行った上杉鷹山の政策や思想を、現代企業の具体的な経営活動（例えば、顧客満足、
危機管理、組織変革など）に引きつけて、その意義を考察しています。

平野 琢講師 共同執筆書籍 学会賞受賞

●九州大学ビジネス・スクールに関するお問い合わせ
〒819-0395 福岡市西区元岡744
九州大学人文社会科学系事務部教務課（経済担当）
TEL.092-802-6383
ホームページ https://qbs.kyushu-u.ac.jp/
　  facebook.com/QBS.MBA



It is my great pleasure to be invited by Prof. Hoshino and QBS as a 
visiting professor and special project researcher here at Kyushu 
University.
For the Asian Business Strategy course this year, the core discussion 
issues will be focused on: How the service enterprises run their 
business? How the CEOs make their tough strategic decisions? The 
essential part of this course is the case （雄獅集團／ Lion Group and
晶華國際酒店集團／ Silks Hotel Group） and the pedagogy will be 
the group discussion method.
Besides, for Learning-by-Doing, also for connecting the academia and 
industry, this course invited the leading E-commerce travel platform 
in Asia KKday to join this class. The CMO of KKday, Yuki Huang 

（黃昭瑛） will deliver a speech (23/Oct) and right after the speech, this 
course will initiate a “KKday Competition” for our students to 
compete in. During the entire competition, 4 young executives from 
KKday will be acting as the instructors for our 4 learning teams.
Hopefully with this very diversified design of the course, QBS students would have an interesting learning experiences in 
the classroom, also to gain new perspective in strategic management.

「アジア・ビジネス戦略」担当の招へい外国人研究員
国立台湾師範大学Kuo-Ching Wang先生からのメッセージ 　去る9月26日（日曜）午後、台湾師範大学（NTNU）EMBAコースの方々との間

で「How is COVID-19 reshaping the business strategy?」をテーマとするオンラ
インフォーラムが開催され、両校の学生約50名（NTNU32名、QBS19名）が参加
しました。
　本フォーラムは主に「講演」「発表」「交流」の三つで構成されており、先ず台湾
Franz Collection 社のCHEN会長に「Integrated Marketing Strategy in the 
Post-Pandemic Era」をご講演いただきました。続いて、メインテーマの下、両校それ
ぞれ「Food」「Clothing」「Housing」「Transportation」「Entertainment」の小テーマ
に分かれて計10チームが発表し、その後、ブレークアウト・セッションによる参加者
間の相互交流が行われました。
　コロナ禍で海外渡航が難しく国際交流活動が限られる中、本フォーラムを通じて
双方の様子を知り、友好が促進される貴重な機会となりました。オンラインとは言
え、お互い顔を合わせて言葉が交わされることで、相手の存在がより身近に感じら
れ、ひいては対面の交流へとつながっていくことを願っています。
　最後に、開会・閉会挨拶でお言葉を賜ったNTNUのYING先生及びSHEN先生、
QBSの高田先生及び星野先生に心より感謝を申し上げます。

江頭 宏之（18期生）

台湾師範大学・QBSオンラインフォーラム開催報告

　今年も後期に交換留学生を迎えることになりました。今年は中国から７名のメ
ンバーがQBSに参加してくれます。華中科技大学・上海交通大学・東北財経大
学・大連理工大学・東北大学から留学されており、それぞれの皆さんが本当にご
経験をお持ちで我 も々とても刺激になっております。今年もコロナの影響で交換
留学生たちはオンラインでの参加となります。留学期間中は交換留学生１人につ
き１人のQBS学生サポーターがついており、講義のサポートや、来日した時と同じ
ような素晴らしい交友関係が構築出来る様、サポートをしていきたいと思います。
　9月25日の交換留学生へのガイダンスの後に、オンラインでの懇親会も実施しま
した。交換留学生・先生・QBSの学生が集まり授業開始前にとても良い交流をさ
せていただきました。楽しく、お互いに刺激を受けながら充実した半年間にしてい
きたいです。 岡部 航大（19期生）

Welcome to QBS!!

　９月４日（土）に第10回QBSビジネスプランコンテストを初の全面オンラインにて開催しました。
QBS学生３チームと修了生１チーム（ゲスト参加、表彰対象外）の計４チームがエントリーし、どのプ
ランでも活発な質疑応答が交わされました。審査員の皆様からは「どの提案も興味深く、ぜひ前に
進めて欲しい」とのコメントを頂き、ぜひ更なる挑戦に繋がれば幸いです。今回は、『自由に「知の探
索」を』と題してカジュアルな開催とし、また企画者・伴走者・アントレプレナーの役割を明確に意識

して２期合同での運営を行いました。さ
らに対面により近い交流ができるツー
ル「SpatialChat」も使い、交流の活性化
を試みました。そうした変化や挑戦の
中、多少のトラブルはありつつも、皆様
のご協力の下で盛会に終えることがで
きました。ご参加・ご支援・ご協力頂い
た皆様に心より御礼申し上げます。

第10回 QBSビジネスプランコンテスト

QBSビジネスプランコンテスト2021実行委員長　山内 龍次（16期生）

・大賞
　中小企業向け幹部人材
　マッチングアプリ『右腕』
　（代表者：神谷 誠 様、18期生）
・観覧者投票１位
　Teamコンポスト
　（代表者：前原 可林 様、19期生）

神谷 誠さん（18期生）
所属▶株式会社スタッフエージェント

　2009年に福岡の天神で人材派遣会社を起業して13年目
になります。気がつけば創業時に掲げた売上100億という目標
には１桁のギャップが生じてしまいました。これまで我流で経

営してきて会社の成長が鈍化したのは自分自身の成長が止まっているからだ
と気づき、QBSの門を叩くことを決意しました。「会社は経営者の器の範囲でし
か大きくならない」というのが持論で自身の成長が会社の成長につながってい
くのだと思って日々研鑽しています。
　QBSでは経営の知識を学ぶだけでなく、一人でも多くの仲間とネットワーク
を拡げられたらと思って活動しています。同期や先輩・後輩、先生方との交流や
様々な活動から刺激を受け、学びを得られています。QBSと仕事との両立は大
変ですが、ここまでやってこられたのは周りで頑張っている同期と家族のおか
げです。QBSでの出会いはこの先ずっと大切にして行くつもりです。これからも
何事にも全力で積極的にチャレンジし続けたいと思います。

　「経営は簡単じゃない、まずは体系的に学びなさい」大学時
代の恩師に言われ、QBS受験を決意しました。
　社会人経験が少ない私は入学が決まったものの自分に自
信がなく、こっそり黙 と々勉強しようと思っていました。ところが

…学生会会長に立候補、ビジネスコンテストに挑戦、同期に仕事の想いを熱く
語る、アプリ開発を始めるなど、想像もしていない学生生活となりました。これら
は全て、先生方、在校生、修了生の皆様の支えがあってできたことです。
　『経験が全て』とよく耳にします。本当にそうでしょうか。私は、行き当たりばっ
たりの行動と知識を武器にして目的を持った行動は、経験値に雲泥の差があ
ると感じます。だからこそQBSで学ぶ事は非常に価値があり、一生の武器とな
るに違いありません。
　私はQBSを通じて人生が変わりました。QBS教職員の皆様、在学生、修了
生の皆様との出会いは宝です。残り数ヶ月、更なる挑戦を続けていきます。

在校生紹介
原 美咲さん（18期生）
　

Book Review
▶『The Culture Map』　Erin Meyer著、PublicAffairs、2016年1月発行

If you have ever wondered about the differences between countries and peoples, coded in language and culture, 
"The Culture Map" is highly recommended.
Erin Meyer places every country on eight different scales, regarding communication techniques, time-keeping, 
decision making, leadership, and more. Whether you agree or disagree with Meyer's conclusions, the book 
provides valuable material for discussion with regard to these factors. The writer also includes a large number of 
personal stories from her background in business consultancy to help people from different cultural backgrounds 
understand the basis of her conclusions. I have used this book in my classes and it has encouraged discussions and 
debates among people of many different cultural backgrounds. The text is well-researched and contains material 
that will encourage students, teachers, and scholars to question themselves and others and, hopefully, share their 
conclusions.

Within our daily communication (personal, business, and academic) we often find ourselves challenged or confused by our underlying 
beliefs or those of others; it is not easy to understand why the people with whom we are working make the decisions they do. For this 
reason, understanding the personal motivations of our friends, colleagues, and business associates is becoming increasingly important in 
the modern world as we communicate across cultures. This book will help you understand not only what your colleagues are doing but, 
most importantly, why. Christopher Gareth HASWELL（英語によるビジネス・コミュニケーション）

Prof. Kuo-Ching (Gordon) Wang
National Taiwan Normal University

（写真、左から2番目）
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れ、ひいては対面の交流へとつながっていくことを願っています。
　最後に、開会・閉会挨拶でお言葉を賜ったNTNUのYING先生及びSHEN先生、
QBSの高田先生及び星野先生に心より感謝を申し上げます。

江頭 宏之（18期生）

台湾師範大学・QBSオンラインフォーラム開催報告

　今年も後期に交換留学生を迎えることになりました。今年は中国から７名のメ
ンバーがQBSに参加してくれます。華中科技大学・上海交通大学・東北財経大
学・大連理工大学・東北大学から留学されており、それぞれの皆さんが本当にご
経験をお持ちで我 も々とても刺激になっております。今年もコロナの影響で交換
留学生たちはオンラインでの参加となります。留学期間中は交換留学生１人につ
き１人のQBS学生サポーターがついており、講義のサポートや、来日した時と同じ
ような素晴らしい交友関係が構築出来る様、サポートをしていきたいと思います。
　9月25日の交換留学生へのガイダンスの後に、オンラインでの懇親会も実施しま
した。交換留学生・先生・QBSの学生が集まり授業開始前にとても良い交流をさ
せていただきました。楽しく、お互いに刺激を受けながら充実した半年間にしてい
きたいです。 岡部 航大（19期生）

Welcome to QBS!!

　９月４日（土）に第10回QBSビジネスプランコンテストを初の全面オンラインにて開催しました。
QBS学生３チームと修了生１チーム（ゲスト参加、表彰対象外）の計４チームがエントリーし、どのプ
ランでも活発な質疑応答が交わされました。審査員の皆様からは「どの提案も興味深く、ぜひ前に
進めて欲しい」とのコメントを頂き、ぜひ更なる挑戦に繋がれば幸いです。今回は、『自由に「知の探
索」を』と題してカジュアルな開催とし、また企画者・伴走者・アントレプレナーの役割を明確に意識

して２期合同での運営を行いました。さ
らに対面により近い交流ができるツー
ル「SpatialChat」も使い、交流の活性化
を試みました。そうした変化や挑戦の
中、多少のトラブルはありつつも、皆様
のご協力の下で盛会に終えることがで
きました。ご参加・ご支援・ご協力頂い
た皆様に心より御礼申し上げます。

第10回 QBSビジネスプランコンテスト

QBSビジネスプランコンテスト2021実行委員長　山内 龍次（16期生）

・大賞
　中小企業向け幹部人材
　マッチングアプリ『右腕』
　（代表者：神谷 誠 様、18期生）
・観覧者投票１位
　Teamコンポスト
　（代表者：前原 可林 様、19期生）

神谷 誠さん（18期生）
所属▶株式会社スタッフエージェント

　2009年に福岡の天神で人材派遣会社を起業して13年目
になります。気がつけば創業時に掲げた売上100億という目標
には１桁のギャップが生じてしまいました。これまで我流で経

営してきて会社の成長が鈍化したのは自分自身の成長が止まっているからだ
と気づき、QBSの門を叩くことを決意しました。「会社は経営者の器の範囲でし
か大きくならない」というのが持論で自身の成長が会社の成長につながってい
くのだと思って日々研鑽しています。
　QBSでは経営の知識を学ぶだけでなく、一人でも多くの仲間とネットワーク
を拡げられたらと思って活動しています。同期や先輩・後輩、先生方との交流や
様々な活動から刺激を受け、学びを得られています。QBSと仕事との両立は大
変ですが、ここまでやってこられたのは周りで頑張っている同期と家族のおか
げです。QBSでの出会いはこの先ずっと大切にして行くつもりです。これからも
何事にも全力で積極的にチャレンジし続けたいと思います。

　「経営は簡単じゃない、まずは体系的に学びなさい」大学時
代の恩師に言われ、QBS受験を決意しました。
　社会人経験が少ない私は入学が決まったものの自分に自
信がなく、こっそり黙 と々勉強しようと思っていました。ところが

…学生会会長に立候補、ビジネスコンテストに挑戦、同期に仕事の想いを熱く
語る、アプリ開発を始めるなど、想像もしていない学生生活となりました。これら
は全て、先生方、在校生、修了生の皆様の支えがあってできたことです。
　『経験が全て』とよく耳にします。本当にそうでしょうか。私は、行き当たりばっ
たりの行動と知識を武器にして目的を持った行動は、経験値に雲泥の差があ
ると感じます。だからこそQBSで学ぶ事は非常に価値があり、一生の武器とな
るに違いありません。
　私はQBSを通じて人生が変わりました。QBS教職員の皆様、在学生、修了
生の皆様との出会いは宝です。残り数ヶ月、更なる挑戦を続けていきます。

在校生紹介
原 美咲さん（18期生）
　

Book Review
▶『The Culture Map』　Erin Meyer著、PublicAffairs、2016年1月発行

If you have ever wondered about the differences between countries and peoples, coded in language and culture, 
"The Culture Map" is highly recommended.
Erin Meyer places every country on eight different scales, regarding communication techniques, time-keeping, 
decision making, leadership, and more. Whether you agree or disagree with Meyer's conclusions, the book 
provides valuable material for discussion with regard to these factors. The writer also includes a large number of 
personal stories from her background in business consultancy to help people from different cultural backgrounds 
understand the basis of her conclusions. I have used this book in my classes and it has encouraged discussions and 
debates among people of many different cultural backgrounds. The text is well-researched and contains material 
that will encourage students, teachers, and scholars to question themselves and others and, hopefully, share their 
conclusions.

Within our daily communication (personal, business, and academic) we often find ourselves challenged or confused by our underlying 
beliefs or those of others; it is not easy to understand why the people with whom we are working make the decisions they do. For this 
reason, understanding the personal motivations of our friends, colleagues, and business associates is becoming increasingly important in 
the modern world as we communicate across cultures. This book will help you understand not only what your colleagues are doing but, 
most importantly, why. Christopher Gareth HASWELL（英語によるビジネス・コミュニケーション）

Prof. Kuo-Ching (Gordon) Wang
National Taiwan Normal University

（写真、左から2番目）
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QBSオープンキャンパスを伊都にて開催
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　伊都キャンパスで３回目となるQBSオープンキャンパスが、9月11日（土）イースト２号
館E109教室にて開催されました。
　Zoomを利用した遠隔での参加も含め約70名の方にご参加いただきました。経済学
府長の大石桂一教授によるご挨拶に始まり、専攻長の高田仁教授によるQBS概要説
明、小城武彦教授による「会社は誰のためのものか？」の模擬講義が行われました。
後半では、修了生の岡 祐輔さん（12期）、溝江多佳子さん（14期）、在校生のカービー
理恵さん（18期）、そして、モデレーターの神谷 誠さん（18期）による「修了生・在校生
の声を聞く」が続きました。「QBSで学んだことがどのように役に立っているか？」、「英
語に対してどう対処しているか？」、「オンライン講義のメリット」など、経験者ならでは
の説得力のある内容となりました。プログラム最後の質疑応答のコーナーでは、会場そ
して遠隔の参加者からも質問がなされ、閉式後のキャンパスツアーにも積極的にご参
加いただきました。
　さる8月4日に開催された博多説明会にご来場いただいた皆様にも厚く御礼申し上
げます。 QBS支援室

深山 治さん（15期生）
所属▶リーガレックス合同会社

　私はQBSを最大限活用すべく3年履修を希望し、2017年
に15期生として入学、2020年3月に16期生と共に修了しまし
た。その結果、博多のサテライト教室に加え、最初の1年半は

箱崎キャンパス、後半は伊都キャンパスを体験し、MBAとしての一通りの科
目に加え、産学連携科目の受講及びゼミ活動をじっくり行うことができまし
た。お陰様で修了時には最優秀賞を頂くこともできました。
　QBSの課外活動としては、Q-Shopという擬似起業体験コンテストでの優
勝、ビジコンへの出場と入賞、さらにはそのアイデアをピッチコンテストに持
ち込んで入賞、その後実際に事業化を果たすことができました。海外への
StudyTourであるICABEにも参加し、マニラや中国杭州でのトップビジネス
スクール生との現地での勉強会に参加することができました。
　現状では、世界中を覆うコロナ禍のため、同様の活動は難しくなっておりま
すが、新たな形での活動が芽生えているので、ぜひできる限り活用していた
だければと思います。私も修了生として恥ずかしくないよう、引き続きプレゼ
ンスを高めていけたらと思っています。

　私がQBSを志望した当時は医薬品の製造管理者として
工場に従事しており製造と品質のコストバランスに悩み、経
営者層との交流の際には自分の知識不足を痛感し、自分の

判断が少なからず会社に影響を及ぼすと考えると新たな知識構築が必須だ
と考えました。QBSの授業の課題を利用して自分が実際にぶつかっている問
題をテーマに分析し、現場にフィードバックを行うこともでき、学びが実践へ
活用できる面白い経験もできました。
　また、QBSの「ヒト」も魅力的で、知識や実務経験の豊富な教授陣の講義
をはじめ、議論する際は異なる職種や経歴の仲間と交わることで視野が広が
り、お互いが社会人であることで知識構築を加速させてくれたと思います。
　母親として育児・仕事を継続しながら熊本から通学するのは時間的に
厳しく正直辛い時もありましたが、理論と実践を繰り返し自分の糧とで
きたのはQBSという環境に身を置いたからです。その環境は自らの努力
で掴み取って下さい。

編集発行／九州大学ビジネス・スクール
担　　当／QBS支援室
住　　所／〒819-0395 福岡市西区元岡744
電　　話／092-802-5558
メールアドレス／qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

修了生紹介

九州大学ビジネス・スクール［MBA課程］
2022年4月入学生（20期生）

日　　時：令和3年12月1日（水）19:00～21:00
会　　場：JR博多シティ10階　小会議室Ｉ＋Ｊ（福岡市博多区博多駅中央街1-1）
内　　容：九州大学ビジネス・スクールの概要と特別選抜入試について、修了生による座談会等
参加申込：参加ご希望の方は下記のお申込フォームよりお申込みください
　　　　　https://qbs.kyushu-u.ac.jp/form-sys/

変革をリードし、新たな事業価値の創造に挑戦する意欲を持つ学生の募集を重点的に行うため、特別選抜を実施します。

出願期間／2021年12月22日(水)～2022年1月4日(火)
　　　　　（12月25日～1月3日は窓口受付なし）
試験期日／2022年1月23日(日)
募集人員／若干名
選抜方法／書類審査・口頭試問ほか
合格発表／2022年2月15日(火)

入学試験に関するお問い合わせ先
〒819-0395 福岡市西区元岡744 九州大学人文社会科学系事務部教務課（経済担当）
TEL▶092-802-6383
E-Mail▶jbk-qbs@jimu.kyushu-u.ac.jp
ホームページ▶https://qbs.kyushu-u.ac.jp/

※なお、当日に会場にお越しいただくことが難しい方は、オンラインでもご参加いただけます。
　申込時に「会場」もしくは「オンライン」をお選びください。 （説明会ご案内ページ）

特別選抜入試説明会のご案内
森 由希恵さん（13期生）
所属▶医療機関

編集発行▶ 九州大学ビジネス・スクール　　担当▶ QBS支援室　　住所▶ 〒819-0395 福岡市西区元岡744　　電話▶ 092-802-5558
メールアドレス▶ qbs@econ.kyushu-u.ac.jp　　　▶ facebook.com/QBS.MBA

特別選抜入試

　2021年6月27日(日)に、株式会社グローバルゲイツ福岡営業所にてQANアワード2021が開催されました。
　今回で４回目を迎えましたが、QANアワードは様々な分野で大きな成果を実現した事例、または成果を実現した
修了生（QAN会員）に対して、 審査委員による審査を経て「QANアワード」を贈呈しています。
　コロナ禍で大変な中、阿久津さんと酒見さんの積極的に事業に取組む姿勢は、総会に参加した多くの修了生
(QAN会員)に感動を与えたと共に、励みになったものと思います。
•最優秀賞：10期生 阿久津岳生さんの事業内容：衛生データを利用した『住みやすさ』の見える化～｢宇宙｣×｢住
宅｣への挑戦～
•優秀賞：１期生 酒見寿代さんの事業内容：｢QBS及びQBSの先生方をコアとする各種人材育成事業｣

　在学生の方もMBA取得後には、ぜひ自分の成果を発表する場として、QANアワードへのチャレンジをお待ちいた
しております。 QANアワード担当：岩﨑 豊（11期生）・西井 健雄（15期生）

〈QANアワード2021〉

　好評の拡大ゼミ（第3回）を7月10日（土）に開催しました。QBS創立からマーケティングを担当なさっていた出頭則
行先生のゼミということもあり、1期から19期まで54名もの方が参加、終了後の懇親会も20名を超える方に参加頂き
ました。先生の明るく楽しい雰囲気で同窓会的雰囲気とともに学べました。テーマは『私の仕事を変えた歌』で、出頭
先生が広告業界に入られてからのマーケティングの訴求対象が、大衆から個人群、個人へと移っていく時代の変化を
解説頂きました。国鉄のDISCOVER JAPANのCM曲「いい日旅立ち」の歌詞の中にある"私のアイデンティティ"を求
める言葉を紐解いて頂きました。そして、手段が目的を凌駕して拡散するSNS、AIによる細分化した現代のマーケティ
ングに対しても視点を提起頂きました。深いテーマでゼミ後も考えさせられました。次回もお楽しみに！ 

QAN拡大ゼミ担当：岩本 涼太郎（16期生）

〈QAN拡大ゼミ〉

左から
寺松会長、酒見氏、阿久津氏、高田顧問

　2020年に出版された平野琢講師（企業倫理、経営リスクマネジメント）の共著書籍『上杉鷹山とイノベーション経
営』が、日本経営倫理学会より「水谷雅一（書籍）賞（奨励賞）」を受賞しました。本書は、日本経営倫理学会・CSR研究
部会が中心となり企画・出版してきた、「日本の伝統的な商業道徳の思想から現代企業の課題を考えるシリーズ」の一
つとなります（本書以外では二宮尊徳、石田梅岩等の人物が取り上げられています）。本書では、江戸後期に米沢藩
の藩政改革および財政再建を行った上杉鷹山の政策や思想を、現代企業の具体的な経営活動（例えば、顧客満足、
危機管理、組織変革など）に引きつけて、その意義を考察しています。

平野 琢講師 共同執筆書籍 学会賞受賞

●九州大学ビジネス・スクールに関するお問い合わせ
〒819-0395 福岡市西区元岡744
九州大学人文社会科学系事務部教務課（経済担当）
TEL.092-802-6383
ホームページ https://qbs.kyushu-u.ac.jp/
　  facebook.com/QBS.MBA


