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鬼崎 美緒さん（19期生）
所属▶株式会社ジェイコム九州

「なぜMBAを？なぜQBSで？」それは入学前も、在学中も、そし
ておそらく修了してからも、自問自答し続けることではないかと思
います。

　私は正しいリーダーシップのあり方への疑問と、新規事業創出に対する志を
持ってQBSに入学しました。この1年間で学生会長として組織運営のあり方を考
え、悩みながらも具体的に行動したり、講義を通して得た知識を活用しながらビ
ジネスプランコンテストにチームで挑戦したりすることができました。
そして今、自分でも驚くことに、人生の中で思い描くことのなかったキャリアの可
能性を追いかけ始めています。しかし本来ビジネススクールというのはそういう場
所なのかもしれません。QBSでの時間は「自分が変わる、自分を変える絶好の機
会」なのです。多くの方にとってQBSで学ぶことが人生の中で素晴らしい経験に
なることを願っております。

　私が所属する会社は運輸、不動産、物流等の多角的な経
営を行っています。一人一人の業務は細分化されており、異
動によりジャンルの異なる業務を担当することも多く、自分自

身のビジネススキルを総合的に高めたいと考えたことが入学を志望した理由
です。私は2020年に入学、2022年に修了しました。在学期間はすべてコロナ
禍であり、授業・イベントがオンラインまたは中止になることもありましたが、
QBSはオンライン授業も充実しており、通常授業と遜色なく学ぶことができま
した。経営、財務、戦略、組織等、体系的に学ぶことができるカリキュラムは私
にとって非常に有意義なものでした。そのなかでも同期生の存在はとても大き
なもので、切磋琢磨して刺激になったことはもちろん、修了後も繋がりを持つ
ことができており、一生の財産になりました。今後もゼミの小城先生から学ん
だ強い「知」（理論）と「軸」（経営観）を磨くことができるよう学びを続けたいと
思います。
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在校生・修了生紹介
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■大学説明会
日時：8月3日（水）19:00～21:10
場所：JR博多シティ10階 大会議室
模擬講義：広垣 光紀 准教授
「消費者心理から学ぶマーケティング」

■オープンキャンパス
日時：9月10日（土）14:00～16:10
場所：伊都キャンパス イースト2号館D-105
模擬講義：平野 琢 講師
「企業不祥事はなぜ起きるのか？
　 ～企業不祥事の発生メカニズム～」

QBS大学説明会・オープンキャンパスのご案内
九州大学ビジネス・スクール（QBS）では、2023年4月入学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、社会人学生である修了生・在校生の仕事と学業の両立、
QBSに入学することのメリット等の体験談を聞くことができるプログラムをご準備しております。なお、当日は会場からZOOMを利用した、
ライブ配信も実施いたします。会場にお越しいただくことが難しい方は、リモートでもご参加いただけます。
ぜひこの機会にQBSでの学びに触れてみませんか。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。

ホームページ：https://qbs.kyushu-u.ac.jp/
◎募集要項のダウンロードができます◎

九州大学ビジネス・スクール＜MBA課程＞
2023年4月入学生（21期生）

出願期間／令和4年9月26日（月）～10月3日（月）17時まで
募集人員／45名（特別選抜 若干名含む）
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／令和4年10月29（土）・30日（日）

■入学試験について詳しくはホームページをご覧下さい■

募集のお知らせ ～ 一般選抜 ～

申込方法： 

お問合せ：

下記URLの申込フォームよりお申込み下さい。
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/form-sys/
九州大学ビジネス・スクール（QBS）支援室
Ｅ-mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

新たな修了証プログラム“DBEX”がスタート
　QBSでは、2022年度から新たに“DBEX (Design/Business/Entrepreneurship Crossing Track)”と称するデザインやアントレプレナーシップ領
域との融合基盤をもつ修了証プログラムを、本学芸術工学府およびQREC（アントレプレナーシップ・センター）との連携によりスタートさせました。
　近年のビジネスでは、「モノ」が使われる際のユーザー・エクスペリエンス（UX）や「モノ」を介するサービスの仕組みを包含する「コト」の概念
が重視されており、さらには、「モノ」が使われることで実現される組織や社会のビジョンを描く行為も含めて、広義なデザインの概念がビジネ
スに取り込まれる時代となっています。また、不確実な時代環境において、まだ顕在化していない需要を見出し、それを事業機会として捉え、そ

こから新たな価値を創造するアントレプレナーシップは、ビジネス・パーソンが持つべき素養
として重要性を増しています。
　DBEXでは、 MBA（経営修士）が包含する経営マネジメント能力を有し、デザインの力を駆
使しながら事業機会を発見し、新たな価値創造に挑戦するアントレプレナーシップ溢れる人
材の輩出を目指します。なお、QBSの修了要件を満たしたうえで、芸術工学府やQREC提供
科目を含むDBEX科目群から所定の単位を修得した学生には、MBAの学位に加えて『DBEX

修了証』が授与されます。　 高田 仁（専攻長）

※申込時に会場参加もしくはオンライン参加をお選びください。

　QBSとQANとの共同事業「Q2ダイアログ」をスタートしました。「事業経営されてい
るQBS修了生」と、「QBSの教員」が対談し、その企業の活動や取り扱う商品・サー
ビスを掘り下げて紹介するという記事媒体です。栄えある第一回には、本企画の提
案者でもあるメカトラックス社の永里社長と目代先生に対談していただきました。
　この企画の面白さのポイントは、2つあると考えています。ひとつは、QBS修了生
の方が「この先生に、うちの会社の分析をしてほしい！」とか、「あの先生の視点で
会社を研究してもらって、事業展開へのアドバイスやお墨付きがほしい！」という、
ある種、贅沢な試みにチャレンジできること。もうひとつのポイントは、多くのQBS
修了生の方々に自社の取り組みやサービスを知ってもらえる、マーケティング活動
ができることです。

今後、企業のブランディングにも寄与できるような取り組みにしたいと考えておりますので、是非、多くの修了生OB／OGの方にご賛同いただ
き、本企画へのご協力いただけたら幸いです。お気軽にお問い合わせください。　　　　　　　Q２ダイアログ担当：大井 忠賢（12期生）

著者は物理学（物質帝国）から生物学（生
命王国）へ越境した、日本の生物物理学の開
拓者である。現代の経営学においてイノベー
ションの源泉とされる「知の探索」を、半世紀
以上前に科学の領域で実践したストーリーが
書かれている。日本のゲノムプロジェクトの初
期のリーダーでもあり、ヒトゲノムプロジェクトで
技術的に欧米の先を走っていた日本がなぜ
後塵を拝したのか、小柴カミオカンデプロジェ

クトと何が違ったのかなど、日本の科学技術の明と暗についても言及さ
れている。著者の人柄を表す“コラム”も読みどころの一つである。

荒木 啓充（新産業創出）

▶『物理学は越境する －ゲノムへの道－』
和田昭允 著、岩波書店、2005年8月発行、1,980円（税込）

本書は哲学者の学説を解説したもので
はなく、ソクラテス、アリストテレス、プラトン、
ハイデガー、デカルト、ヘーゲル、カント、ニー
チェ、サルトル等の哲学を基礎として、人生の
羅針盤や座標軸として「自分の力で輝く未
来を拓き、夢を叶え、成功し幸せになれる人
生哲学」について解説したものです。長年の
哲学研究所における深い哲学的な思索を
経て真に成功し幸せになれ、「幸せ成功サイ

クル」を回せるような深い内容の人生哲学をまとめたものです。是非
一読をお勧めします。
岩崎哲学研究所：https://saita2.sakura.ne.jp

岩崎 勇（九州大学名誉教授、岩崎哲学研究所所長）

▶『哲学　輝く未来を拓くために』
岩崎勇・四海雅子*1 共著、幻冬舎、2022年2月発行、990円（税込）
＊1：岩崎哲学研究所副所長

芸工との合同ゼミの成果（例）
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〈Q2ダイアログ〉

QBS教員のブックレビュー 岩崎名誉教授の著書紹介



令和4年3月19日
（土）15時より九州大
学大学院経済学府
産業マネジメント専
攻修了式が、伊都
キャンパスイースト2
号館にて執り行われ
ました。高田専攻長の開会の辞に続き、大石経済学府長の挨拶、そ
して九州旅客鉄道代表取締役社長の青柳俊彦様より来賓の祝辞
をいただきました。
　本年度は49名の修了生が学府長より学位記を授与され、成績優
秀者5名、南信子賞2名の表彰も行われました。QBS伝統のガウン
を着た修了生の皆様は、コロナ禍で様々な制限があった中での修
学は困難も多々あったかと思いますが、修了式では晴れやかな表情
で修了証書を手にしておられました。

2022年3月6日に第5
回MBA成長戦略フォー
ラムを執り行いました。2
年ぶりの対面開催を計
画していましたが、未だ
冷めやらぬCOVID-19
の脅威により今年もオ
ンライン開催となりました。今回は、QBSの魅力発信をテーマに2021年
度修了生によるプロジェクト演習の研究成果発表、ビジコン入賞者に
よるピッチ、修了生によるパネルディスカッションを実施いたしました。例
年にないプログラムの中、コロナ禍の開催で不安もありましたが、約90
名という非常に多くの方々にご参加頂きました。不確実性をテーマにし
たパネルディスカッションでは、キャリアプランやQBSでの過ごし方、修
了後の学びなど、参加者にとって非常に興味深い内容で、大いに盛り
上がりました。本フォーラムを通じて、参加者の皆様へ少しでもQBSの
魅力が伝わっていれば幸いです。　　　 　　　矢野 哲也（19期生）

第18期生修了式 第5回MBA成長戦略フォーラム

　2022年4月2日、春めく日
差しのもとQBS20期生の
入学式が行われました。
　48名の皆さま、ご入学お
めでとうございます！
　同日夜には、QBSの先生
方と在校生による、20期歓

迎会をzoomにて開催いたしました。先生方からお人柄溢れる激励
のお言葉を頂いた後、グループに分かれて交流を深めた本パー
ティーは、総勢70名以上の方に参加頂き、オンラインながら賑やか
な会となりました。
　今年度もハイブリット方式でのスタートとなりましたが、今後も親
交を深める様々な工夫を考えておりますので、ぜひご期待下さい！こ
れからQBSで価値のある学びを共に深められることを、心から楽し
みにしています。　　　　　　　　　　　　　前原 可林（19期生）

Welcome to QBS !
　令和4年4月2日（土）13時
半より九州大学大学院経
済学府産業マネジメント専
攻入学式が、伊都キャンパ
スイーストゾーンD-103講義
室にて開催されました。本
年度の入学式は昨年度に引

き続き、新型コロナウイルス感染予防対策に伴い、対面とオンライン
を組み合わせたハイブリッド型での開催となり、48名が入学されま
した。
　高田仁専攻長が開会の辞をされ、大石桂一経済学府長の挨拶
の後、一般財団法人九州オープンイノベーションセンター最高顧問 
麻生渡様より祝辞を、国立台湾師範大学グローバルビジネス戦略
研究院長 沈永正教授より祝電をいただきました。20期生の皆様の
ご入学、心より歓迎申し上げます。　　　力丸 美和（QBS支援室）

第20期生入学式

　日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する（株）
Relicの支援を得て、イントレプレナー（企業内起業家）養成講座を
スタートします。近年はスタートアップへの注目が高まっており、政府
も「スタートアップ創出元年」を掲げて支援を強化しています。また
同時に、既存企業における新規事業創出とそれを担うイントレプレ
ナー人材の養成も、我が国の産業活性化に向けた喫緊の課題とい
えます。(株)Relicは、これまで企業内新規事業／イノベーション・マ
ネジメントを支援するSaaS型プラットフォームを提供し国内企業を
数多く支援してきており、この度、同社のノウハウをQBSに提供頂く
ことによって、QBSが掲げる「新たな事業価値を創造するビジネス・
プロフェッショナルの育成」を強化します。

高田 仁（ビジネスにおける競争優位性特論、産学連携マネジメント）

（株）Relic寄附による
『イントレプレナー養成講座』の開講

　2013年（平成25年）から
始まったイブニングビジネス
スクールは、昨年度までに
48回開催されています。昨
年度・一昨年度は新型コロ
ナウィルス感染症の拡大に

より、オンラインでの実施となりましたが、オンライン開催では、
チャットを利用した双方向講義や遠方からの参加など多くの参加者
を得て、オンライン開催ならではの充実したイベントとなっています。
　今年度のイブニングビジネススクールは8月～12月の全5回、今年
もオンラインでの実施を予定しております。開催日や詳細について
は決まり次第、エフエム福岡のホームページ、QBSのホームページで
ご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。

イブニングビジネススクール今年も開催！

　中国を中心とする海外に向け
たQBSのプロモーションと学生募
集を目的に、3月8日20時から、
「QBSアジア説明会」をオンライン
で開催いたしました。
今回の開催に当たっても、

QBS9期修了生の 王 豪さんが運営される「ゆめ留学」のご協力によ
り、九州大学中国同窓会、QBS中国同窓会を含めて、さまざまなチャネ
ルから広報活動を行った結果、ZOOMのオンラインとライブ中継を合
わせて、約240名が参加されました。
　当日は広垣先生の模擬講義「プライシング(価格設定)で学ぶマー
ケティング戦略」について、あるいはQBSのプログラムについて、多くの
質問が寄せられました。
短期的に効果が出るものではありませんが、九州大学、QBSの知

名度の向上や、応募者数の増加につながればと期待しています。
星野 裕志（国際経営、国際ロジスティクス）

QBSアジア説明会（オンライン）を開催
　QBSは、日経ビジネススクール
と共同で「地域革新のMBA～グ
ローカル時代を生き抜く武器を
得るMBA体験講座～」を6月28
日から開講いたします。外部環
境が激変する中で、地域企業や

地域社会がさらなる革新を遂げ、より大きく成長していくためには
一体何が必要なのか。それは、従来の考え方を超えた視座であり、
新たな方法論ではないでしょうか。ビジネススクールは、まさにこれ
らを体得するために存在しています。
　本講座は、QBSのMBAプログラムの一端を提供するもので、
MBAに関心がある方にその内容を体験いただく絶好の機会になっ
ています。読者の皆様の周囲にMBAプログラムに興味がある方が
おられたら、ぜひご紹介いただければ幸いです。

小城 武彦（コーポレート・ガバナンスと監査、マネジメント・コントロール）

地域革新のMBA@福岡2022着任のご挨拶

2022年4月に着任しました安田聡子
と申します。長崎県出身です。約40年ぶり
に九州に戻ってまいりました。QBSでは
「産業と技術」を担当し、イノベーション
と制度の関係について講義しています。
　経済に産業革命の新しい波が起き
てから、社会に富が行き渡るまでには
100年以上の年月を要すると言われて
います。バイオテクノロジーとAIを軸とし

た第4次産業革命は始まってからまだ数十年、これからの世界には
想像もつかないような新しい可能性が広がっているでしょう。
　現在、日本はこの波にうまく乗り切れていないと指摘されます。日本
型経営システム－新卒一括採用や終身雇用、定期昇給、OJT、間接
金融等－は、工業化を主軸とした第2次産業革命の中では自動車産
業や電器産業の成長をもたらし、1980年代には世界のGDPの1割を
生み出す国を作りました。ところが、現在進行中の第4次産業革命は、
経済の様相を大きく変えています。革命の流れに乗り躍進する米国や
シンガポールの新興企業は、知識移転と吸収を戦略的に実行する
オープン・イノベーションと、博士号を持つ高度人材を世界中から集
めて短期間で成果を出しています。
　こうした企業を支えているもの、それは、実は制度です。企業が成功
裏にオープン・イノベーションを行うには、高度な特許政策と競争政
策の両方が必要です。外国人高度人材に活躍してもらうためには、透
明性の高い人的資源管理・業務プロセスの整備のみならず、高等教
育政策、科学・技術政策、入国管理も重要です。さらに自治体の魅力
や国のソフトパワーも必要です。
　このように第4次産業革命には新しい制度、そして新次元のエコシ
ステムが求められています。日本企業はどのような創意工夫を重ねて
イノベーションに取り組んでいるのか、企業のそうした活動を受けて
制度はどう変化しつつあり、近い将来、日本にどのようなエコシステム
が形成されるのか、受講生と共に学んでいきたいと思います。

安田 聡子 教授
　皆さん、こんにちは。2022年4月に着
任しました力丸美和です。2012年に
QBSを修了したQBS８期生でもありま
す。人生観を変えてくれたQBSに、教
員となって戻って来られたことを、大変
うれしく思っています。
　私は、これまで大学や日本語学校に
おいて、留学生を対象とした日本語教

育に従事してきましたが、QBSに入学したことで経営学の面白さに
目覚め、博士後期課程においても高等教育機関におけるダイバシ
ティ・マネジメントについての博士論文を執筆しました。
　ダイバシティ・マネジメントは、当初マイノリティの人々の地位を向
上することが重視されていましたが、近年は多様性を組織のパ
フォーマンスに生かすための研究が進んでいます。ダイバシティとい
うと、日本では女性の活躍が思い起こされることが多いと思います
が、ダイバシティとは性別や国籍だけではなく、パーソナリティや価
値観、物の考え方など、多岐にわたります。それらの違いをいかに組
織のパフォーマンスにつなげていくかが、ダイバシティ・マネジメント
です。
　グローバル化する社会の中で、多様な人々の協働が、これからま
すます増えていくことでしょう。その協働で生まれる力を最大限に
活かし、新たな価値を創造するお手伝いをすることが、学術的にも
実務的にも目標です。
　長らく教育業に従事してきたので、QBSでもその経験を活かし
て、学生の皆さんの学びをサポートしたいと思っています。どうぞ、
よろしくお願いいたします。

力丸 美和 助教



令和4年3月19日
（土）15時より九州大
学大学院経済学府
産業マネジメント専
攻修了式が、伊都
キャンパスイースト2
号館にて執り行われ
ました。高田専攻長の開会の辞に続き、大石経済学府長の挨拶、そ
して九州旅客鉄道代表取締役社長の青柳俊彦様より来賓の祝辞
をいただきました。
　本年度は49名の修了生が学府長より学位記を授与され、成績優
秀者5名、南信子賞2名の表彰も行われました。QBS伝統のガウン
を着た修了生の皆様は、コロナ禍で様々な制限があった中での修
学は困難も多々あったかと思いますが、修了式では晴れやかな表情
で修了証書を手にしておられました。

2022年3月6日に第5
回MBA成長戦略フォー
ラムを執り行いました。2
年ぶりの対面開催を計
画していましたが、未だ
冷めやらぬCOVID-19
の脅威により今年もオ
ンライン開催となりました。今回は、QBSの魅力発信をテーマに2021年
度修了生によるプロジェクト演習の研究成果発表、ビジコン入賞者に
よるピッチ、修了生によるパネルディスカッションを実施いたしました。例
年にないプログラムの中、コロナ禍の開催で不安もありましたが、約90
名という非常に多くの方々にご参加頂きました。不確実性をテーマにし
たパネルディスカッションでは、キャリアプランやQBSでの過ごし方、修
了後の学びなど、参加者にとって非常に興味深い内容で、大いに盛り
上がりました。本フォーラムを通じて、参加者の皆様へ少しでもQBSの
魅力が伝わっていれば幸いです。　　　 　　　矢野 哲也（19期生）

第18期生修了式 第5回MBA成長戦略フォーラム

　2022年4月2日、春めく日
差しのもとQBS20期生の
入学式が行われました。
　48名の皆さま、ご入学お
めでとうございます！
　同日夜には、QBSの先生
方と在校生による、20期歓

迎会をzoomにて開催いたしました。先生方からお人柄溢れる激励
のお言葉を頂いた後、グループに分かれて交流を深めた本パー
ティーは、総勢70名以上の方に参加頂き、オンラインながら賑やか
な会となりました。
　今年度もハイブリット方式でのスタートとなりましたが、今後も親
交を深める様々な工夫を考えておりますので、ぜひご期待下さい！こ
れからQBSで価値のある学びを共に深められることを、心から楽し
みにしています。　　　　　　　　　　　　　前原 可林（19期生）

Welcome to QBS !
　令和4年4月2日（土）13時
半より九州大学大学院経
済学府産業マネジメント専
攻入学式が、伊都キャンパ
スイーストゾーンD-103講義
室にて開催されました。本
年度の入学式は昨年度に引

き続き、新型コロナウイルス感染予防対策に伴い、対面とオンライン
を組み合わせたハイブリッド型での開催となり、48名が入学されま
した。
　高田仁専攻長が開会の辞をされ、大石桂一経済学府長の挨拶
の後、一般財団法人九州オープンイノベーションセンター最高顧問 
麻生渡様より祝辞を、国立台湾師範大学グローバルビジネス戦略
研究院長 沈永正教授より祝電をいただきました。20期生の皆様の
ご入学、心より歓迎申し上げます。　　　力丸 美和（QBS支援室）

第20期生入学式

　日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する（株）
Relicの支援を得て、イントレプレナー（企業内起業家）養成講座を
スタートします。近年はスタートアップへの注目が高まっており、政府
も「スタートアップ創出元年」を掲げて支援を強化しています。また
同時に、既存企業における新規事業創出とそれを担うイントレプレ
ナー人材の養成も、我が国の産業活性化に向けた喫緊の課題とい
えます。(株)Relicは、これまで企業内新規事業／イノベーション・マ
ネジメントを支援するSaaS型プラットフォームを提供し国内企業を
数多く支援してきており、この度、同社のノウハウをQBSに提供頂く
ことによって、QBSが掲げる「新たな事業価値を創造するビジネス・
プロフェッショナルの育成」を強化します。

高田 仁（ビジネスにおける競争優位性特論、産学連携マネジメント）

（株）Relic寄附による
『イントレプレナー養成講座』の開講

　2013年（平成25年）から
始まったイブニングビジネス
スクールは、昨年度までに
48回開催されています。昨
年度・一昨年度は新型コロ
ナウィルス感染症の拡大に

より、オンラインでの実施となりましたが、オンライン開催では、
チャットを利用した双方向講義や遠方からの参加など多くの参加者
を得て、オンライン開催ならではの充実したイベントとなっています。
　今年度のイブニングビジネススクールは8月～12月の全5回、今年
もオンラインでの実施を予定しております。開催日や詳細について
は決まり次第、エフエム福岡のホームページ、QBSのホームページで
ご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。

イブニングビジネススクール今年も開催！

　中国を中心とする海外に向け
たQBSのプロモーションと学生募
集を目的に、3月8日20時から、
「QBSアジア説明会」をオンライン
で開催いたしました。
今回の開催に当たっても、

QBS9期修了生の 王 豪さんが運営される「ゆめ留学」のご協力によ
り、九州大学中国同窓会、QBS中国同窓会を含めて、さまざまなチャネ
ルから広報活動を行った結果、ZOOMのオンラインとライブ中継を合
わせて、約240名が参加されました。
　当日は広垣先生の模擬講義「プライシング(価格設定)で学ぶマー
ケティング戦略」について、あるいはQBSのプログラムについて、多くの
質問が寄せられました。
短期的に効果が出るものではありませんが、九州大学、QBSの知

名度の向上や、応募者数の増加につながればと期待しています。
星野 裕志（国際経営、国際ロジスティクス）

QBSアジア説明会（オンライン）を開催
　QBSは、日経ビジネススクール
と共同で「地域革新のMBA～グ
ローカル時代を生き抜く武器を
得るMBA体験講座～」を6月28
日から開講いたします。外部環
境が激変する中で、地域企業や

地域社会がさらなる革新を遂げ、より大きく成長していくためには
一体何が必要なのか。それは、従来の考え方を超えた視座であり、
新たな方法論ではないでしょうか。ビジネススクールは、まさにこれ
らを体得するために存在しています。
　本講座は、QBSのMBAプログラムの一端を提供するもので、
MBAに関心がある方にその内容を体験いただく絶好の機会になっ
ています。読者の皆様の周囲にMBAプログラムに興味がある方が
おられたら、ぜひご紹介いただければ幸いです。

小城 武彦（コーポレート・ガバナンスと監査、マネジメント・コントロール）

地域革新のMBA@福岡2022着任のご挨拶

2022年4月に着任しました安田聡子
と申します。長崎県出身です。約40年ぶり
に九州に戻ってまいりました。QBSでは
「産業と技術」を担当し、イノベーション
と制度の関係について講義しています。
　経済に産業革命の新しい波が起き
てから、社会に富が行き渡るまでには
100年以上の年月を要すると言われて
います。バイオテクノロジーとAIを軸とし

た第4次産業革命は始まってからまだ数十年、これからの世界には
想像もつかないような新しい可能性が広がっているでしょう。
　現在、日本はこの波にうまく乗り切れていないと指摘されます。日本
型経営システム－新卒一括採用や終身雇用、定期昇給、OJT、間接
金融等－は、工業化を主軸とした第2次産業革命の中では自動車産
業や電器産業の成長をもたらし、1980年代には世界のGDPの1割を
生み出す国を作りました。ところが、現在進行中の第4次産業革命は、
経済の様相を大きく変えています。革命の流れに乗り躍進する米国や
シンガポールの新興企業は、知識移転と吸収を戦略的に実行する
オープン・イノベーションと、博士号を持つ高度人材を世界中から集
めて短期間で成果を出しています。
　こうした企業を支えているもの、それは、実は制度です。企業が成功
裏にオープン・イノベーションを行うには、高度な特許政策と競争政
策の両方が必要です。外国人高度人材に活躍してもらうためには、透
明性の高い人的資源管理・業務プロセスの整備のみならず、高等教
育政策、科学・技術政策、入国管理も重要です。さらに自治体の魅力
や国のソフトパワーも必要です。
　このように第4次産業革命には新しい制度、そして新次元のエコシ
ステムが求められています。日本企業はどのような創意工夫を重ねて
イノベーションに取り組んでいるのか、企業のそうした活動を受けて
制度はどう変化しつつあり、近い将来、日本にどのようなエコシステム
が形成されるのか、受講生と共に学んでいきたいと思います。

安田 聡子 教授
　皆さん、こんにちは。2022年4月に着
任しました力丸美和です。2012年に
QBSを修了したQBS８期生でもありま
す。人生観を変えてくれたQBSに、教
員となって戻って来られたことを、大変
うれしく思っています。
　私は、これまで大学や日本語学校に
おいて、留学生を対象とした日本語教

育に従事してきましたが、QBSに入学したことで経営学の面白さに
目覚め、博士後期課程においても高等教育機関におけるダイバシ
ティ・マネジメントについての博士論文を執筆しました。
　ダイバシティ・マネジメントは、当初マイノリティの人々の地位を向
上することが重視されていましたが、近年は多様性を組織のパ
フォーマンスに生かすための研究が進んでいます。ダイバシティとい
うと、日本では女性の活躍が思い起こされることが多いと思います
が、ダイバシティとは性別や国籍だけではなく、パーソナリティや価
値観、物の考え方など、多岐にわたります。それらの違いをいかに組
織のパフォーマンスにつなげていくかが、ダイバシティ・マネジメント
です。
　グローバル化する社会の中で、多様な人々の協働が、これからま
すます増えていくことでしょう。その協働で生まれる力を最大限に
活かし、新たな価値を創造するお手伝いをすることが、学術的にも
実務的にも目標です。
　長らく教育業に従事してきたので、QBSでもその経験を活かし
て、学生の皆さんの学びをサポートしたいと思っています。どうぞ、
よろしくお願いいたします。

力丸 美和 助教
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鬼崎 美緒さん（19期生）
所属▶株式会社ジェイコム九州

　「なぜMBAを？なぜQBSで？」それは入学前も、在学中も、そし
ておそらく修了してからも、自問自答し続けることではないかと思
います。

　私は正しいリーダーシップのあり方への疑問と、新規事業創出に対する志を
持ってQBSに入学しました。この1年間で学生会長として組織運営のあり方を考
え、悩みながらも具体的に行動したり、講義を通して得た知識を活用しながらビ
ジネスプランコンテストにチームで挑戦したりすることができました。
　そして今、自分でも驚くことに、人生の中で思い描くことのなかったキャリアの可
能性を追いかけ始めています。しかし本来ビジネススクールというのはそういう場
所なのかもしれません。QBSでの時間は「自分が変わる、自分を変える絶好の機
会」なのです。多くの方にとってQBSで学ぶことが人生の中で素晴らしい経験に
なることを願っております。

　私が所属する会社は運輸、不動産、物流等の多角的な経
営を行っています。一人一人の業務は細分化されており、異
動によりジャンルの異なる業務を担当することも多く、自分自

身のビジネススキルを総合的に高めたいと考えたことが入学を志望した理由
です。私は2020年に入学、2022年に修了しました。在学期間はすべてコロナ
禍であり、授業・イベントがオンラインまたは中止になることもありましたが、
QBSはオンライン授業も充実しており、通常授業と遜色なく学ぶことができま
した。経営、財務、戦略、組織等、体系的に学ぶことができるカリキュラムは私
にとって非常に有意義なものでした。そのなかでも同期生の存在はとても大き
なもので、切磋琢磨して刺激になったことはもちろん、修了後も繋がりを持つ
ことができており、一生の財産になりました。今後もゼミの小城先生から学ん
だ強い「知」（理論）と「軸」（経営観）を磨くことができるよう学びを続けたいと
思います。

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

在校生・修了生紹介
宮嶋 貴之さん（18期生）
所属▶西日本鉄道株式会社

●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学務課（経済担当）
TEL.092-802-6383
ホームページ https://qbs.kyushu-u.ac.jp/
　  facebook.com/QBS.MBA

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

 ■大学説明会
　日時：8月3日（水）19:00～21:10
　場所：JR博多シティ10階 大会議室
　模擬講義：広垣 光紀 准教授
　「消費者心理から学ぶマーケティング」

■オープンキャンパス
　日時：9月10日（土）14:00～16:10
　場所：伊都キャンパス イースト2号館D-105
　模擬講義：平野 琢 講師
　「企業不祥事はなぜ起きるのか？
　 ～企業不祥事の発生メカニズム～」

QBS大学説明会・オープンキャンパスのご案内
九州大学ビジネス・スクール（QBS）では、2023年4月入学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、社会人学生である修了生・在校生の仕事と学業の両立、
QBSに入学することのメリット等の体験談を聞くことができるプログラムをご準備しております。なお、当日は会場からZOOMを利用した、
ライブ配信も実施いたします。会場にお越しいただくことが難しい方は、リモートでもご参加いただけます。
ぜひこの機会にQBSでの学びに触れてみませんか。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。

ホームページ：https://qbs.kyushu-u.ac.jp/
◎募集要項のダウンロードができます◎

九州大学ビジネス・スクール＜MBA課程＞
2023年4月入学生（21期生）

出願期間／令和4年9月26日（月）～10月3日（月）17時まで
募集人員／45名（特別選抜 若干名含む）
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／令和4年10月29（土）・30日（日）

■入学試験について詳しくはホームページをご覧下さい■

募集のお知らせ ～ 一般選抜 ～

申込方法： 

お問合せ：

下記URLの申込フォームよりお申込み下さい。
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/form-sys/
九州大学ビジネス・スクール（QBS）支援室
Ｅ-mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

新たな修了証プログラム“DBEX”がスタート
　QBSでは、2022年度から新たに“DBEX (Design/Business/Entrepreneurship Crossing Track)”と称するデザインやアントレプレナーシップ領
域との融合基盤をもつ修了証プログラムを、本学芸術工学府およびQREC（アントレプレナーシップ・センター）との連携によりスタートさせました。
　近年のビジネスでは、「モノ」が使われる際のユーザー・エクスペリエンス（UX）や「モノ」を介するサービスの仕組みを包含する「コト」の概念
が重視されており、さらには、「モノ」が使われることで実現される組織や社会のビジョンを描く行為も含めて、広義なデザインの概念がビジネ
スに取り込まれる時代となっています。また、不確実な時代環境において、まだ顕在化していない需要を見出し、それを事業機会として捉え、そ

こから新たな価値を創造するアントレプレナーシップは、ビジネス・パーソンが持つべき素養
として重要性を増しています。
　DBEXでは、 MBA（経営修士）が包含する経営マネジメント能力を有し、デザインの力を駆
使しながら事業機会を発見し、新たな価値創造に挑戦するアントレプレナーシップ溢れる人
材の輩出を目指します。なお、QBSの修了要件を満たしたうえで、芸術工学府やQREC提供
科目を含むDBEX科目群から所定の単位を修得した学生には、MBAの学位に加えて『DBEX

修了証』が授与されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田 仁（専攻長）

※申込時に会場参加もしくはオンライン参加をお選びください。

　QBSとQANとの共同事業「Q2ダイアログ」をスタートしました。「事業経営されてい
るQBS修了生」 と、「QBSの教員」が対談し、その企業の活動や取り扱う商品・サー
ビスを掘り下げて紹介するという記事媒体です。栄えある第一回には、本企画の提
案者でもあるメカトラックス社の永里社長と目代先生に対談していただきました。
　この企画の面白さのポイントは、2つあると考えています。ひとつは、QBS修了生
の方が「この先生に、うちの会社の分析をしてほしい！」とか、「あの先生の視点で
会社を研究してもらって、事業展開へのアドバイスやお墨付きがほしい！」という、
ある種、贅沢な試みにチャレンジできること。もうひとつのポイントは、多くのQBS
修了生の方々に自社の取り組みやサービスを知ってもらえる、マーケティング活動
ができることです。

　今後、企業のブランディングにも寄与できるような取り組みにしたいと考えておりますので、是非、多くの修了生OB／OGの方にご賛同いただ
き、本企画へのご協力いただけたら幸いです。お気軽にお問い合わせください。　　　　　　　Q２ダイアログ担当：大井 忠賢（12期生）
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