


産業マネジメント専攻 アドミッションポリシー
教育理念
本専攻は、先端的なビジネスの知識と高度なアドミニストレーション
能力をもとに、産業や企業のグローバルな展開を主体的に担い、ま
た技術とビジネスの連携を先導するマネジメント能力を発揮して、新
時代の産業社会を切り拓いてゆくビジネス・プロフェッショナルを育
成します。

教育プログラム
本専攻の教育課程は、文部科学省専門職大学院設置基準第二条
の「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うため
の深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする」に沿って、経
営専門職に求められる知識、能力を修得させるための科目により編
成されています。また、「経営と産業技術の知見をもって変革をリード
し、アジアで新たな事業価値を創造する国際的なビジネス・プロ
フェッショナル」を育成すべき人材像としており、そのカリキュラムは、
経営専門職育成のためのマネジメント関連基礎科目（MBAベーシッ
クス）を土台として、「資源・組織分野」「市場・戦略分野」「金融・財
務分野」「アジア分野」「MOT分野」の選択科目により構成されてい
ます。実社会において高度な専門性が求められる職業を担うための
深い学識および卓越した能力を培うべく、「学びを仕事に活かし、仕
事を学びに活かす」をモットーに、高度職業人養成のための体系的
なプログラムが組まれています。

求める学生像
ビジネスの実践的知への旺盛な学習意欲を持ち、ビジネスのフロン
ティアに立つ意志と行動力にあふれた社会人を選抜します。同時に、
異質な視野や知識の相互交流によって新しい知識が生まれることを
企図して、幅広い社会体験を持つ日本人のみならず外国人、留学
生、学部等から直接進学する者若干名を受け入れています。これに
よってアジアで活躍できることを始めとする国際的な人材育成をめざ
し、かつ実務経験を持たない進学者に、社会人との交流を通じてビ
ジネスに求められる実践的な知のあり方を知り、マネジメントのセンス
を涵養するための教育機会を提供します。

入学者選抜の基本方針
選抜においては、書類審査と面接を重視し、公平性・透明性を確保
しています。
【一般選抜】
出願時に企業・官公庁等において原則として２年以上の実務経験
を有する社会人又は出願時に大学または大学院に在学する者を対
象として、第１次試験では出願書類による審査により学習能力、学習
意欲、将来性等を精査します。第２次試験（第１次試験合格者のみ）
では、日本語での口頭試問による審査として、資質、将来性、意欲、
語学力（外国籍の者）等を精査します。また英語能力を証明する書
類の未提出者には、英語授業への適性を審査します。選抜に当たっ

ては、個々の能力に加えて教育効果を高めるための多様性、
国際性の確保も判断基準に加えます。

【特別選抜】
特別選抜では、変革に関する問題意識を有し、新たな事業
価値の創造に挑戦する意欲をもって、技術経営（MOT）やア
ジア・ビジネスに関する専門知識の学修に取り組み、価値創
造の構想を深化させるとともに、構想を実行に移す意思を持
つ学生の募集を重点的に行います。選抜は、書類（学習計画
書および課題論文）による審査と日本語での口頭試問による
審査により行います。

※入試の詳細は、別途公表される募集要項をご参照下さい。
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QBSの一流の教授陣のもとでインテン
シブに学び、真のビジネス・リーダーを
目指してください。あなたが求めている
ものは、間違いなくここにあります。

QBSにおける２年間のMBA課程はハード
ワークですが、激変する社会環境下にお
いて変革を厭わず、新たな価値創造を
担うリーダー人材たらんとする方にぜひ
挑戦頂き、学びの先にある未来を自ら
掴んで頂きたい。
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新たな事業価値を創造する
アジアのビジネス・プロフェッショナルの育成
働きながら学ぶ
QBSの国際展開
QBSの社会連携
総合大学の強みを活かした教授陣
学生の声
修了後も協働する人的ネットワーク
時間割
開講科目と修了要件
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九州大学ビジネス・スクールは、大学基準協会より、
『経営系専門職大学院認証の適合認定』（2019年
4月1日発効）を取得しています。

大学基準協会より、
『経営系専門職大学院認証評価』の
適合認定を取得

MBA PROGRAM
2021 22

01



産業マネジメント専攻 アドミッションポリシー
教育理念
本専攻は、先端的なビジネスの知識と高度なアドミニストレーション
能力をもとに、産業や企業のグローバルな展開を主体的に担い、ま
た技術とビジネスの連携を先導するマネジメント能力を発揮して、新
時代の産業社会を切り拓いてゆくビジネス・プロフェッショナルを育
成します。

教育プログラム
本専攻の教育課程は、文部科学省専門職大学院設置基準第二条
の「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うため
の深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする」に沿って、経
営専門職に求められる知識、能力を修得させるための科目により編
成されています。また、「経営と産業技術の知見をもって変革をリード
し、アジアで新たな事業価値を創造する国際的なビジネス・プロ
フェッショナル」を育成すべき人材像としており、そのカリキュラムは、
経営専門職育成のためのマネジメント関連基礎科目（MBAベーシッ
クス）を土台として、「資源・組織分野」「市場・戦略分野」「金融・財
務分野」「アジア分野」「MOT分野」の選択科目により構成されてい
ます。実社会において高度な専門性が求められる職業を担うための
深い学識および卓越した能力を培うべく、「学びを仕事に活かし、仕
事を学びに活かす」をモットーに、高度職業人養成のための体系的
なプログラムが組まれています。

求める学生像
ビジネスの実践的知への旺盛な学習意欲を持ち、ビジネスのフロン
ティアに立つ意志と行動力にあふれた社会人を選抜します。同時に、
異質な視野や知識の相互交流によって新しい知識が生まれることを
企図して、幅広い社会体験を持つ日本人のみならず外国人、留学
生、学部等から直接進学する者若干名を受け入れています。これに
よってアジアで活躍できることを始めとする国際的な人材育成をめざ
し、かつ実務経験を持たない進学者に、社会人との交流を通じてビ
ジネスに求められる実践的な知のあり方を知り、マネジメントのセンス
を涵養するための教育機会を提供します。

入学者選抜の基本方針
選抜においては、書類審査と面接を重視し、公平性・透明性を確保
しています。
【一般選抜】
出願時に企業・官公庁等において原則として２年以上の実務経験
を有する社会人又は出願時に大学または大学院に在学する者を対
象として、第１次試験では出願書類による審査により学習能力、学習
意欲、将来性等を精査します。第２次試験（第１次試験合格者のみ）
では、日本語での口頭試問による審査として、資質、将来性、意欲、
語学力（外国籍の者）等を精査します。また英語能力を証明する書
類の未提出者には、英語授業への適性を審査します。選抜に当たっ

ては、個々の能力に加えて教育効果を高めるための多様性、
国際性の確保も判断基準に加えます。

【特別選抜】
特別選抜では、変革に関する問題意識を有し、新たな事業
価値の創造に挑戦する意欲をもって、技術経営（MOT）やア
ジア・ビジネスに関する専門知識の学修に取り組み、価値創
造の構想を深化させるとともに、構想を実行に移す意思を持
つ学生の募集を重点的に行います。選抜は、書類（学習計画
書および課題論文）による審査と日本語での口頭試問による
審査により行います。

※入試の詳細は、別途公表される募集要項をご参照下さい。

Kyushu University Business School／ 02

QBSの一流の教授陣のもとでインテン
シブに学び、真のビジネス・リーダーを
目指してください。あなたが求めている
ものは、間違いなくここにあります。

QBSにおける２年間のMBA課程はハード
ワークですが、激変する社会環境下にお
いて変革を厭わず、新たな価値創造を
担うリーダー人材たらんとする方にぜひ
挑戦頂き、学びの先にある未来を自ら
掴んで頂きたい。

経済学府長

大石 桂一
Keiichi OISHI

産業マネジメント専攻長

高田 仁
Megumi TAKATA

03
05
06
07
08
12
14
15
17

新たな事業価値を創造する
アジアのビジネス・プロフェッショナルの育成
働きながら学ぶ
QBSの国際展開
QBSの社会連携
総合大学の強みを活かした教授陣
学生の声
修了後も協働する人的ネットワーク
時間割
開講科目と修了要件

C ON T ENTS

Kyushu University
Business School

九州大学ビジネス・スクールは、大学基準協会より、
『経営系専門職大学院認証の適合認定』（2019年
4月1日発効）を取得しています。

大学基準協会より、
『経営系専門職大学院認証評価』の
適合認定を取得

MBA PROGRAM
2021 22

01



T o  b e  a n  A s i a n  B u s i n e s s  P r o f e s s i o n a l

Kyushu University
Business School

MBA PROGRAM
2021 22

アジアの有力ビジネス・スクールとの間で、
交換留学（半年間）や

学生交流（３～４日）を実施しています。

MOTに立脚した事業価値創造の
公開セミナーや研究会を行っています。

ASIA MOT 高度な経営教育

Kyushu University Business School／ 0403

アジア提携校でのワークショップ 事業価値創造のワークショップ

2年次に1年間実施されるゼミ形式の授業

アジア提携校との
アイデア・コンテスト

ビジネスプラン・コンテスト 各種コンテストへの出場や起業

新たな事業価値創造

プロジェクト演習

新たな事業価値を創造する
アジアのビジネス・プロフェッショナルの育成

了後は経営のプロに
　本課程修了後、卒業生は「経営修士（専門職）」という学位、つまり、世界的に通用するMBA（Master of Business 

Administration）の学位が授与されます。MBAは、高度な経営管理を専門的に学んだ証であり、QBSでは、MBAの名にふさわし
い、経営プロフェッショナルにとって重要な基礎知識、専門知識を提供します。

ジアのリーダーを目指します
　世界の成長センターであるアジアの発展を共有し、共に繁栄していくことは、日本にとって大変重要であり、そうした動き

をリードできるビジネス・プロフェッショナルの存在が不可欠です。九州は、歴史的にも地理的にもアジアのポータルといえます。九州
で最初に設立されたビジネス・スクールであるQBSは、アジア屈指のビジネス教育の拠点でありたいという願いと、アジア・ビジネス
研究で世界をリードするという志のもとに、アジア関連のテーマや科目を重点配置しています。

新技術から事業価値を生む人材に
　技術立国・日本の中でも九州はそのフロンティアに立っています。九州がアジアの発展の先導役を果たしていく上で鍵と

なるのは、産業技術です。九州には様々な技術の集積がありますが、QBSがビジネス・スクールとして重視するのは、技術を事業価
値に結びつける、すなわちMOT（Management of Technology）です。QBSのMOTは、総合大学をバックに持つ強みを活かし、
技術とビジネスを結ぶ特色ある教育プログラムとなっています。

実した「マネジメント」「Asia」「MOT」教育
　以上を要約すると、QBSのカリキュラムは、ビジネス・プロフェッショナル育成のためのマネジメント関連科目を土台にし

て、九州に立地するビジネス・スクールに相応しいアジア関連科目と九州大学の得意とするMOTを配置した独自性の高い特色ある
教育体系と言うことができます。QBSは、「理論と実践」を融合するアジア有数のビジネス教育拠点として、アジアをリードする経営の
プロフェッショナルを輩出し、「人」と「知」で九州とアジアを繋ぎます。

修
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仕事が学びに、学びが仕事に
　仕事をしながら学ぶことで、QBSで学んだ事柄をビジネスの現場で即座に試すことができ、「理論と実践」を身をもって経験することが可能となり
ます。また、実践することによって得られた疑問を講義に持ち込んで討議するという、理想的なサイクルの中で学びが定着していきます。様々な業界の
多様な職種で実際に活躍する学生が集まって、それぞれの立場や経験から意見を戦わせることにより、学習効果の向上が図られています。全国の教
育界・産業界から集まった一流の教授陣が、現場感覚にあふれた講義を行っています。

QBSは社会人を大切にします
　「仕事を学びに活かし、学びが仕事に活きる」が基本的な考え方です。現在のキャリアを中断させることなく仕事と学びを両立できるよう、QBSは社
会人を様々な角度からサポートしています。　　　　　

社会人の仕事に支障のないよう平日（月～
金）は交通至便な博多教室（JR九州博多シ
ティ）で18時30分から90分の講義2コマを
行い、土曜日は伊都キャンパスで講義が行
われます。また非常勤講師による集中講義や
ビジネス界の最先端で活躍される方々によ
るセミナー等も週末に開催します。

平日の夜間開講（博多）
週末の昼間開講（伊都）

大学間の協定に基づくアジアの主要ビジネ
ススクールとの交換留学制度を活用して、
QBS学生は２年次前期にアジアのビジネス
スクールに滞在し、アジアのビジネススクール
の学生は後期にQBSに滞在します。留学先
では英語による講義を履修できます。 

交換留学制度
標準的な履修期間は２年ですが、多忙な業
務に合わせて社会人学生は標準年限を超
えて３年間にわたる教育課程を選ぶこともで
きます。（２年間分の授業料は３年に分割して
納入いただきます）

長期履修制度

出張やその他の理由から講義に出席できな
い場合は、インターネットにアクセスすること
により後日、講義内容をフォローすることが可
能です。

e-learning
伊都キャンパス経済学部棟には、終日利用
可能なＱＢＳ学生専用の自習室とロッカーを
備えています。また、博多駅教室にも自習室、
図書室、ロッカーを備えています。
その他、学生サロンやITルームもあります。

自習室・図書室

QBSの講座は厚生労働大臣により指定され
た教育訓練プログラムです。一定の条件を満
たした場合、課程修了後に授業料・入学料の
最大70％がハローワークより還付されます。

専門実践教育訓練
給付金制度

2019年度から中央大学ビジネス・スクール
との協定に基づき、東京転勤が生じても同
校で学び続けて修了を可能とする制度がス
タートしました。

急な東京転勤でも
学び続けられる制度

1年次には、担任教員のもとで将来のキャリ
アパスに向けた勉学テーマの検討を行いま
す。２年次には指導教員のもと、専門性の確
保やキャリアパスとの整合性を高めます。　
　

指導教員制

ビジネスに関する知識や情報は日々進化し
ます。QBSの修了生は修了した後も、QBS
の講義を聴講生として受講し、知識の刷新
を行うことができます。
※2013年4月から、入学料が不徴収となりま
した。

リカレント聴講制度

QBSの国際展開
I n t e r n a t i o n a l  E x p a n s i o n

アジアにフォーカスした独創的な教育プログラム
　QBSはアジア屈指のビジネス教育の拠点を目指して、ダイナミックかつ急速な発展を遂げているアジア各国の有力ビジネス・スクールとの交流を
推進しています。アジアの玄関口である、福岡という立地を生かした、QBSならではの独創的な教育プログラムが展開されています。

　QBSは2015年5月よりアジアパシフィック
のビジネススクール組織であるAAPBS
（Association of Asia-Pacific Business 
Schools）に加入しました。AAPBSにはアジ
アを中心としてアメリカ・ヨーロッパを含む21
カ国から130のビジネススクールが参加しています。QBSの
AAPBSの加盟により、多くの有力ビジネススクールとイベントで
の交流が可能となっています。

　QBSでは1年に2回（夏期・春期休暇中）にスタディーツアーを
行い、提携校のビジネス・スクール学生との意見交換や、現地の
企業や工場見学をはじめとする現地視察によってアジアの成長
を目の当たりにすることができます。提携校の教員による講義や
提携校からのケースを使った学習を通じて、現在おきている問
題を解決する方略を学びます。ICABEは、2005年3月の上海交
通大学を端緒に、通算32回開催されており（2021年3月現在）、
交流の幅や質はますます高まっています。

　QBSでは、大学間および部局間の学生交流協定に基づいて、
学生が中国・タイをはじめとする海外の提携ビジネス・スクール
へ原則として2年目の前期に半年間留学するプログラムを実施
しています。例年、数名の学生が留学し、専門科目の習得、異文
化コミュニケーション力の向上に励んでいます。提携校からの交
換留学生の受入は9月末から翌年の2月までで、2007年度から
例年8～15名程度受け入れています。2020年度は中国から5名
を遠隔授業にて受け入れました。

アジアビジネス教育国際コンソーシアム
（International Consortium of Asian Business Education, ICABE）

交換留学の機会

AAPBS加盟 外国人客員教授の招聘

韓国  KAIST

大連  大連理工大学／東北財経大学
瀋陽  東北大学
長春  吉林大学

北京  北京大学／中国人民大学

上海  上海交通大学
南京  南京大学
杭州  浙江大学

台湾  国立政治大学

タイ  チュラロンコン大学／タマサート大学

九大提携先

部局間協定

部局間協定

九大提携先

九大提携先

九大提携先

九大提携先

九大提携先

部局間協定

台湾  国立台湾師範大学九大提携先

九大提携先

武漢  華中科技大学九大提携先

フィリピン  アテネオ・デ・マニラ大学九大提携先

　QBSのアジア関連科目である「アジアビジネス戦略」は、アジアの提携
校から教員の派遣を受け、開講されています。2004年度より、浙江大学、
復旦大学、華中科技大学、東北大学、大連理工大学、KAIST、チュラロン
コン大学、サンノゼ州立大学、国立台湾師範大学など、通算18名の外国
人教員が招聘されており（2021年7月現在）、福岡にいながらアジアビジ
ネスのダイナミズム、経営戦略を学ぶことができます。
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QBSの社会連携
S o c i a l  C o o p e r a t i o n

言語文化研究院
Faculty of

Languages & Cultures

法学研究院
Faculty of Law

他大学・他機関
（非常勤講師）

Other Institutions

産業マネジメント部門
Department of 

Business and Technology Mgt.

Faculty of Economics

産業・企業システム部門
Department of 

Industry and Business System

国際経済経営部門
Department of 

Int ’ l  Economy and Management

経済工学部門
Department of 

Economic Engineering

経済学研究院

ロバート・ファン／
アントレプレナー
シップ・センター

QREC

　グローバリゼーションの進展や技術革新によって、経営環境はより複雑化・高度化の一途をたどっています。一方、視点を変えればゲーム・チェンジ
の機会にあふれた時代にあるともいえます。QBSでは、様 な々イベントや媒体を通して、新たな事業価値の創造につながる知を発信しています。

　経済学府産業マネジメント部門（QBS）には現在、研究者または実務家として一流の業績を有する教員が在籍しており、最先端の経営学の英知
を教授しています。また、総合大学としての九州大学の強みを活かし、他部局・他部門より各分野をリードする教員がQBSの教育に参画し、多様な学びの
ニーズに対応しています。

　QBSでは2011年から学生が主体となって「ビジネスプラン・コンテス
ト」を行っています。ビジネス・スクールにおける実践的な教育プログラム
で得た知識を活用し、具体的なアウトプットを「ビジネスプラン」として出
す訓練の場として提供されるものです。ゲストによる基調講演が行われた
後、チーム毎にビジネスプランを競い合います。

　2016年度より「QBSフォーラム」から「ＭＢＡ成長戦略フォーラム」と名
称を変更し、従来行われていたプロジェクト演習論文の発表はもちろん、
ＱＢＳで得られた経験や成長、修了後の活躍に新たに焦点をあてた
フォーラムへと生まれ変わりました。現役生や修了生による講演も行わ
れ、ＱＢＳの魅力を広く社会へ向けアピールする場となっています。

　QBS社会連携事業とし
て、2010年度より「短期
エグゼクティブ・プログラ
ム」を開講しています。こ
れは、40～50歳代を中
心とした大企業、中堅企
業、金融機関、公的機関
等の経営幹部の方を対
象にMBAコースのエッセンスについての短期集中研修を行うものです。
約4ヶ月間でMBAのエッセンスに加えて最新のビジネス知識を修得でき
るプログラムとなっています。

　毎朝月曜日～木曜日のラジオ番
組でQBSの教員を中心とした出演
者が社会人に役立つビジネスの話
を提供しています。公式サイトでは、
これまでの放送内容をポッドキャス
トとブログで配信しています。

　QTnetモーニングビジネスス
クールのライブ版で、ラジオの放
送内容を基として通常のビジネス
スクールの講義内容をわかりやす
くイベント化したもので、番組パー
ソナリティーが司会となってQBS
教員が講師として登場します。

ビジネスプラン・コンテスト

QTnetモーニングビジネススクール

MBA成長戦略フォーラム

短期エグゼクティブ・プログラム

イブニングビジネススクール

九州大学にある４つの専門職大学院（ビジネス・スクール、ロー・スクール、
医療経営・管理学専攻、実践臨床心理学専攻）が2006年4月にコンソー
シアムを設立し、相互連携による新たな教育・研究プログラムを展開してい
ます。現在は、大学院間での相互履修制度、市民公開講座などを実施して
います。

専門職大学院コンソーシアム

2010年12月の設立以来、QREC（九州大学ロバート・ファン/アントレプレ
ナーシップ・センター）は、多様なアントレプレナーシップ関連科目やプログ
ラムを提供しており、既に多くのQBS生が関連科目を履修しています。

QREC
（九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター）

文部科学省による「科学技術イノベーション政策における『政策のための
科学』」の領域開拓拠点のひとつとして、2012年4月にCSTIPS（九州大学
科学技術イノベーション政策教育研究センター）が設立され、既にQBS生
も履修可能な科目が複数提供されています。

CSTIPS
（九州大学科学技術イノベーション政策教育研究センター）

デザイン、ビジネス、アントレプレナーシップの融合によりイノベーション創
出プロセスに必須の人材を育成するため、セミナーやシンポジウムを定期
的に開催しています。また、実社会の課題を創造的に解決する実践的科目
「共創型クリエイティブ・リーダーシップ演習」を臨時開講しています。

九州大学 芸術工学研究院

QTnetモーニングビジネススクール

QREC
CSTIPS

QBS

CSTIPS

科学技術イノベーション
政策教育研究センター

Faculty of Design

芸術工学研究院
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短期エグゼクティブ・プログラム

イブニングビジネススクール
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います。
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九州大学 芸術工学研究院

QTnetモーニングビジネススクール

QREC
CSTIPS

QBS

CSTIPS

科学技術イノベーション
政策教育研究センター

Faculty of Design

芸術工学研究院
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新たな事業価値を創造する、ハイレベルな人材の育成には、教育・研究の両面において卓越した指導者が教壇に立たねばなりません。
QBSの専任教員は研究者または実務家として一流の実績を有しています。
毎年多くの修了生がQBSでの学びに高い満足度を示しており、社会において顕著な活躍がみられます。
日々の講義では、九州大学が誇る日本屈指の教育・研究環境のもと、従来の枠組みを超えた英知が、教員と学生との活発な議論を通して創造されています。
この「理論と実践の融合」こそ、世界に通用する経営プロフェッショナルの育成に不可欠であると、QBSは考えています。

MOTのノウハウを徹底的に指導

教授
高田　仁
実務経験者
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

企業は、不合理な戦略や組織を以てする経営で
は一時的な成功を収めることはできても持続的な
成長を遂げることはできません。持続可能な存在
には必ず何らかの合理性、すなわち論理的なプロ
セスへの適合性があります。論理的に考えること
は、この適合性の探求に他ならず、それのみが企
業を持続的な成長に導く唯一の実践的な方法で
す。私の講義は、そのような探求の場として開かれ
ています。

産学連携やMOTに立脚した企業の競争優位性
に関する講義を担当しています。MOTとは、要する
に技術のビジネス化のことです。講義では、技術マ
ネジメントに関するノウハウを細やかに指導してい
きます。大学の技術を活用して新事業を興したい
人、技術者で且つ経営者になりたい人、技術を活
用して起業したい人、大歓迎です。自分をひとまわ
り成長させてみませんか。

教授
永田 晃也

イノベーション・マネジメント
知識マネジメント

論理的な思考法は実践的である

教授
小城 武彦
実務経験者

本気で経営者を目指す方を歓迎します。経営者に
必要なものは何か。私は、強い「知」（理論・ロジッ
ク）と強い「軸」（リーダーシップ・当事者意識）だと
考えています。クラスでは、上場企業3社、スタート
アップ2社（うち1社は公的企業）で代表取締役を
務めた経験を共有しながら、今後の経営者のある
べき姿を一緒に考えていきたいと思います。

本気で経営者を目指す方に

バブル崩壊後大きくしすぎて行き詰まっている日本
政府の公的事業を民間に移行し、小さな政府を
作る必要があります。企業財務やM＆Aの知識は、
日本国内や中国を中心とする東アジアの構造改
革に取り組む上で不可欠です。問題を正面から見
つめ、九州から日本やアジアを変革したい志ある
者に集まっていただきたいと思います。

世の中のあらゆるものに対してデータ化されてい
るものは、一見、正しいように思えますが、実は間
違っていることもたくさんあります。みなさんが所属
している組織に存在する調査データは正しいもの
ですか？ありふれた統計数字に騙されないスキル
を身につけること、論文等で使われている検定方
法を理解すること、そして、自身でリサーチ・クエス
チョンを設定し、調査から統計解析まで行うことが
できるようになることを期待します。

工場の海外展開やモノのインターネット化（IoT）
は、日本のものづくりのあり方を見直す契機となっ
ています。新興国企業や欧米企業との競争に直面
し、日本企業はどこに強みを求めるべきでしょうか。
現場のものづくり能力強化ともに、強い現場を活
かす本社の戦略的構想力が問われています。こう
した課題に応えるため、最新の経営理論の学習に
加え、ワークショップやケースメソッドによりクラス
メート、教員との討論を通じて、判断と行動を支え
る知的基盤づくりを目指します。

准教授
目代 武史

生産管理
企業戦略

日本企業の強みを追求

教授
村藤　功
実務経験者

企業財務
企業価値創造とM＆A

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

日本の財務再構築

助教
三上 聡美

可視化を考える

ビジネス統計

昨今の企業不祥事や産業事故の事例は、経営に
おける適切なリスクマネジメントが企業の持続的
な成長に不可欠であることを物語っています。しか
し、「リスクマネジメント」という概念は学際的、多義
的に用いられており、その本質を捉えることはなか
なか難しいところです。講義では、経営学にかぎら
ず、哲学、工学、心理学など学際的な理論を学び、
更に理論を実務課題に引き付けることにより「リス
クマネジメント」の本質に迫っていきます。受講生
にとって講義が、溢れるモデルや手法に振り回さ
れない、本質を備えた「リスクマネジメント」を学ぶ
場となれたら嬉しいです。

講師
平野　琢

企業倫理
経営リスクマネジメント

組織行動論とリーダーシップを担当します。組織の
中でヒトがなぜ、どのように行動するかを理解し、
大きな目標に向けて多様なメンバーの力を結集さ
せる―これは企業の大小を問わず、また、NPO
や公的組織、あるいはスタートアップ等あらゆる種
類の環境において重要な力です。先端的な研究
知見についてのディスカッション、そしてワーク
ショップや模擬訓練を通して、科学的かつ実践的
な「ヒトについての理解」を深めましょう。

様 な々形で事業活動をグローバルに展開する日本
企業や多国籍企業の動きを戦略、組織、ものの動
き（物流）の視角から学びます。「経営者としてあな
たならどのように判断するのか？」理論、ケース・メ
ソッド、ディスカッションを通じて、自らの意思決定
を行う人材の育成を目指します。

リスクマネジメントの本質を学ぶ

准教授
松永 正樹

リーダーシップ論
組織行動

組織におけるヒトの行動と思考を
深く理解する

地球温暖化、食糧不足、エネルギー問題、個別化
医療等、様々な社会課題にバイオテクノロジーは
貢献しています。また、近年は異業種からのバイオ
産業への参入も著しく、既存のビジネスや技術を
バイオに応用することで、新しい産業の創出が期
待されています。講義では革新的なバイオテクノロ
ジーやバイオ産業の特徴について学習し、バイオ
産業に属する人はもちろん、属さない人にもバイオ
産業で活躍するために必要な知識の習得を目指
します。

助教
荒木 啓充

新産業創出

バイオを通じた新産業創出

グローバル・ビジネスの
ダイナミズムを

教授
星野 裕志
実務経験者

国際経営
国際ロジスティクス

産業マネジメント教員紹介

※2021年6月1日現在

マーケティングとは、企業が継続的に利益を上げ、
ビジネスを続けられるような「売れる仕組みづくり」
を考える活動です。競合他社がひしめき合い、市場
に類似商品があふれる中で、どうしたら顧客に自
社の商品やサービスを選んでもらえるでしょうか？
また、限られた予算や時間のもとで売り上げを伸
ばすためには、どんな工夫が必要なのでしょうか？
講義では、マーケティングの最新の学術的知見や
ケーススタディをもとに、市場で生き残るための実
践的な問題解決能力を身に着けていきます。

准教授
広垣 光紀

マーケティング戦略
国際マーケティング

マーケティングの理論と実践
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マーケティングとは、企業が継続的に利益を上げ、
ビジネスを続けられるような「売れる仕組みづくり」
を考える活動です。競合他社がひしめき合い、市場
に類似商品があふれる中で、どうしたら顧客に自
社の商品やサービスを選んでもらえるでしょうか？
また、限られた予算や時間のもとで売り上げを伸
ばすためには、どんな工夫が必要なのでしょうか？
講義では、マーケティングの最新の学術的知見や
ケーススタディをもとに、市場で生き残るための実
践的な問題解決能力を身に着けていきます。

准教授
広垣 光紀

マーケティング戦略
国際マーケティング

マーケティングの理論と実践
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「ベンチャー企業」の講義では、新規事業の立ち上
げにおけるマネジメント向上を目標に、ビジネスアイ
ディアの発案とそのスクリーニングからベンチャー
ファイナンス、組織化プロセスの全体的理解につい
て、討議を通して理解を深めます。一方、「起業機会
探索」では、実際の技術シードを商業化するプロセ
スを、グループワークによるチームマネジメントスキ
ル向上とあわせて体験的に学習します。QBSや
QRECで学んだ知識、スキルを統合し、ビジネス立
ち上げの疑似演習が行えることが特徴です。

教授
五十嵐 伸吾
実務経験者

不確実な未来への対応能力を

ベンチャー企業
起業機会探索

授業は英文講読と英語による議論が柱です。講読
のテーマは年により、日本企業関係か異文化接触
関係ですが、今後も幅を広げようと考えておりま
す。議論のテーマはビジネスに関係した身近な話
題から政策のような大きなものまで取扱います。い
ずれにせよ国際語である英語力を伸ばし、異文化
対応力を養成することが目的です。交換留学生の
方が多く参加することもあり、国際的な環境で議
論が展開されるため、異文化コミュニケーションの
実践を望む方に最適です。

異文化サバイバルの
コミュニケーション能力を

経営コンサルタントと
渡り合える能力を養う

日本企業の
コミュニケーション戦略を学ぶ

教授
鈴木 右文

異文化
コミュニケーション

経営コンサルタントの仕事について、有名なたとえ
話に、空、雨、傘というものがあります。空の状況を
見て、雨が降るかどうか、降るとしたらどの程度の
確率であるのか、そうだとすると、傘を持っていくべ
きか、持っていく必要がないか。経営環境を分析し
どうなるかを予想し具体的にどのような手を打つ
べきか、これらに答えを出すのが彼らの基本的な
能力です。MBAプログラムの中で、経営コンサルタ
ントと渡り合える能力を身につけてください。

准教授
中本 龍市

組織マネジメント

この講義では、コーポレート・メッセージの視点か
ら様々な日本企業を対象としています。企業そのも
のや企業と顧客のコミュニケーションに使用する
表現から、私達は多くを学ぶことができます。英語
によるmission statements（企業と従業員が共
有すべき価値観や果たすべき社会的使命）を読む
ことによって、グローバル環境の中での日本企業の
コミュニケーション戦略を専門的に学び、使いこな
すことが出来るようになるでしょう。

准教授
Haswell
Christopher
Gareth

英語によるビジネス・
コミュニケーション

非常勤講師一覧（2019年度～2021年度）

Kyushu University Business School／ 1211

QBSでは2003年のスタート以来、修了生が720名、そして2021年4月現在94名の学生が学んでいます。「仕事のスキルアップを
目指したい」「自分の可能性にチャレンジしたい」「人的ネットワークを広げたい」など、目標は様々ですが、みな自分を大きく成長
させたいという志は同じです。修了生のQBSへの思いの一部をご紹介します。

昨年からのコロナ禍で否応なしに変化への対応が求められる中、ふとあの先生ならこの
状況をどう読み解かれるだろうかと考えていることがあります。QBSでの学びは、物の見方
や考え方の幅を確実に広げてくれただけでなく、迷いに向き合う際のよすがともなって
くれています。
仕事上でも、講義の課題として提案した内容を事業に実装できないか模索しているとこ
ろで、理論と実践が近い専門職大学院の利点を未だに享受しています。
今は大変な時ではありますが、だからこそ学びたいという気持ちは大切にしてほしいと
思います。QBSもこの状況に合わせてより学びやすく変化していると伺っています。器は
用意されていますが、質は学生が高めていくもの。QBSでの時間が有意義なものになる
ことを願っています。

人それぞれの成果が得られる場

14期生

犬塚 香奈子さん
福岡商工会議所

私は、財務アドバイス業務や企業の常勤監査役などに携わったことから経営に大変興
味があり、会計、財務の枠組みを越えて学びたいと考え入学しました。4期生の中では
最高齢でした。遅すぎたかな、大変だなと思いましたが、先生方や様々な背景を持つ学
生仲間との交流で学ぶことは多く、楽しく、あっという間の2年間でした。幅広い経営の
考え方、スキルを学ぶにつれ、むしろ、本来の仕事である会計や財務が経営にいかに役
に立つかを、再確認できた効果が大きかったと感じました。日常の実務を理論で裏打ち
し、自信を持ち、自分の強みである会計、財務そして税務業務の質を高めることが、T字
型の知識体系を構築出来、アドバイスに広がりが出ることで、お客様の満足という「手応
え」を感じるようになりました。

＜2019年度＞
『パブリック・マネジメント』上山信一（慶応義塾大学総合政策学部 教授）、伊関友伸（城西大学経営学部 教授）
戸田香（神戸大学大学院法学研究科（政治学）博士後期課程修了）、吉村慎一（社会福祉法人猪位金福祉会 理事）
『アジアの産業と企業』長内厚（早稲田大学大学院経営管理研究科 教授）
『中国ビジネス』古田茂美（マカオ大学 客員准教授）
『パブリック・リレーションズ論』井之上喬（株式会社井之上パブリックリレーションズ代表取締役会長兼CEO）
『アカウンティング』佐藤信彦（熊本学園大学大学院会計専門職研究科 教授）
『資産運用とリスク管理』松下雄一（日興リサーチセンター株式会社金融教育普及室 部長）
『コーポレート・アントレプレナーシップ特論』玉置浩伸（株式会社ミヤビフーズ代表取締役）
『先端技術分析』草野秀樹（PwCコンサルティング合同会社Advisory Consulting CM PS Manager）、杉本将隆（PwCコンサルティ
ング合同会社 CM-PS Director 福岡事務所統括）
『産業マネジメント特講１』Timothy  Dean Keeley（九州産業大学国際マネジメント学部 教授）
『アジア多国籍企業特研』孫暁男（アジア成長研究所 准教授）

＜2020年度＞
『アジア多国籍企業特研』孫暁男（アジア成長研究所 准教授）
『財務会計』佐藤信彦（熊本学園大学大学院会計専門職研究科 教授）
『産業マネジメント特講１』Timothy Dean Keeley（九州産業大学国際マネジメント学部 教授）
『知的財産管理』平塚三好（東京理科大学大学院理学部 教授）
『アジアの産業と企業』長内厚（早稲田大学大学院経営管理研究科 教授）
『マーケティング戦略』岩下仁（神奈川大学経済学部 准教授）
『資産運用とリスク管理』松下雄一（日興リサーチセンター株式会社金融教育普及室 部長）
『パブリック・リレーションズ論』井之上喬（株式会社井之上パブリックリレーションズ代表取締役会長兼CEO）
『先端技術分析』草野秀樹（PwCコンサルティング合同会社 Advisory Consulting CM PS Manager）
『コーポレート・アントレプレナーシップ特論』玉置浩伸（株式会社ミヤビフーズ代表取締役）

＜2021年度＞
『パブリック・マネジメント』上山信一（慶応義塾大学総合政策学部 教授）、伊関友伸（城西大学経営学部 教授）、戸田香（株式
会社デジアサ 取締役）
『戦略的人的資源管理』藤村まこと（福岡女学院大学人間関係学部 准教授）
『パブリック・リレーションズ論』井之上喬（株式会社井之上パブリックリレーションズ代表取締役会長兼CEO）
『タックス・マネジメント』成宮哲也（熊本学園大学会計専門職研究科 教授）
『産業マネジメント特講１』Timothy Dean Keeley（九州産業大学商学部 教授）
『先端技術分析』草野秀樹（PwC コンサルティング合同会社 Advisory Consulting CM PS Manager）
『中国ビジネス』王効平（北九州市立大学大学院マネジメント研究科 教授）
『コーポレート・アントレプレナーシップ特論』玉置浩伸（株式会社ミヤビフーズ代表取締役）

（敬称略）

QBSでの学びを実務に生かす

4期生

中西 裕二さん
中西裕二公認会計士・税理士事務所

QBSの入学を迷っていますか？私は公共経営に民間手法を持ち込み、新しい手法を取
り入れたい、自分自身も特徴ある地方公務員として必要とされる人材になりたい、という
目的を持って門を叩きました。
QBSでは、経営の基本から先進的な理論・事例まで、知識はもちろん、自ら実践で応用で
きる力をつけることができます。私のように組織内で新たなチャレンジをし、組織を動かす
イントラプラナーを目指す人にとって、自分だけの武器が手に入るはずです。おかげで
地方創生担当大臣賞、公務員アワード賞など全国レベルの賞をもらうことができ、これか
らも経営学を活かした政策立案手法を多くの地方公務員に普及・貢献していくため研鑽
を積むつもりです。そして人脈は、QBSの人脈のおかげで卒業後も広がり続けています。

自分を変えて、あなただけの力が手に入る

12期生

岡 祐輔さん
糸島市 企画部
秘書広報課 ブランド推進係
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て、討議を通して理解を深めます。一方、「起業機会
探索」では、実際の技術シードを商業化するプロセ
スを、グループワークによるチームマネジメントスキ
ル向上とあわせて体験的に学習します。QBSや
QRECで学んだ知識、スキルを統合し、ビジネス立
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関係ですが、今後も幅を広げようと考えておりま
す。議論のテーマはビジネスに関係した身近な話
題から政策のような大きなものまで取扱います。い
ずれにせよ国際語である英語力を伸ばし、異文化
対応力を養成することが目的です。交換留学生の
方が多く参加することもあり、国際的な環境で議
論が展開されるため、異文化コミュニケーションの
実践を望む方に最適です。

異文化サバイバルの
コミュニケーション能力を

経営コンサルタントと
渡り合える能力を養う

日本企業の
コミュニケーション戦略を学ぶ
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経営コンサルタントの仕事について、有名なたとえ
話に、空、雨、傘というものがあります。空の状況を
見て、雨が降るかどうか、降るとしたらどの程度の
確率であるのか、そうだとすると、傘を持っていくべ
きか、持っていく必要がないか。経営環境を分析し
どうなるかを予想し具体的にどのような手を打つ
べきか、これらに答えを出すのが彼らの基本的な
能力です。MBAプログラムの中で、経営コンサルタ
ントと渡り合える能力を身につけてください。

准教授
中本 龍市

組織マネジメント

この講義では、コーポレート・メッセージの視点か
ら様々な日本企業を対象としています。企業そのも
のや企業と顧客のコミュニケーションに使用する
表現から、私達は多くを学ぶことができます。英語
によるmission statements（企業と従業員が共
有すべき価値観や果たすべき社会的使命）を読む
ことによって、グローバル環境の中での日本企業の
コミュニケーション戦略を専門的に学び、使いこな
すことが出来るようになるでしょう。

准教授
Haswell
Christopher
Gareth

英語によるビジネス・
コミュニケーション
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目指したい」「自分の可能性にチャレンジしたい」「人的ネットワークを広げたい」など、目標は様々ですが、みな自分を大きく成長
させたいという志は同じです。修了生のQBSへの思いの一部をご紹介します。

昨年からのコロナ禍で否応なしに変化への対応が求められる中、ふとあの先生ならこの
状況をどう読み解かれるだろうかと考えていることがあります。QBSでの学びは、物の見方
や考え方の幅を確実に広げてくれただけでなく、迷いに向き合う際のよすがともなって
くれています。
仕事上でも、講義の課題として提案した内容を事業に実装できないか模索しているとこ
ろで、理論と実践が近い専門職大学院の利点を未だに享受しています。
今は大変な時ではありますが、だからこそ学びたいという気持ちは大切にしてほしいと
思います。QBSもこの状況に合わせてより学びやすく変化していると伺っています。器は
用意されていますが、質は学生が高めていくもの。QBSでの時間が有意義なものになる
ことを願っています。

人それぞれの成果が得られる場

14期生

犬塚 香奈子さん
福岡商工会議所

私は、財務アドバイス業務や企業の常勤監査役などに携わったことから経営に大変興
味があり、会計、財務の枠組みを越えて学びたいと考え入学しました。4期生の中では
最高齢でした。遅すぎたかな、大変だなと思いましたが、先生方や様々な背景を持つ学
生仲間との交流で学ぶことは多く、楽しく、あっという間の2年間でした。幅広い経営の
考え方、スキルを学ぶにつれ、むしろ、本来の仕事である会計や財務が経営にいかに役
に立つかを、再確認できた効果が大きかったと感じました。日常の実務を理論で裏打ち
し、自信を持ち、自分の強みである会計、財務そして税務業務の質を高めることが、T字
型の知識体系を構築出来、アドバイスに広がりが出ることで、お客様の満足という「手応
え」を感じるようになりました。

＜2019年度＞
『パブリック・マネジメント』上山信一（慶応義塾大学総合政策学部 教授）、伊関友伸（城西大学経営学部 教授）
戸田香（神戸大学大学院法学研究科（政治学）博士後期課程修了）、吉村慎一（社会福祉法人猪位金福祉会 理事）
『アジアの産業と企業』長内厚（早稲田大学大学院経営管理研究科 教授）
『中国ビジネス』古田茂美（マカオ大学 客員准教授）
『パブリック・リレーションズ論』井之上喬（株式会社井之上パブリックリレーションズ代表取締役会長兼CEO）
『アカウンティング』佐藤信彦（熊本学園大学大学院会計専門職研究科 教授）
『資産運用とリスク管理』松下雄一（日興リサーチセンター株式会社金融教育普及室 部長）
『コーポレート・アントレプレナーシップ特論』玉置浩伸（株式会社ミヤビフーズ代表取締役）
『先端技術分析』草野秀樹（PwCコンサルティング合同会社Advisory Consulting CM PS Manager）、杉本将隆（PwCコンサルティ
ング合同会社 CM-PS Director 福岡事務所統括）
『産業マネジメント特講１』Timothy  Dean Keeley（九州産業大学国際マネジメント学部 教授）
『アジア多国籍企業特研』孫暁男（アジア成長研究所 准教授）

＜2020年度＞
『アジア多国籍企業特研』孫暁男（アジア成長研究所 准教授）
『財務会計』佐藤信彦（熊本学園大学大学院会計専門職研究科 教授）
『産業マネジメント特講１』Timothy Dean Keeley（九州産業大学国際マネジメント学部 教授）
『知的財産管理』平塚三好（東京理科大学大学院理学部 教授）
『アジアの産業と企業』長内厚（早稲田大学大学院経営管理研究科 教授）
『マーケティング戦略』岩下仁（神奈川大学経済学部 准教授）
『資産運用とリスク管理』松下雄一（日興リサーチセンター株式会社金融教育普及室 部長）
『パブリック・リレーションズ論』井之上喬（株式会社井之上パブリックリレーションズ代表取締役会長兼CEO）
『先端技術分析』草野秀樹（PwCコンサルティング合同会社 Advisory Consulting CM PS Manager）
『コーポレート・アントレプレナーシップ特論』玉置浩伸（株式会社ミヤビフーズ代表取締役）

＜2021年度＞
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（敬称略）

QBSでの学びを実務に生かす

4期生

中西 裕二さん
中西裕二公認会計士・税理士事務所
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目的を持って門を叩きました。
QBSでは、経営の基本から先進的な理論・事例まで、知識はもちろん、自ら実践で応用で
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自分を変えて、あなただけの力が手に入る

12期生

岡 祐輔さん
糸島市 企画部
秘書広報課 ブランド推進係
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QANの紹介

QAN会長のごあいさつ

QBSアラムナイネットワーク（QAN）はQBS修了生を中心としたコミュニティ組
織で、平成18年3月に設立され、平成31年4月1日に一般社団法人格を取得い
たしました。活性度の高いネットワークの実現は、全てのステークホルダー相互
に直接的・間接的な恩恵をもたらす理想的な還流システムであると考えていま
す。今後増え続けるQBS修了生を有機的に連携させることで、会員はもちろん
地域やQBSにも更なる付加価値をもたらして参ります。

一般社団法人QBSアラムナイネットワーク（英文では"QBS Alumni Network"、以下
“QAN”とする）会長の寺松と申します。

QANは、九州大学ビジネス・スクール（以下“QBS”とする）でマネジメントを学びMBAを
取得した650名を超える会員で組織されたアラムナイ組織です。QBSは港でありQANは
港にあるパブの様なものだ、と私は良く表現します。お酒も飲めますが大海原を航海する
会員にとって頼りになる仲間と確かな情報に出会える場所でもあります。不確実な時代、
信頼できるものと出会える事は前向きに進む大きな力になりますし、その重要性は益々
高まっているように感じます。

QANには大いなる可能性があると考え、2019年4月に一般社団法人格を取得し、大学
内に事務局を置き、成長のマネジメントを効かせて活動しています。2021年度のテーマ
は"Extension"（仮）、コロナ禍の厳しい時代を生き残り、次の時代へと繋ぐ新しい絵を描
くことを考えています。確かなインフラを積み上げる事を基本戦略とし、安定したベースを
刻むことで、会員の皆様それぞれが主旋律を奏でるお手伝いになれば幸甚です。

私の役割は上記の軸がぶれぬ様、安定的な理事会及び事務局運営を図り、成果を出し
ていく事です。顧問や教職員の皆様のご支援を頂きながら、より良き楽しいアラムナイと
なるよう、QAN発展の為に精一杯努力する所存です。皆様の御理解と御協力を賜ります
様何卒お願い申し上げます。

QAN会長　寺松一寿（4期生）／（株）寺松商店
2021年5月

Kyushu University Business School／ 1413

QBSは私にとって、優秀な教授陣はもちろん、クラスメート全員が先生でした。様々な業
種の方とディスカッションが出来て、違う価値観や物事の考え方を知り、自分の視野はど
んどん広がると感じました。講義用のケースを読むのも、課題を書くのも、日本人の方より
時間がかかったと思いますが、自分が考えていることや思い付いたアイディアなどを頑
張って発信してきました。やりたいことは難しくても取り敢えず挑戦してみようという勢い
で、高田ゼミに入らせていただき、九大の技術シーズの商用化をチームで取り組みまし
た。もっと時間が欲しいぐらい忙しい日々でしたが、仲間たちと一緒にいることでそれは
また充実で楽しい日々でもありました。卒業しても、QBSの二年間の大切な思い出を忘
れず、日々成長していくことを心掛けています。

自分の可能性はもっとあるはず

15期生

趙 丹さん
日立製作所

「学び直し」で得られる柔軟な戦略眼

16期生

田中 章太郎さん
株式会社タカギ

QBSへの入学を考えている方は、何か課題を抱えている人、もしくは将来の展開を見据
えて知識と言う武器を手に入れたいと思っているのではないでしょうか？
私は工場長という立場になった時点で経営を意識するようになり、そのタイミングで入
学を決意しました。20年以上社会人経験を経てからのQBSでの「学び直し」は、今まで
の実務でなんとなく理解し判断していたことに対して、理論と根拠を結び付けてくれまし
た。その結果、良い結果と悪い結果（リスク）を柔軟に考えることができるようになり、困
難な状況に遭遇しても落ち着いて突破口を見出すことが出来るようになったと感じてい
ます。
今後、企業経営に携わる人達にとって、「将来の不確実を確実にする」ということが重要
な役割となってきます。QBSでの学び直しによって、多くの方々が不確実な将来に向かっ
て邁進できるものと信じています。

受験者の最大の懸念は「仕事や家庭との両立が可能か」だと思います。これに対しては、
「根性とタイムマネジメント次第だが、十分に可能」と回答する他ありません。私は在学中
に弁護士として独立開業し、単位も取れるだけ取り、論文も書きました。留学生担当やビ
ジネスプランコンテスト委員等の課外活動もしました。とてもきつかったことは否定できま
せん。ただ、QBSにコミットすればするほど、深い見識・広い人脈・家族の絆といった多く
の財産が得られることは間違いありません。その財産がまさにQBS（＝Qualification to 
be the Best of Something）であり、修了後により活かされ、次の財産を生むでしょう。こ
れはMBAの資格より価値があるものだと思います。

MBAより価値のあるもの

15期生

堤 悦朗さん
堤＆パートナーズ法律事務所
代表弁護士
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2021年度 時間割
前　期 後　期

2 0 2 1  T i m e t a b l e

注）　　　 は必修科目、＊印は英語による講義、★は4学期制科目注）　　　 は必修科目、＊印は英語による講義、★は4学期制科目

時間
伊 都
土

  8：40

10：10
〜

16：40

18：10
〜

14：50

16：20
〜

13：00

14：30
〜

10：30

12：00
〜

時間期間 月 火 水
博　多

秋
学
期

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

木 金時間
伊 都
土

  8：40

10：10
〜

16：40

18：10
〜

14：50

16：20
〜

13：00

14：30
〜

10：30

12：00
〜

時間期間 月 火 水
博　多

春
学
期

アジア多国籍企業＊

連携講座（経済学府における開講科目）

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

木

夏季集中講義（前期集中）による開講予定科目

金

時間
伊 都
土

  8：40

10：10
〜

16：40

18：10
〜

14：50

16：20
〜

13：00

14：30
〜

10：30

12：00
〜

時間期間

夏
学
期

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

前期水曜日・3-4限（13時～16時20分）

★４学期制科目 秋学期「起業機会探索」（金曜１，２限）
　　　「アジア・ビジネス戦略」（土曜４，５限）
冬学期「コーポレート・アントレプレナーシップ特論」（金曜１，２限）

★４学期制科目 春学期「ベンチャー企業」（金曜１，２限）
　　　「新産業創出」（土曜３,４限）
夏学期「ビジネスにおける競争優位性特論」（金曜１，２限）
　　　「ビジネス法務」（土曜３,４限）

時間
伊 都
土

  8：40

10：10
〜

16：40

18：10
〜

14：50

16：20
〜

13：00

14：30
〜

10：30

12：00
〜

時間期間
博　多

冬
学
期

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

月 火 水
博　多

木 金 月 火 水 木 金

戦略的人的資源管理

生産管理

モノづくり企業の製品・生産戦
略の全体構造と生産システム
の基本特性を学ぶ

生産管理

モノづくり企業の製品・生産戦
略の全体構造と生産システム
の基本特性を学ぶ

アカウンティング

キャッシュ・フローと損益計算
書、バランスシートとの相互関
係を学ぶ

アカウンティング

キャッシュ・フローと損益計算
書、バランスシートとの相互関
係を学ぶ

ビジネス統計

ビジネス統計の基礎的な概念
およびその活用を具体的な方
法に則して学ぶ

ビジネス統計

ビジネス統計の基礎的な概念
およびその活用を具体的な方
法に則して学ぶ

マーケティング戦略

マーケティングの基本知識から
はじまり、消費者行動、製品開
発からマーケティング・リサーチ
に至る、マーケティングに関する
理論と戦略について学ぶ

マーケティング戦略

マーケティングの基本知識から
はじまり、消費者行動、製品開
発からマーケティング・リサーチ
に至る、マーケティングに関する
理論と戦略について学ぶ

バイオ産業（医薬品、ヘルスケア、
食品）の特性とバイオテクノロジー
の産業化に向けた戦略立案・実践
について学ぶ

新産業創出★

２コマ連続

２コマ連続 ２コマ連続

２コマ連続 ２コマ連続 ２コマ連続 ２コマ連続

２コマ連続

２コマ連続

企業倫理

企業倫理、企業社会責任
（CSR）等の事例を通じて、企
業経営のあり方を考える

企業倫理

企業倫理、企業社会責任
（CSR）等の事例を通じて、企
業経営のあり方を考える

国際経営

市場、組織、戦略、マネジメント
等多国籍企業を取り巻く環境
変化への対応を分析する

ビジネスにおける
競争優位性特論★

経営において競争優位の源
泉となる中核的な能力や資源
に着目し、その形成や活用の
手法を学ぶ

国際経営

市場、組織、戦略、マネジメント
等多国籍企業を取り巻く環境
変化への対応を分析する

英語によるビジネス・
コミュニケーション＊

ビジネスに用いられる言い回し
や交渉時の意思表示等、実
践的なビジネス英語を学ぶ

英語によるビジネス・
コミュニケーション＊

ビジネスに用いられる言い回し
や交渉時の意思表示等、実
践的なビジネス英語を学ぶ

リーダーシップ論

ヒトの心理と行動原理に関す
る科学的知見に即して、他者
への影響力を発揮するための
実践的洞察を講義と協働を通
じて学ぶ

リーダーシップ論

ヒトの心理と行動原理に関す
る科学的知見に即して、他者
への影響力を発揮するための
実践的洞察を講義と協働を通
じて学ぶ

イノベーション・
マネジメント
イノベーション発生メカニズム
の解明とその促進のための戦
略の枠組みを学ぶ

イノベーション・
マネジメント
イノベーション発生メカニズム
の解明とその促進のための戦
略の枠組みを学ぶ

ミクロ経済学

現実の社会やビジネスの場面
で遭遇する様 な々現象を、経済
学的に理解・分析するための
基本能力を養う

ミクロ経済学

現実の社会やビジネスの場面
で遭遇する様 な々現象を、経済
学的に理解・分析するための
基本能力を養う

ベンチャー企業★

多面的な課題に接近し、ベン
チャー企業の創造と成長に必
要な能力と論理を学ぶ

プロジェクト演習

プロジェクト演習

企業財務

企業財務の基本理念を学び、
実務適用の際の問題点、解
決方法を検討する

企業財務

企業財務の基本理念を学び、
実務適用の際の問題点、解
決方法を検討する

コーポレート・
ガバナンスと監査
経営者の視点から、良い経営
を実現するために必要な理論・
制度・視座を学ぶ

コーポレート・
ガバナンスと監査
経営者の視点から、良い経営
を実現するために必要な理論・
制度・視座を学ぶ

２コマ連続

ビジネス法務★

企業の経営・管理に不可欠な法的
知識の基礎、最先端の企業取引
の実例を学ぶ

国際
ロジスティクス＊

製造企業の価値連鎖
の構築、競争力向上
を図る方法等を分析
する

国際
ロジスティクス＊

製造企業の価値連鎖
の構築、競争力向上
を図る方法等を分析
する

組織マネジメント

組織の編成原理等の
形態的分析と意思決
定等をめぐる内部プロ
セスを分析する

タックス・
マネジメント
租税に関する基礎理
念や計算原理等の
構造を、事例を交えて
分析的に学ぶ

タックス・
マネジメント
租税に関する基礎理
念や計算原理等の
構造を、事例を交えて
分析的に学ぶ

組織マネジメント

組織の編成原理等の
形態的分析と意思決
定等をめぐる内部プロ
セスを分析する

事例により、理論と実
践の両面から現代企
業の戦略について理
解を深める

企業戦略

事例により、理論と実
践の両面から現代企
業の戦略について理
解を深める

企業戦略

企業経営執行時にお
けるリスク全般の実
践的対応について検
討する

経営リスク
マネジメント

企業経営執行時にお
けるリスク全般の実
践的対応について検
討する

経営リスク
マネジメント

産業マネジメント特講1＊

産業マネジメント特講1＊

データの利活用を通
じて競争優位を構築
し、急速な成長を実現
している企業群を取り
上げ、成功要因や将
来像について考察す
る

先端技術分析
（PwC寄付講義）

経営者との対話と経
営判断の模擬演習
により、経営における
意思決定の実践力を
高める

マネジメント
演習Ⅰ-1
（修了生寄付講義）

英語によるコミュニケーション能力を習得し、自分
の意志の積極的表現法を実践的に学ぶ

異文化コミュニケーション＊
（英語によるビジネス・トピックス）

２コマ連続 ２コマ連続

２コマ連続 ２コマ連続

データの利活用を通
じて競争優位を構築
し、急速な成長を実現
している企業群を取り
上げ、成功要因や将
来像について考察す
る

先端技術分析
（PwC寄付講義）

経営者との対話と経
営判断の模擬演習
により、経営における
意思決定の実践力を
高める

マネジメント
演習Ⅰ-1
（修了生寄付講義）

英語によるコミュニケーション能力を習得し、自分
の意志の積極的表現法を実践的に学ぶ

異文化コミュニケーション＊
（英語によるビジネス・トピックス）

組織におけるヒトの行
動とその背景を、モチ
ベーション、社会適応、
リーダーシップ、多文化
協働等多面的な観点
から探る

組織行動

組織におけるヒトの行
動とその背景を、モチ
ベーション、社会適応、
リーダーシップ、多文化
協働等多面的な観点
から探る

組織行動

国際
マーケティング＊

製品、ブランド、そして
広告を海外展開する
際に、求められるマー
ケティングの理論と分
析手法について、ケー
ススタディを踏まえて
習得する

国際
マーケティング＊

製品、ブランド、そして
広告を海外展開する
際に、求められるマー
ケティングの理論と分
析手法について、ケー
ススタディを踏まえて
習得する

マネジメント・
コントロール＊

経営者の視点から、
策定した戦略を組織
全体で実行していくた
めの手法を学ぶ

マネジメント・
コントロール＊

経営者の視点から、
策定した戦略を組織
全体で実行していくた
めの手法を学ぶ

起業機会探索★

起業機会の認知、そ
の機会を活用するた
めのアイデア創出、
潜在市場の分析、ビ
ジネスモデルの検討、
事業化のための戦略
の立案、実際の組織
の立ち上げ等の全体
化、統合化を行う

中国ビジネス

中華経済圏全体に
通じるビジネス開拓の
知識、極意を学ぶ

中国ビジネス

中華経済圏全体に
通じるビジネス開拓の
知識、極意を学ぶ

アジアの提携校か
ら招へいした教員
による講義。アジ
アビジネスのダイ
ナミズムと経営戦
略を英語で学ぶ

アジア・
ビジネス戦略＊★

プロジェクト
演習

企業価値
創造とM&A＊
事業ポートフォリ
オの再構築や資
本構成の最適化
の方法と問題点
を検討する

産学連携
マネジメント
産学連携、技術
移転に係る実践
的知識の習得と、
マネジメント可能
な人材を育成する

２コマ連続

プロジェクト
演習

企業価値
創造とM&A＊
事業ポートフォリ
オの再構築や資
本構成の最適化
の方法と問題点
を検討する

産学連携
マネジメント
産学連携、技術
移転に係る実践
的知識の習得と、
マネジメント可能
な人材を育成する

社内起業および組織
内におけるベンチャー・
キャピタル型新規事
業投資に必要な基礎
知識を講義やケース・
スタディを通して学ぶ

コーポレート・
アントレプレナー
シップ特論★

8/27、8/28、9/6、9/9、9/13、9/16、9/17

パブリック・マネジメント

8/17、8/25、8/31、9/8、9/11、9/12、9/14 8/30、9/1～9/4、9/15、9/18

（The Miner Foundation（サンブリッジコーポレーション）提供講義）
パブリック・リレーションズ論
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2021年度 時間割
前　期 後　期

2 0 2 1  T i m e t a b l e

注）　　　 は必修科目、＊印は英語による講義、★は4学期制科目注）　　　 は必修科目、＊印は英語による講義、★は4学期制科目

時間
伊 都
土

  8：40

10：10
〜

16：40

18：10
〜

14：50

16：20
〜

13：00

14：30
〜

10：30

12：00
〜

時間期間 月 火 水
博　多

秋
学
期

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

木 金時間
伊 都
土

  8：40

10：10
〜

16：40

18：10
〜

14：50

16：20
〜

13：00

14：30
〜

10：30

12：00
〜

時間期間 月 火 水
博　多

春
学
期

アジア多国籍企業＊

連携講座（経済学府における開講科目）

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

木

夏季集中講義（前期集中）による開講予定科目

金

時間
伊 都
土

  8：40

10：10
〜

16：40

18：10
〜

14：50

16：20
〜

13：00

14：30
〜

10：30

12：00
〜

時間期間

夏
学
期

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

前期水曜日・3-4限（13時～16時20分）

★４学期制科目 秋学期「起業機会探索」（金曜１，２限）
　　　「アジア・ビジネス戦略」（土曜４，５限）
冬学期「コーポレート・アントレプレナーシップ特論」（金曜１，２限）

★４学期制科目 春学期「ベンチャー企業」（金曜１，２限）
　　　「新産業創出」（土曜３,４限）
夏学期「ビジネスにおける競争優位性特論」（金曜１，２限）
　　　「ビジネス法務」（土曜３,４限）

時間
伊 都
土

  8：40

10：10
〜

16：40

18：10
〜

14：50

16：20
〜

13：00

14：30
〜

10：30

12：00
〜

時間期間
博　多

冬
学
期

18：30

20：00
〜

Ⅰ 限

20：10

21：40
〜

Ⅱ 限

月 火 水
博　多

木 金 月 火 水 木 金

戦略的人的資源管理

生産管理

モノづくり企業の製品・生産戦
略の全体構造と生産システム
の基本特性を学ぶ

生産管理

モノづくり企業の製品・生産戦
略の全体構造と生産システム
の基本特性を学ぶ

アカウンティング

キャッシュ・フローと損益計算
書、バランスシートとの相互関
係を学ぶ

アカウンティング

キャッシュ・フローと損益計算
書、バランスシートとの相互関
係を学ぶ

ビジネス統計

ビジネス統計の基礎的な概念
およびその活用を具体的な方
法に則して学ぶ

ビジネス統計

ビジネス統計の基礎的な概念
およびその活用を具体的な方
法に則して学ぶ

マーケティング戦略

マーケティングの基本知識から
はじまり、消費者行動、製品開
発からマーケティング・リサーチ
に至る、マーケティングに関する
理論と戦略について学ぶ

マーケティング戦略

マーケティングの基本知識から
はじまり、消費者行動、製品開
発からマーケティング・リサーチ
に至る、マーケティングに関する
理論と戦略について学ぶ

バイオ産業（医薬品、ヘルスケア、
食品）の特性とバイオテクノロジー
の産業化に向けた戦略立案・実践
について学ぶ

新産業創出★

２コマ連続

２コマ連続 ２コマ連続

２コマ連続 ２コマ連続 ２コマ連続 ２コマ連続

２コマ連続

２コマ連続

企業倫理

企業倫理、企業社会責任
（CSR）等の事例を通じて、企
業経営のあり方を考える

企業倫理

企業倫理、企業社会責任
（CSR）等の事例を通じて、企
業経営のあり方を考える

国際経営

市場、組織、戦略、マネジメント
等多国籍企業を取り巻く環境
変化への対応を分析する

ビジネスにおける
競争優位性特論★

経営において競争優位の源
泉となる中核的な能力や資源
に着目し、その形成や活用の
手法を学ぶ

国際経営

市場、組織、戦略、マネジメント
等多国籍企業を取り巻く環境
変化への対応を分析する

英語によるビジネス・
コミュニケーション＊

ビジネスに用いられる言い回し
や交渉時の意思表示等、実
践的なビジネス英語を学ぶ

英語によるビジネス・
コミュニケーション＊

ビジネスに用いられる言い回し
や交渉時の意思表示等、実
践的なビジネス英語を学ぶ

リーダーシップ論

ヒトの心理と行動原理に関す
る科学的知見に即して、他者
への影響力を発揮するための
実践的洞察を講義と協働を通
じて学ぶ

リーダーシップ論

ヒトの心理と行動原理に関す
る科学的知見に即して、他者
への影響力を発揮するための
実践的洞察を講義と協働を通
じて学ぶ

イノベーション・
マネジメント
イノベーション発生メカニズム
の解明とその促進のための戦
略の枠組みを学ぶ

イノベーション・
マネジメント
イノベーション発生メカニズム
の解明とその促進のための戦
略の枠組みを学ぶ

ミクロ経済学

現実の社会やビジネスの場面
で遭遇する様 な々現象を、経済
学的に理解・分析するための
基本能力を養う

ミクロ経済学

現実の社会やビジネスの場面
で遭遇する様 な々現象を、経済
学的に理解・分析するための
基本能力を養う

ベンチャー企業★

多面的な課題に接近し、ベン
チャー企業の創造と成長に必
要な能力と論理を学ぶ

プロジェクト演習

プロジェクト演習

企業財務

企業財務の基本理念を学び、
実務適用の際の問題点、解
決方法を検討する

企業財務

企業財務の基本理念を学び、
実務適用の際の問題点、解
決方法を検討する

コーポレート・
ガバナンスと監査
経営者の視点から、良い経営
を実現するために必要な理論・
制度・視座を学ぶ

コーポレート・
ガバナンスと監査
経営者の視点から、良い経営
を実現するために必要な理論・
制度・視座を学ぶ

２コマ連続

ビジネス法務★

企業の経営・管理に不可欠な法的
知識の基礎、最先端の企業取引
の実例を学ぶ

国際
ロジスティクス＊

製造企業の価値連鎖
の構築、競争力向上
を図る方法等を分析
する

国際
ロジスティクス＊

製造企業の価値連鎖
の構築、競争力向上
を図る方法等を分析
する

組織マネジメント

組織の編成原理等の
形態的分析と意思決
定等をめぐる内部プロ
セスを分析する

タックス・
マネジメント
租税に関する基礎理
念や計算原理等の
構造を、事例を交えて
分析的に学ぶ

タックス・
マネジメント
租税に関する基礎理
念や計算原理等の
構造を、事例を交えて
分析的に学ぶ

組織マネジメント

組織の編成原理等の
形態的分析と意思決
定等をめぐる内部プロ
セスを分析する

事例により、理論と実
践の両面から現代企
業の戦略について理
解を深める

企業戦略

事例により、理論と実
践の両面から現代企
業の戦略について理
解を深める

企業戦略

企業経営執行時にお
けるリスク全般の実
践的対応について検
討する

経営リスク
マネジメント

企業経営執行時にお
けるリスク全般の実
践的対応について検
討する

経営リスク
マネジメント

産業マネジメント特講1＊

産業マネジメント特講1＊

データの利活用を通
じて競争優位を構築
し、急速な成長を実現
している企業群を取り
上げ、成功要因や将
来像について考察す
る

先端技術分析
（PwC寄付講義）

経営者との対話と経
営判断の模擬演習
により、経営における
意思決定の実践力を
高める

マネジメント
演習Ⅰ-1
（修了生寄付講義）

英語によるコミュニケーション能力を習得し、自分
の意志の積極的表現法を実践的に学ぶ

異文化コミュニケーション＊
（英語によるビジネス・トピックス）

２コマ連続 ２コマ連続

２コマ連続 ２コマ連続

データの利活用を通
じて競争優位を構築
し、急速な成長を実現
している企業群を取り
上げ、成功要因や将
来像について考察す
る

先端技術分析
（PwC寄付講義）

経営者との対話と経
営判断の模擬演習
により、経営における
意思決定の実践力を
高める

マネジメント
演習Ⅰ-1
（修了生寄付講義）

英語によるコミュニケーション能力を習得し、自分
の意志の積極的表現法を実践的に学ぶ

異文化コミュニケーション＊
（英語によるビジネス・トピックス）

組織におけるヒトの行
動とその背景を、モチ
ベーション、社会適応、
リーダーシップ、多文化
協働等多面的な観点
から探る

組織行動

組織におけるヒトの行
動とその背景を、モチ
ベーション、社会適応、
リーダーシップ、多文化
協働等多面的な観点
から探る

組織行動

国際
マーケティング＊

製品、ブランド、そして
広告を海外展開する
際に、求められるマー
ケティングの理論と分
析手法について、ケー
ススタディを踏まえて
習得する

国際
マーケティング＊

製品、ブランド、そして
広告を海外展開する
際に、求められるマー
ケティングの理論と分
析手法について、ケー
ススタディを踏まえて
習得する

マネジメント・
コントロール＊

経営者の視点から、
策定した戦略を組織
全体で実行していくた
めの手法を学ぶ

マネジメント・
コントロール＊

経営者の視点から、
策定した戦略を組織
全体で実行していくた
めの手法を学ぶ

起業機会探索★

起業機会の認知、そ
の機会を活用するた
めのアイデア創出、
潜在市場の分析、ビ
ジネスモデルの検討、
事業化のための戦略
の立案、実際の組織
の立ち上げ等の全体
化、統合化を行う

中国ビジネス

中華経済圏全体に
通じるビジネス開拓の
知識、極意を学ぶ

中国ビジネス

中華経済圏全体に
通じるビジネス開拓の
知識、極意を学ぶ

アジアの提携校か
ら招へいした教員
による講義。アジ
アビジネスのダイ
ナミズムと経営戦
略を英語で学ぶ

アジア・
ビジネス戦略＊★

プロジェクト
演習

企業価値
創造とM&A＊
事業ポートフォリ
オの再構築や資
本構成の最適化
の方法と問題点
を検討する

産学連携
マネジメント
産学連携、技術
移転に係る実践
的知識の習得と、
マネジメント可能
な人材を育成する

２コマ連続

プロジェクト
演習

企業価値
創造とM&A＊
事業ポートフォリ
オの再構築や資
本構成の最適化
の方法と問題点
を検討する

産学連携
マネジメント
産学連携、技術
移転に係る実践
的知識の習得と、
マネジメント可能
な人材を育成する

社内起業および組織
内におけるベンチャー・
キャピタル型新規事
業投資に必要な基礎
知識を講義やケース・
スタディを通して学ぶ

コーポレート・
アントレプレナー
シップ特論★

8/27、8/28、9/6、9/9、9/13、9/16、9/17

パブリック・マネジメント

8/17、8/25、8/31、9/8、9/11、9/12、9/14 8/30、9/1～9/4、9/15、9/18

（The Miner Foundation（サンブリッジコーポレーション）提供講義）
パブリック・リレーションズ論
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開講科目と修了要件

Kyushu University Business School／ 1817

注）＊印は英語による講義
　　  ★ 英語での講義のみ選択必修科目

MBAベーシックス科目群

選択科目24単位以上

必修科目12単位

組織マネジメント

マーケティング戦略

アカウンティング

企業財務

英語によるビジネス・コミュニケーション＊

企業倫理

修了要件
修得単位　36単位以上

修業年限　2年または3年（長期履修生に限る）

戦略的人的資源管理

組織行動

リーダーシップ論

コーポレート・ガバナンスと
監査

経営リスク・マネジメント

ビジネス法務

国際ビジネス法

資源・組織分野

企業戦略

国際マーケティング ★

国際企業分析 ★

国際経営

ミクロ経済学

パブリック・マネジメント

産業と政策

産業と企業

市場・戦略分野

ファイナンシャル・
マネジメント

財務会計

管理会計

資産運用とリスク管理

タックス・マネジメント

ビジネス統計

金融・財務分野

中国ビジネス

アジアの産業と企業 ★

アジア・ビジネス戦略 ★

異文化コミュニケーション

アジア分野

産業と技術

研究開発マネジメント

ベンチャー企業

産学連携マネジメント

生産管理

イノベーション・マネジメント

起業機会探索

知識マネジメント

知的財産管理
ビジネスにおける

競争優位性特論

コーポレート・
アントレプレナーシップ特論

先端技術分析

新産業創出

MOT分野

産業マネジメント特講Ⅱ

マネジメント特論Ⅰ

マネジメント特論Ⅱ

マネジメント演習Ⅰ-１

マネジメント演習Ⅰ-２

特講・特論

マネジメント・コントロール＊
資源・組織分野

国際ロジスティクス＊

国際マーケティング ★

国際企業分析 ★

市場・戦略分野

企業価値創造とM&A＊
金融・財務分野

アジアの産業と企業★

アジア・ビジネス戦略 ★

アジア多国籍企業＊

アジア分野

プロジェクト・マネジメント＊
MOT分野

産業マネジメント特講Ⅰ＊
特講・特論

うち、選択必修科目4単位以上

インターンシッププロジェクト演習

病院地区

大橋地区

筑紫地区

福岡市営地下鉄

QBSホームページ・facebook・twitter

学位 九州大学 伊都キャンパス イーストゾーン

アクセス
◎九州大学伊都キャンパス
　JR筑肥線／九大学研都市駅から昭和バス
　昭和バス／九大イーストゾーン
　西鉄バス／九大ビッグオレンジ

◎九州大学博多駅教室
　JR博多シティ9階・10階

募集定員
45名（１学年）

経済学府

イースト2号館

イースト1号館

（中央図書館）
在校生の内訳（2021年4月現在）

QBS公式名称
九州大学大学院経済学府
産業マネジメント専攻（専門職大学院）

The Department of Business and 
Technology Management
Graduate School of Economics, 
Kyushu University

学費（2021年度額）

入学料

282,000円

https://qbs.kyushu-u.ac.jp
https://www.facebook.com/QBS.MBA
https://twitter.com/QbsOfficial

年間授業料

535,800円

経営修士（専門職）
MBA： Master of Business Administration

九州大学博多駅教室
JR博多シティ
▶9階 講義室　▶10階 オフィス

イースト2号館

イースト1号館

（中央図書館）
経歴 日本人・外国人割合 男女比

社会人91人
97%

日本人83人
88%

12%

男性64人
68%

32%

外国人11人
女性30人3%

進学3人
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