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QAN便り

九州大学ビジネス・スクール ニューズレター

「日本一のアラムナイにしたい」
とは、
年初のQBS設立15周年記念シンポジウムでのやりとりの中で述べた言葉です。
何をもって日本一と言うのか、
かかる議論はさて置き、QANにはその可能性も資格も十分にあります。
ビジネススクール本体であるQBSとそのアラムナイであるQANは車の両輪の
関係です。
活性度の高いQANのネットワークの実現は、
QBSと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。
アラムナイ理事会は、
その組織機能を強化するため、今秋の臨時総会で、任意団体から一般社団法人へ移行する信を問う
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予定でいます。本来の本欄趣旨とは異なりますが、組織の形態を変える大事な事案ですので、
その手続き論について少しお付き合いください。
まず、11月22日
（木）
にfacebookのライブ配信機能等を利用し本件について説明します。説明会を開催した当日から11月30日
（金）
まで全ての
QAN会員に対してQlothによるQAN法人化案に対する投票（実質的投票）
を行います。可決すれば12月1日
（土）
に臨時総会の開催通知を行い、
12月8日
（土）
に臨時総会を開催、2019年4月1日を目標にQANを一般社団法人へ移行します。組織形態を変更する意義・目的、任意団体と比し
たメリット・デメリット、資金繰りや財政の裏付け、考えられる今後のリスク・課題等、丁寧に説明する様、心掛けますので会員の皆様におかれまして
は、説明動画をご覧頂き、是か非か、御判断頂ければ幸甚です。Qlothへの登録がまだでしたら、
この際にどうぞ宜しくお願い致します。QANの
公式ホームページ（http://qan.strikingly.com）
から登録可能です。
QAN会長

寺松 一寿（4期生）

義室も設けられており、350万冊収納可能な新中央

図書館などの最新設備が整った環境の中で学ぶこ

とができます。QBS教員室やQBS自習室の入る建物

校生と教職員など総勢60名で歓迎会を行い、共通言語である英語での交流で、

はイーストゾーンのイースト2号館となります。

すぐに打ち解けた雰囲気となり

第８回 QBSビジネスプランコンテストを開催しました

ました。
また、九州についてのクイ
ズや日本酒の飲み比べなどを

2018年10月14日
（日）
に、大名のFukuoka Growth

実施したことにより、交換留学生

Nextにて第８回 QBSビジネスプランコンテストを開催し

の九州への理解関心も深まっ

ました。当日は100名近くの方にご観覧いただき、株式

たようでした。
これから半年間、共に学ぶ同志として、講義はもちろん、定期的に開催予定の交流イベントな
どを通して、お互いの学びを最大限に深め合えるよう活動していきたいと思います。
尾﨑 祐子（16期生）

在校生紹介
迫田 優さん（15期生）

岩本 涼太郎さん（16期生）

所属 株式会社関家具

所属▶日本タングステン株式会社
QBSは多種多様なバックボーンを持った教授陣、学生、ゲスト

スピーカーなどと交わることで、自分自身さえ予想しなかった化

学反応を起こす舞台です。入学当初は組織の意思決定、ガバナ

験不足を補うために何が出来るかを考えた結果、受験を決めました。

ンス、人的資源管理など、社内でマネージメントする領域に興味を持っていました

いいのかと不安しかなかったですが、
今は入学できて心から良かったと感じています。

が広がり、ビジネスプランを考えるようになりました。講義でのディスカッションで

遠方からの通学や若輩者の自分がMBAというビジネスの猛者が集まる所にいて

QBSはケーススタディやゲストスピーカーの講義を通じて、自分ならその状況を

どうするか、学んだフレームワークや知識に基づいて考え、起業時の苦しい状況な
どを疑似体験することが出来ます。

経験不足を感じている私にとって、様々な経験を疑似体験できる非常に貴重な

学びの場です。

私を快く送り出してくれた会社といつも刺激をくれるQBSの仲間、先生方に感

謝しつつ、残り少ない学生生活を楽しもうと思います！
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9月29日
（土）
には伊都キャンパス完成記念式典が行

われ、QBSが入るイーストゾーンでも完成記念式典が

都で講義を行います。真新しいキャンパスには円形講

9月28日
（金）
には伊都キャンパスでオリエンテーションが行われた後、QBS在

めるという職務に直面した時、自身の力不足を本当に痛感し、経

国内最大規模となるキャンパスが完成いたしました。

平日は現行通り博多駅教室で開講、土曜日のみ伊

10月から半年間、英語で開講されている講義を共に受講します。

私は管理職への昇進がきっかけで、QBSで学びたいと思うよ

西3㎞、南北2.5㎞、272haの単一キャンパスとしては

都新キャンパスで後期講義を開始いたしました。
なお

今年も、QBSで共に学ぶ交換留学生がフィリピン・中国・台湾から13名来校し、

うになりました。部下を持ち会社の求める結果へとチームをまと

2005年に開始した九州大学キャンパス移転事業

は、
このたび伊都新キャンパスへの移転が完了し、東

行われました。QBSでは記念式典当日から早速、伊

2018年度QBS短期交換留学生・歓迎会

▶

伊都新キャンパス完成！

が、起業家や技術者の同期と交わることで、MOT、起業などを身近に感じて興味

会社グルーヴノーツの最首英裕社長に
「予測困難な未

来は行動して切り拓く！」
というテーマで熱い講演をいた

だきました。
その後、
５つのチームがビジネスプランを競
い合いました。各賞受賞チームは次のとおりです。

小牟田 毅（15期生）

最優秀賞（グランプリ）
H24E Innova Ltd.（代表者：久保 直嗣氏：ケンブリッジ大学）
関家具賞（プラチナスポンサー賞）
KumamotoTURBO Team Onepedal
（代表者：森永 健太郎氏：九州大学ビジネス・スクール）
麻生渡賞（前福岡県知事賞）
BeatHeat（代表者：荒木 啓充氏：九州大学ビジネス・スクール）
QAN賞
BeatHeat（代表者：荒木 啓充氏：九州大学ビジネス・スクール）
審査員特別賞
株式会社わんわんわ
（代表者：加藤 秀隆氏：北九州市立大学ビジネス・スクール）

は、学生が仕事で携わっていない分野のテーマでも、フレームワーク、分析する視

点によってロジカルに結論を導くのを聞いて学びの影響力を感じました。また、学
んだことを実際にトライする場である課外活動は講義との両輪と言えます。短期

海外研修ICABEでの提携校の学生とのディスカッション、ビジネスコンテスト、九

大祭でのQ-shop（模擬店）では講義で学んだ知識を現実の場でトライできます。
可能性を広げるならQBS！一緒に学びましょう！

九州大学ビジネス・スクール［MBA課程］
2019年4月入学生

☆QBSでは、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／2018年12月26日（水）〜2019年1月7日（月）
（12月28日〜1月3日、1月5日、6日は窓口受付なし）

●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教務第二係
（経済学府担当）
TEL.092-802-6369
ホームページ http://qbs.kyushu-u.ac.jp/
facebook.com/QBS.MBA

特別選抜入試

試験期日／2019年1月27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／2019年2月19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教務第二係
TEL ▶ 092-802-6367
E-mail ▶ jbkkyomu2ec@jimu.kyushu-u.ac.jp
ホームページ ▶ http://qbs.kyushu-u.ac.jp/
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QBS在校生が2018年グッドデザイン賞を受賞

第30回 ICABE 学生交流推進プロジェクト
今回のタイICABEでは、
「 新・成長エンジン」を掲げ、健康・医療・デジタル分野に注力している「現代のタイ」に焦点をあて、Central &

▶

Matsumotokiyoshi Ltd.（ドラッグストアチェーン）、日本生鮮卸売市場『トンロー日本市場』
（日本食の市場）、イチタングループ株式会社（緑茶

QBS15期生で工業デザイナーとして株式会社タカギに勤務されている竹内啓行さんが、2018年グッドデザイン賞を受賞されました。
この度、私がデザインした「みず工房クローレ」
「（同）スタンダード」が2018年グッドデザイン賞を受

飲料メーカー）
、
DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018
（東南アジア最大級のデジタル見本市）
という４カ所の企業訪問を行いました。
また、

賞致しました。
「みず工房」シリーズは蛇口一体型浄水器と呼ばれる製品群で、普通の蛇口のような外

チュラロンコン大学との交流プログラムでは、
「ASEAN諸国でのスタートアップビジネス」をテーマにグループディスカッションを行い、ASEAN

観でありながら、水道水中の塩素等を除去するフィルターを内蔵している浄水器です。その機能と形

諸国への製造業の輸出拠点という従来のタイではなく、少子高齢化が進み、健康志向の高まりや人材確保等、日本が既に直面している社会的

状に起因する使い勝手の良さ、蛇口としての意匠の美しさ・インテリア性、加えて浄水フィルターの提

な状況や課題に、今まさに対応していこうとする現代のタイの姿を、体感することができました。このICABEで得た知見を今後、実務や研究に
活かしていきたいと思います。

起配送の仕組みを含めて、製品とサービスを総合的に評価して頂いたことが、今回の受賞に繋がりま

陳 慧芸、藤吉 由貴（15期）

した。受賞したことは、工業デザイナーとしては大変な栄誉であると思います。
QBSでは専門外である経営
について学ぶことを通じて、デ
ザインの新たな面を知ることに
も繋がり、両者の理解が深まっ
ていると感じます。プロジェクト
演習論文では、経営資源として
のデザインが 持つ可能性を明
らかにしたいと考えています。
竹内 啓行（15期生）

QBS教員の新著紹介

浙江大学ビジネススクールのQBS訪問
中国のトップビジネススクールの一つ浙江大学経営学院が9月30日（日）にQBSを訪問しま

『サプライチェーンのリスクマネジメントと組織能力：“熊本地震”における「ものづくり企業」の生産復旧に学ぶ』

▶

した。MBA学生38名と引率の張剛峰副教授（2015年にQBSでアジアビジネス戦略をご担

同友館、2018年9月29日出版、2,000円（税別）

当）が移転したばかりの伊都キャンパスで、村藤教 授（日本経済の金融問題）、平松教 授

『自動車メガ・プラットフォーム戦略の進化：
「ものづくり」競争環境の変容』

▶

（コーポレートガバナンス改革）、
目代准教 授（トヨタ生 産方式）

九州大学出版会、2018年4月16日出版、3,600円（税別）

による講義を受講。休み時間に

この度2冊の図書を出版しました。1冊目は、熊本地震で被災した自動車メーカーや半導体メーカーの

なっても質問が続くなど大変活

サプライチェーン・リスクマネジメントをテーマにしています。日本は自然災害大国です。その経験と教訓

発な質疑が行われました。また、

を後世に残すべく、被災企業の全面協力のもと実施した研究調査の成果を取りまとめています。

前日の9月29日（土）には、QBS

2冊目は、2000年代後半から自動車業界で着実に進んでいる新たな製品開発戦略の最新の状況を

学生会による懇親会も開催。参
加者総数は60名を超え、九州の観光地クイズや日本酒の飲み比べなど大いに盛り
上がりました。QBSは今年3月にICABEで浙江大を訪問したばかりで、両校の双方
向の交流がさらに深まりました。
目代 武史（企業戦略、生産管理）

「アジア・ビジネス戦略」担当の招へい外国人研究員
大連理工大学・Erda Wang先生からのメッセージ

経営学から工学を横断する形で学際的に分析した図書です。4年にわたる科研プロジェクトの集大成で
あり、モジュール設計の衝撃と部品業界への影響、電動化、中国市場、新素材、自動運転といった最新
のトピックについて分析しています。
目代 武史（企業戦略、生産管理）

修了生紹介
王 豪さん（9期生）

脇山 和之さん（13期生）

所属▶アドー
（大連）教育コンサルティング有限会社

所属▶株式会社ミドリ印刷

Recent development of the Sino-Japan relationship has portrayed a rosy picture for the two nationsʼ

future cooperation on diplomacy and economy. On economic side, the two countriesʼ trade relation has
been good, but it will become great. Chinese economy has advantage in its market size, infrastructure
and resources; Japan has advantages on technological side and the superior management skills.

Those factors seem to be able to transfer some important messages to our QBS students. One is that

more business opportunities are looming ahead for the Sino-Japanʼs business community. Now, it is up to
you to determine what your resolves are. Second, I do believe that the QBS program prepares you well

for penetrating the two countriesʼ markets, which could become one of your competitive edges; Last but
not the least, any business is always charged with challenges, but at the same time there is no paucity of
big successes.

Erda Wang, Ph.D.

Professor of Economics, QBS, Kyushu University in Japan
Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology in China

November 2, 2018

QBS9期生の王豪です。QBSで勉強していた2年間は8年後の

修了してから間もなく2年が経とうとしていますが、今でもQBS

今でも最高だと思っています。QBSは実践的な教育を重視してい

で得たものの大きさを感じています。経営に関する体系的な知識

るので、起業家、社会人、外国人など様々なバックグラウンドを持

はもとより、修了後も繋がりあえるかけがえのない仲間が得られ、

つ同級生とのクロス対話を通し、最先端の知識やアイデアを目の当たりにして、
自分

修了までの、決して楽ではない道のりの中で、様々な課題にどう考え動くべきか自ら

のビジネス上の思考力も培う事ができます。
ビジネスプランコンテストや課題発表の

考える力を身に付けることができたように思います。

ために同級生の皆さんと深夜まで激論した場面は今でも印象的で、
これこそ燃える

13期の入学時に高田先生が「学問とは問いを学ぶこと」
との言葉を述べられまし

青春だと思っております。勉強は生涯に渡って行うべきだと思うようになったのも

たが、
まさにQBSでの日々は
「良い問いとは何か」
について考えることの連続だった

QBSのお陰です。

と思います。

QBSでの２年間で培ってきたビジネスを切り拓く精神、問題解決能力、思考力は

特にプロジェクト演習を通しては、
自ら主体的に問いを立て、常に自己に対する批

私のキャリアの貴重な宝になっています。大手日本商社での仕事を経て、現在は中

判的な視点を持ちながら、
その問いに対して自分なりの解を見出していくことの大切

国で起業し、中国学生向けの日本留学コンサルティング業務を行っております。中国

さと、楽しさを学ぶことができました。

学生の日本の名門大学への進学をサポートし、私がQBSで感じた日本教育の魅力

これからも、QBSで学んだ考え方や知識を自分の専門であるデザインの領域で

をより多くの中国人学生に体験させるように努力しております。QBSの素晴らしさは

活かし、少しでも豊かな社会づくりや課題解決に貢献していきたいと思っています。

言葉では表せません。
ベンチャー精神がある方ぜひQBSに入ってみて下さい！

