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［大阪］いばらきキャンパス 〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150（JR「茨木駅」から徒歩約5分）
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［京都］朱雀キャンパス 〒604-8520 京都府京都市中京区西ノ京朱雀町1番地（JR・地下鉄「二条駅」から徒歩約3分）
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ビジネスを創造するリーダーとして、

明日の自分にわくわくできる

人生を拓きましょう

私たちの住む地球には、現在70億を超える人々が生活しています。これらの人々をつな

ぐ情報・物流・金融ネットワークは著しい発展を遂げており、世界はますます一体化を

強めています。また高等教育の普及が人々のビジネスへの参画を促し、生活水準の向上

を世界各地にもたらしています。とりわけ経済成長が著しいアジアでは、MBAの需要が

ビジネスシーンで高まっています。マネジメントに携わるビジネスパーソンの羅針盤と

して、あるいは世界に通じる共通言語として、MBAの実践知がとても役立つからです。

日本では、30代を中心とする、意欲あるビジネスパーソンがMBAプログラムを学んでい

ます。それぞれが、希望部署への配属、昇格昇進、海外赴任、事業承継、新規投資、新規就職、

起業など、さまざまな人生の転機を迎えており、飛躍を求めています。MBA教育では、

ビジネスを体系的に学ぶことをつうじて、自らのキャリアを客観的に見つめなおすこと

（棚卸し）ができます。また異業種・異階層の人々とのグループワークでは、明日を拓く

発想や気づきが得られます。自らの実践知に磨きをかけて、ビジネス創造に向けた未来

設計図を描く場が、ビジネススクールです。

立命館大学ビジネススクール（RBS）は、実務界の英知を結集したMBA教育をつうじて、

ビジネスの創造をめざすビジネスパーソンを応援しています。「迷ったらやる」といった

意気込みで、時機を逃さずRBSの扉を開いてください。すでに修了生の多くが、それぞ

れのフィールドでビジネスの創造にチャレンジし、期待以上の成果を手中にしています。

RBSは、貴方との実りある出会いをお待ちしています。

立命館大学ビジネススクール（大学院経営管理研究科） 研究科長     奥村 陽一
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展開科目中心の履修
基礎科目［A群・B群］
中心の履修

２
　
年
　
次

展開科目中心の履修

「課題研究」（ゼミ）の履修

Management Development Unit

Career Development Unit

学部卒業生（留学生含む）対象 ｜ 大阪いばらきキャンパスにて開講

ビジネスパーソン対象 ｜ 大阪梅田キャンパスにて開講

マネジメントプログラム

キャリア形成プログラム

Ritsumeikan University Business School

ビジネスを創造するリーダーを育成 するカリキュラム

Feature 01 Feature 02

Feature 03 Feature 04

［キャンパス別開講時間］

［クォーター制］

［標準修業年限］

約2ヶ月8回の講義で1科目を履修します（3時間×8回＝2単位）。

2年（最長4年）

1・2 限 3・4 限 5・6 限 6・7 限

大阪 梅田キャンパス
平日 — — — 18：30～21：30

土・日 9：10～12：10 13：20～16：20 16：50～19：50 —

京都 朱雀キャンパス 平日 — — — 18：30～21：30

大阪 いばらきキャンパス 平日 9：00～12：10 13：00～16：10 — —

経営を基本から学ぶ
MBAのグローバルスタンダードに準拠した基礎科目で経
営について1から学び、より応用的な展開科目、そして多
彩な特殊講義を受講していきます。入学後に履修アドバ
イザーから履修方針について個別アドバイスを受けます。
初めて経営を学ぶ人も不安なく学修を進められます。

実践力を養う授業
知識を身につけるだけでなく、実践のために必要なスキ
ルやマインドセットの修得を行います。多彩な実務家教
員からは多くの刺激が得られます。授業ではグループワー
クやプレゼンテーションの機会が多く、常に真剣勝負が求
められます。

問題関心を掘り下げる
「課題研究」（ゼミ）では、担当教員による集団指導・個人
指導の下、自らのキャリアに関わるテーマについて研究を
行います。研究の課題と內容が重要であり、最終レポート
は必ずしも学術的な形式に沿う必要はありません。

生涯にわたるネットワーク
共に学んだ仲間との関係は一生の財産となります。修了生
の交流組織によるイベントやゼミ単位の活動も盛んに企
画されています。研修生として登録すれば、自習室、図書
館、学内データベース、電子メールを使用できます。

RBSのカリキュラムは、ビジネスを創造する力の養成を意図しています。

実務経験に応じて分けられた2つのプログラム─ 「マネジメントプログラム」と「キャリア形成プログラム」 ─では、

それぞれ段階的な学習ができるようになっています。

修了時には経営修士（専門職）［Master of Business Administration（MBA）］の学位を授与します。

※マネジメントプログラムの一部の科目は京都朱雀にて開講
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RBSを選んだ理由

競争の激しい業界で、本部と店舗のパイプ役であるエリアマネ
ジャーとして奮闘する中、新たな視点を身につけながら自分の
スキルに磨きをかけていきたいと考え、RBSへの入学を決めま
した。授業で学ぶ内容は全て、即自分の仕事において実践できて
いると感じます。特に、「ベンチャービジネス」で教わった「長期
的視点でモノを考える、これから起こる不連続な変化について
質の高い予測を試みる」という考え方は、今後キャリアを積んで
いく上での指針となりそうです。

私がRBSへ入学を決めた理由は、出向により職務環境が大きく
変化したことで、現在のビジネススキルをより昇華させたいと
考えたからです。現在主に富裕層向けに資産運用の提案業務を
しています。RBSはビジネスを創造することのできる実践的人
材の育成に取り組んでいる点に魅力を感じました。実際、講義も
プレゼンやディスカッションが中心で準備は大変ですが、その
分、理解力が高まると感じています。講義を通して学んだことは
すぐに仕事に活用するように日頃から意識しています。

私は学部時代に経営学部で学びましたが、在学中にスウェーデ
ンの大学へ1年間留学しました。そこでの学びは日本の大学とは
大きく異なっていて、私には「考える力」が不足していることを
痛感させられました。帰国後、RBSにはそのような力を身につ
ける環境があると知り、また少しでも早くと思い、飛び級で入学
することを決めました。実際、RBSの授業はディスカッション
形式が多く、ただ講義を受けるだけではありません。自分で考え
ることのできる機会にあふれていて、毎日が刺激的です。

私は中国での前職である自動車ディーラー勤務の経験から、中
古車流通の領域で事を成したいと思い、理論だけでなく実践も
重視するRBSへの入学を決めました。RBSでは国籍や年齢が違
う人たちと交流することによって、視野が広がり、また、物事に
対する認識も一層深まってきました。入学してからの一年間、特
に問題や状況に対する分析思考能力が向上し、様々な面での自
信が深まりました。RBSは新たな人生を切り開こうとする人に
とって、最高の選択であると思います。

竹下 慎一郎 さん

三菱UFJモルガンスタンレー PB証券 ファイナンシャルアドバイザー

白濵 亜美 さん

立命館大学経営学部出身

井澤 亜由美 さん

株式会社 アダストリア エリアマネジャー

ZHANG Yu さん

天津市高徳汽車貿易有限公司 キークライアントマネジャー（前職）

Case   04Case   03Case   02Case   01

一人ひとりが異なった目的・理由で RBSを選びます。

一つ共通しているのは、現状に甘んじることなく自己成長をしたいという強い気持ちです。

RBSのプログラムで、新しいステージへ進むための確かな力を身につけてください。

学部卒

39%

59%

2%

92%

留学生

社会人
社会人

42%

社会人

22%学部卒

36%

留学生 8%留学生

RBS
全体

マネジメント
プログラム

キャリア形成
プログラム

多様なバックグラウンドの院生

マネジメントプログラム マネジメントプログラムキャリア形成プログラム キャリア形成プログラム

※2017年度在籍者
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マネジメントプログラム

ビジネスを創造するリーダーに必要な能力を身につけるためのプログラムです。大学卒業後、勤続2年以上の方を対象

としています。経営者や経営幹部を志向する方だけでなく、自分らしいキャリアを構築したい方や、起業を検討してい

る方も歓迎します。授業は大阪梅田キャンパス（大阪富国生命ビル5F）にて、平日夜間と土日に開講。一部科目について

は、京都朱雀キャンパスでも開講しています。

私がRBSへの入学を決意したのは、医
療保険制度の存続が難しくなっている時
代において、医療従事者自らが経営的視
点を持って医療に関わっていくことが必
要だと考えたからです。良質な医療を提
供するためには、健全な経営を達成する
ことが不可欠です。その上で、RBSで学
ぶことはとても有意義でした。基礎から
実践への道筋をつけていただいたと考え
ています。今後は、既成概念にとらわれ
ないクリニック経営を行い、患者満足度
の向上と健全な経営により、良質な医療
を提供し続けたいと思います。

RBSの良い点は何よりも実践的な講義
と多くのグループ学習です。トップ企業
の経営層による講義、企業訪問などもあ
り、過去からの学びや理論と現実を頭の
中で整理し、持論に結びつけていく作業
の繰り返しでした。RBS在籍中、私は学
びを業務に反映することを心掛け、多く
提言をしてきたせいか、修了後は、全く
経験のなかった営業統轄本部で企画部長
という立場になりました。RBSは、これ
まで狭い世界にいた自分を大きく変えて
くれました。多くの学友も沢山の刺激を
与え続けてくれます。

「人生を豊かにしたい」と考え、36歳で
RBSに入学しました。多彩な講義や、
人材育成のゼミの先生を通じ、多くの
ことを学ばせていただきました。修了
後は、一般職から総合職へ変更試験を
受け、40歳目前で地域のコンサルティ
ング職につきました。その後、各地で管
理職経験を積み、現在に至ります。RBS
での学びは、「仕事の動かし方」「自分
の発想とは違う切り口」を見つけること
にも役立っています。学友の皆様とは
今も交流が続き、前進する勇気や解決
のヒントなどをもらっています。

業界が大きい変化にさらされる中、自社
の経営に危機感を抱き、RBSへの入学を
決意しました。実務経験が豊富な先生が多
いだけでなく、カリキュラムが実践的な講
義で構成されていたため、学びを自社の経
営課題に即応用することができました。ま
た、課題研究では、50年の歴史を振り返り
ながら、後継者にバトンを渡すべき時の方
法、グローバルに展開する手法、変化に対
応できる強い会社づくりを見つめ直すこ
とになりました。同期生やRIMO（立命館
大学経営管理研究科校友会）の方々との交
流は無限に広がっていくと考えています。

城谷 知彦 さん
いしが城谷クリニック 院長

安田 成留 さん
オムロン株式会社 営業統轄本部 企画部 部長

津田 美衣子 さん
株式会社公文教育研究会 人事本部 人事部 部長

仙石 隆昭 さん
株式会社ダイセン 代表取締役社長

基礎科目（選択必修科目14単位以上）
展開科目

APU交流科目 
・ 

実習科目
演習科目

A群（10単位以上） B群

競争戦略

組織行動

マーケティング

ファイナンス

アカウンティング

企業分析

国際政治経済

論理的思考と 
プレゼンテーション

企業倫理

統計学

ビジネス科目群 特殊講義科目

APU交流科目Ⅰ

APU交流科目Ⅱ

APU交流科目Ⅲ
課題研究Ⅰ

課題研究Ⅱ

戦略ユニット

特殊講義Ⅰ

特殊講義Ⅱ

特殊講義Ⅲ

特殊講義Ⅳ

特殊講義Ⅴ

特殊講義Ⅵ

特殊講義Ⅶ

経営政策 グローバル経営

イノベーション ベンチャービジネス

組織ユニット

人的資源管理 キャリア開発

コーチング ネゴシエーション

マーケティングユニット

マーケティングリサーチ 消費者行動

商品開発 顧客戦略

ファイナンスユニット

フィールドワーク

インターンシップ

実践ファイナンスⅠ コーポレートファイナンス

実践ファイナンスⅡ 投資戦略

会計ユニット

コーポレートガバナンス 管理会計

租税法 財務諸表

［カリキュラム］

上記のうち、キャリア形成プログラムと同一名称の科目については、キャリア形成プログラム開講科目を受講することも可能です（ただし、基礎科目と、展開科目のうち特殊講
義科目を除く科目は、キャリア形成プログラム用の内容になります）。

修了に必要な修得単位…46単位以上

［在学生の年齢］

修了生の声 修了生の声 修了生の声修了生の声

20代 30代 40代 50代 60代

11% 42% 29% 16% 3%
医療・福祉

3%

卸売業・小売業

13%

教育

19% 金融

6%

建設・不動産

3%

その他

6%

学術研究
・

専門技術
サービス業

9%

製造

41%

［在学生の所属業界の割合］

Management Development Unit

※ 構成比は小数点以下第１位を四捨五入しているため合計が 100% にならない
場合があります。
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キャリア形 成 プログラム Career Development Unit

将来ビジネスを創造するリーダーになるための力量を向上させるプログラム。主に大学卒業後、勤続2年未満の方を対

象としています。日本人学生と留学生が隔てなく切磋琢磨しています。授業は大阪いばらきキャンパスにて平日昼間に

開講。特殊講義は、平日夜間や土日にマネジメントプログラムの院生と一緒に授業を受けることができ、多くの刺激が

得られます。

⃝アクセンチュア（株）
⃝イオンディライト（株）
⃝出光興産（株）
⃝エイチ・ツー・オー リテイリング（株）
⃝（株）キーエンス

［過去3年間のストレートマスターの主な就職先企業名］

［カリキュラム］

基礎科目（選択必修科目14単位以上）
展開科目

APU交流科目 
・ 

実習科目
演習科目

A群（10単位以上） B群

競争戦略

組織行動

マーケティング

ファイナンス

アカウンティング

企業分析

国際政治経済

論理的思考と 
プレゼンテーション

企業倫理

統計学

ビジネス科目群 特殊講義科目

APU交流科目Ⅰ

APU交流科目Ⅱ

APU交流科目Ⅲ
課題研究Ⅰ

課題研究Ⅱ

キャリア開発 アントレ 
プレナーシップ

特殊講義Ⅰ

特殊講義Ⅱ

特殊講義Ⅲ

特殊講義Ⅳ

特殊講義Ⅴ

特殊講義Ⅵ

特殊講義Ⅶ

産業動態分析 商品開発

異文化マネジメント マーケティング 
リサーチ

ネゴシエーション ビジネスプラン

会計ファイナンス科目群

コーポレート 
ガバナンス

コーポレート 
ファイナンスⅠ

フィールドワーク

インターンシップ

租税法 コーポレート 
ファイナンスⅡ

管理会計 投資戦略

財務諸表 監査論

私は、家業を継ぐことを意識して経営
系の学部で学びましたが、企業経営を
実践するという視点での学びはまだ不
十分だと感じ、RBSに進学しました。
RBSでは学部時代と異なり、質・量と
もに高いレベルの関わりが求められ
ました。特に「課題研究」では、担当の
先生から親身な指導を受けることで、
はっきりと自己成長を感じることがで
きました。今後の目標は、現場におけ
る一人ひとりとのコミュニケーション
を大切にすることで、誰からも頼られ
る後継者になることです。

私は経済学部の学生時代に留学をしたこ
とがきっかけで、グローバルな視座を持
つ市場価値の高い人材に成長したいと考
え、RBSへの進学を決意しました。RBS
では、理論を現実の経営に適用させる実
行力を習得することができました。特に

「企業分析」の授業では、社会人院生と
チームを組んで最優秀賞を獲得し、大き
な自信を得ることができました。そうし
た経験が就職活動において武器になった
ことは言うまでもありません。将来は事
業会社のCFOとして日本企業の飛躍に
貢献したいと考えています。

私は、欧米でなく、母国と価値観・文化
などが似通っている日本のMBAへの進
学を検討していました。その中で、RBS
との出会いは運命的でした。RBSはい
わゆる座学ではない「実践的」な授業で
構成され、ビジネスに即活用できる力が
身につきました。その力を武器にニュー
ヨークの不動産会社のインターンシップ
に参加するなどして、結果的に不動産会
社に就職することになりました。RBSは
私に方向性を与えてくれたわけです。今
は不動産管理・運用の経験を積んで、プ
ロの資産運用者になることが目標です。

学部時代に学んだ会計学が実務の中で
どのように役立っているのかを学び
たくて、RBSへの進学を決めました。
M&Aや監査・税務の豊富な経験をお持
ちの先生方から会計の実践的な役立ち
を学んだほか、経営トップが戦略を話
される授業ではトップの目線の高さに
感心しました。現在はインターンシッ
プ先であった当社の経理部門で働いて
います。全社の資産管理を任せていた
だき、責任と成長を日々実感していま
す。頼りになる経理のプロになること
が、当面の私の目標です。

岩田 幸成 さん
大日工機株式会社 取締役 製造部部長

浅埜 友希 さん
アクセンチュア株式会社

Finance & Enterprise Performance 

GE Lu さん
グローバルコミュニティ株式会社  

大阪支社プロパティ・マネジメント部

大澤 里沙 さん
株式会社堀場製作所

財務本部経理部 税務・資産管理チーム

修了生の声 修了生の声 修了生の声 修了生の声

⃝キユーピー（株）
⃝京セラ（株）
⃝国際航業（株）
⃝（株）再春館製薬所
⃝（株）セブン-イレブン・ジャパン

⃝武田薬品工業（株）
⃝第一生命保険（株）
⃝（株）東急エージエンシー
⃝西日本高速道路（株）
⃝日本写真印刷（株）

⃝日本生命保険（相）
⃝日本テトラパック（株）
⃝（株）堀場製作所
⃝三井住友海上火災（株）
⃝三菱自動車工業（株）

修了に必要な修得単位…46単位以上

（50音順）
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［2016年度］

ANA-HD 伊東 信一郎 会長
マツダ 金井 誠太 会長
野村HD 古賀 信行 会長
ダイセル 小川 大介 相談役
日本製紙 芳賀 義雄 会長
ブリヂストン 津谷 正明 CEO
東レ 日覺 昭廣 社長
武田薬品工業 長谷川 閑史 会長

［2014年度］

クラレ 和久井 康明 相談役
三菱重工業 大宮 英明 会長
丸紅 勝俣 宣夫 相談役
オンワードHD 廣内 武 会長
三越伊勢丹HD 石塚 邦雄 会長
三菱地所 木村 惠司 会長
ミネベア 貝沼 由久 社長
サントリー HD 佐治 信忠 会長

［2012年度］

村田機械 村田 大介 社長
三菱ケミカルHD 小林 喜光 会長
テルモ 和地 孝 会長
日本マクドナルドHD 原田 泳幸 会長
ノバルティスファーマ 三谷 宏幸 社長
東京エレクトロン 東 哲郎 会長
三井住友銀行 北山 禎介 会長
新日鐡住金 三村 明夫 相談役

ブリヂストン 津谷CEO

マーケティングリサーチの基本を講義・演習・プロジェクトを通じて身につけ、

経営者としての意思決定につながるマーケティングリサーチにおける問題の立て方、活用の仕方を学びます。

また、データに基づいた説得力のある提言ができる高度なコミュニケーション能力を養います。

「戦略経営の実践」は、日本を代表する経営者によるリレー講義として、濱田初美教授が担当しています。

一流企業の頂点に立つ方々による講義は、RBSに特別のご理解を頂いて回を重ねてきました。

錚々たる経営者との質疑は臨場感にあふれ、本学院生の成長に掛け替えのない機会となっています。

次回［2018年度］も著名な経営者に登壇していただく予定です。

「まずは沖に連れて行って海に突き落とす」アプローチ：
スポンサーが付き、課題に関するネット調査を設計・実施・分析し、最終回にスポンサーの前で発表を行います。多少ハードかもしれま
せんが、確実に力がつく、やり甲斐のあるハンズオンの授業です。

マーケティングリサーチ 戦略経営の実践（経営者リレー講義）特色ある学び 特色ある学び

私のマーケティングリサーチの授業の最大の特色はスポンサーを毎回用意し、そのスポ
ンサーの課題に基づき学生が調査設計・分析・提言を行うという非常にリアルなプロジェ
クトを行うということです。スポンサー側のメリットは「学割」価格のリサーチの実費・
学生の全力投球・鳥山による品質保証で、学生にとってはスポンサーが真剣なので自ず
と真剣にならざるを得ず、結果的に圧倒的に学びが大きいのです。これまでのスポンサー
は製薬メーカー、工具メーカー、電器卸、不動産、食品、等多岐に渡り、中にはスポンサー
に気に入られて幹部社員の前でプレゼンするに至り、結局その会社に就職を決めてしま
う者が出たり、調査結果によって新組織が発足したりというリアルなインパクトがあり
ます。これは米国有名校のような大規模なビジネススクールには難しい、RBSならでは
の教育法です。

RBSならではのリアルなリサーチプロジェクト

鳥山 正博 教授

教員からのメッセージ

（出講順、職位は当時）

各回の受講レポート・写真は、本研究科ホームページに掲載しています。
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本研究科では各科目で修得した個々の知識や能力を演習科目において応用し、

課題研究に取り組むことを学修の集大成と位置づけています。

演習科目である「課題研究」（ゼミ）では、院生のビジネス上やキャリア上における実践的な問題関心と課題を

具体的に解決することを研究課題とし、「課題研究レポート」を作成します。

課題研究の内容は、アカデミックなサーベイのほか、実証研究および事例研究、戦略立案、組織設計、新規事業計画、

新製品開発、実務課題のソリューション等、現在進行中のテーマや自らが構想中のものを取り上げることができます。

院生のバックグラウンドや修了後のキャリア形成が多様であることを考慮して、

課題や修了後の進路に合わせた課題研究のテーマにも幅広く対応できるよう、

各専門分野の実務家教員または研究者教員が担当しています。

スケジュール例

1年次 2年次

課題研究特色ある学び

私は元々ブランド論に興味があり、広告業界への就職も意識し、地
域ブランディングを課題研究のテーマとして選びました。ある地域
の関係者の方々と深く関わりながら、1年に及ぶフィールドワーク
を行い、地域ブランドが希薄化してしまうメカニズムを明らかにし
ました。レポートにまとめる作業は本当に大変でしたが、この経験
を通して、当事者も気づいていない課題の本質を把握する力が身に
つきました。この力は、これからどんな仕事をする上でも武器にな
ると思っています。

高橋 歩 さん

株式会社東急エージェンシー ソリューション本部 マーケティング局

私は一企業の経営者として自社の経営のあり方について課題研究
を行い、レポートを執筆しました。受講した講義の內容と、関連す
る多くの書物の內容を自分の中で反芻することを重ねていきまし
た。その中で様々な仮説が思い浮かび、事例研究も併せ、2年間で
学んだことの全てをまとめ上げることができました。課題研究を通
じ、自社の経営理念を構築することもできました。当然、修了後の
実務にも変化が見られます。経営者として、何事に対しても自信を
持って取り組むことができています。

長瀬 裕一 さん

美濃与食品株式会社 代表取締役社長

過去の
課題研究テーマ

⃝ホテル業界における推奨行動を引き起こすメカニズム
⃝日本製造業の活性化戦略―世界の製造業から「創造業」へ―
⃝「環境適合による企業の存続」失敗事例に見出す明るい未来
⃝ものづくり中小企業の人材確保に関する一考察〜次世代中核人材を意識した進化型人事システムの提案〜
⃝「導入形態、業務領域、7Sの観点による成果を出すシェアードサービスの要件」―実務従事者による国内導入企業の事例研究―
⃝競争力視点からの生産システムと中小製造企業への実践的導入―大日工機への応用事例―
⃝地域ブランド失敗のメカニズム

課題研究の内容は様々です。過去の優れたテーマについては後掲する「過去の課題研究テーマ」を
ご参照ください。そもそもビジネスに関する研究と一口で言っても、理論研究、実証研究（定量・
定性）、そして自らアクションを起こしながら知識を創造するアクションリサーチ等、多様です。
いずれにしても、目指すゴールは独創的な視点を導くことにあります。
この課題研究は、RBSにおける学修経験の目玉だと言っても差し支えないでしょう。それは、自ら
が人生の中で培ってきた問題意識とRBSでの学びを結晶化させながら、キャリアを切り拓いてい
く上での確信、すなわち逆風の中でもブレない信念と自信を育てるプロセスです。ただし、それが
独りよがりになっては元も子もありません。そこで、それぞれの教員がそれぞれの専門性および哲
学にもとづいて学生と真剣に向き合い、そのような知的探求のコーチングを行います。

キャリアを切り拓くための知的探求

小菅 竜介 准教授

教員からのメッセージ

マネジメントプログラムキャリア形成プログラム

修了生の声

前期終了前

ゼミ決定

8月

合宿等

4月

履修開始

1月

課題研究
レポート

提出

5〜7月

文献輪読
・

研究計画策定

後期

データの
収集・分析、執筆

後期

キックオフミーティング、
研究テーマのブラッシュアップ
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開講科目一覧

基礎科目 展開科目
企業経営の基礎的素養を
身につけるための科目群。

企業経営の各分野の専門的な力量を形成する科目群。

※ 2017年度実績
※詳細は経営管理研究科 HP オンラインシラバスで確認してください。

＊詳細は P23 をご覧ください。

［A 群］ ［マネジメントプログラム］ ［特殊講義科目］

［キャリア形成プログラム］

［B 群］

競争戦略
環境変化を把握し、企業を繁
栄に導く課題解決プロセスを
ケーススタディから学ぶ。

組織行動
経営における組織理論と基本
パラダイムを学び、有効な企業
戦略に理解を深める。

マーケティング
マーケティングの基本概念を
現実に適用しながら自在に思
考する力を身につける。

ファイナンス
金融制度・市場・商品の仕組み
を理解し、ファイナンスの基礎
理論を修得する。

アカウンティング 
企業会計の制度と理論につい
て基本を理解し、その変遷と最
新動向を学ぶ。

企業分析
財務諸表等から企業業績を正
しく評価し、経営課題の解決策
を導く能力を修得する。

戦略
ユニット

経営政策
経営者の立場で企業経営の根
幹となる理念や、その発想と実
践について学ぶ。

イノベーション
環境変化を先取りし新陳代謝
を生起させ、ビジネスの創造的
成長を実現する。

グローバル経営
企業のグローバル戦略や組織、
マネジメントについて理解を
深める。

組織
ユニット

人的資源管理
組織リーダーの役割と要素、変
革型リーダーの事例を学び人
事について考察する。

コーチング
体験学習を通してコーチング
の基本的な考え方と実践的な
スキルを身につける。

キャリア開発
企業等の組織内でマネジメン
トとして構成員の成長支援の
制度の理解と実務を知る。

マーケティング
ユニット

マーケティングリサーチ
実際の題材をもとにリサーチ
を実践しながら市場に関する
問題解決能力を修得する。

商品開発
実際に商品を企画しながら、発
想技法、コンセプト開発、コン
ジョイント分析などを学ぶ。

消費者行動
マーケティングへの応用を念
頭に、消費者心理・行動をとら
える眼を養う。

ファイナンス
ユニット

実践ファイナンスⅠ
企業価値向上のための資金調
達やM&Aなどの運用手法につ
いて理解を深める。

実践ファイナンスⅡ
証券化を含むストラクチャー
ド・ファイナンスの理論と手法
について修得する。

コーポレートファイナンス
企業の資金調達に関する基礎
理論および企業価値創造につ
いて理解を深める。

会計
ユニット

コーポレートガバナンス
会社利害関係者の利益を程よ
く調整するための会社の適切
な運営の仕組みを考える。

租税法
法人税･所得税･相続税などの
税法の考え方について理解を
深める。

管理会計
現代の経営実践における管理
会計技法の活用を、事例を通じ
て理解する。

ベンチャービジネス
新しいビジネスの事業化や起
業についての戦略や手法につ
いて理解を深める。

ネゴシエーション
ビジネスの合意に至る論理構
築と過程を理解し実践的交渉
力を身につける。

顧客戦略
顧客データベースをもとに戦
略を立案するスキルを実践プ
ロジェクトで修得する。

投資戦略
株式取引、債券取引と投資戦略
について理解を深め、分析・運
用など実践的対応を修得する。

財務諸表
財務諸表の作成と開示につい
て理解を深め実務を修得する。

ビジネス
科目群

キャリア開発
自分自身の自律的なキャリア
開発と能力開発を実現してい
くための視点を学ぶ。

産業動態分析
現代ビジネスにおける産業と
その相互関係の変化について
理解を深める。

異文化マネジメント
国際ビジネスの背景にある文
化の相違を理解し、問題解決の
手段を学ぶ。

アントレプレナーシップ
起業家精神を学び、ベンチャー
創業や既存企業の経営改革、組
織の刷新を考察する。

商品開発
実際に商品を企画しながら、発
想技法、コンセプト開発、コン
ジョイント分析などを学ぶ。

マーケティングリサーチ
実際の題材をもとにリサーチ
を実践しながら市場に関する
問題解決能力を修得する。

会計ファイナンス
科目群

コーポレートガバナンス
会社利害関係者の利益を程よ
く調整するための会社の適切
な運営の仕組みを考える。

租税法
法人税･所得税･相続税などの
税法の考え方について理解を
深める。

管理会計
現代の経営実践における管理
会計技法の活用を、事例を通じ
て理解する。

コーポレート 
ファイナンスⅠ
企業の資産調達と運用の基本
的な考え方を金融資本市場と
の関係を通して学ぶ。

コーポレート 
ファイナンスⅡ
企業価値向上のための資金調
達やM&Aなどの運用戦略につ
いて理解を深める。

投資戦略
株式取引、債券取引と投資戦略
について理解を深め、分析・運
用など実践的対応を修得する。

ネゴシエーション
ビジネスの合意に至る論理構
築と過程を理解し実践的交渉
力を身につける。

ビジネスプラン
商品開発や新規事業の立ち上
げに際し、実行可能なビジネス
プランと数値計画を立てる。

財務諸表
財務諸表の作成と開示につい
て理解を深め実務を修得する。

監査論
ディスクロージャー制度にお
ける財務諸表監査の意義と機
能を修得する。

演習科目
自らの興味関心や
キャリアに応じた
課題研究に取り組む。

課題研究Ⅰ
演習形式にて院生が課題研究
を進めるための必要な考え方、
研究方法論を学ぶ。

課題研究Ⅱ
情報交換や論議を重ね、課題研
究テーマへの理解を深めつつ
レポート等の成果物作成を進
める。

実習科目

フィールドワーク
マーケティング視点から、観光・
商業を比較観察し、顧客像と都
市の魅力を探る。

インターンシップ
企業などにおいて就業を体験
し、報告会で発表する。キャリ
ア形成や人間的成長を図る。

国際政治経済
多国籍企業、知的財産権、世界
金融危機などグローバリズム
の諸問題について理解する。

論理的思考と 
プレゼンテーション
説 得 力 の あ る コ ミ ュ ニ ケ ー
ションを導くための思考力と
表現力を修得する。

企業倫理
企業活動の倫理的側面とCSR
について事例の検討を通じて
修得する。

統計学
経営実務に有用な統計手法を
理解し、データを効率的に処
理・解析する能力を修得する。

APU 交流科目
立命館アジア太平洋大学
大学院開講科目の
修得単位を認定。

APU交流科目Ⅰ

APU交流科目Ⅱ

APU交流科目Ⅲ

戦略経営の実践（2018年度開講）
日本を代表する錚々たる経営者によ
る講義を行い、事業成功のプロセスを
学ぶ。

医療経営
環境の変化を先取りし医療経営の現場
にフィードバック可能な講義と討論を
行う。

オーナーシップ
的確な判断で戦略を成功させ、企業集
団を発展に導く手腕を身につける事を
目指す。

介護経営
介護経営の現状と課題について実践的
な知識を理解する。

コンテンツビジネス
ジャンル別に解説し、その現状と課題
を分析し経営課題の解決策を学ぶ。

サービスマネジメント
ローコストかつ顧客に優れた価値を生
み出すようなサービスプロセスの設計
方法を学ぶ。

マインドフルネス
マインドフルネスにもとづいて自己認
識や自己制御を科学的アプローチで強
化する。

イノベーションの実践
企業を訪問、トップと交流し経営課題把
握後、解決策の提案を行う実践的授業。

事業創造 
〈（株）日本M&Aセンター寄附講座〉
事業創造過程で必要とされる事と成否
を分ける事等、事業創造を行う仕組み
を学ぶ。

会計リテラシー
簿記の基本的な一巡の手続、財務諸表
の各項目の基本的な内容について学ぶ。

組織変革
組織を変革するリーダーに必要な原理
原則、意識と行動、変革デザインステッ
プを学ぶ。

ビジネス開発 
〈（株）農林中金アカデミー寄附講座＊〉
実地ワークや演習等を通じ、アグリ・
ビジネスにおけるリーダーシップを身
につける。

コマツウェイ
コマツにおけるグローバル化とグロー
バル人材育成とキャリア形成支援につ
いて学ぶ。

新時代の金融システムと 
人材創造
新時代における金融システムについて

「戦略と組織デザイン」の観点により最
適解を探る。

経営リテラシー
インプットとアウトプットを繰り返し
ながら経営学における基礎知識を習得
する。

戦略コンサルティング 
〈（株）農林中金アカデミー寄附講座＊〉
企業の戦略コンサルティングの基本技
術、重要経営コンセプト、ワークマネ
ジメントを学び、企業診断・課題解決
方法を習得する。
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奥村 陽一 教授

■専門分野
会計学、企業分析

■担当科目
企業分析／課題研究

■主な経歴
経営管理研究科研究科長（2012年〜）、経営管理研
究科教授（2006年〜）、経営学部教授（1996年）、経
営学部助教授（1988年）、立命館大学大学院経営学
研究科博士課程後期課程満期退学（1986年）。日本
会計研究学会、会計理論学会、ドラッカー学会、日
本介護経営学会等に参加。立命館大学校友会副会長

（2017年〜）、大津市公共施設マネジメント推進委
員会委員長（2013年〜）など学外活動に従事。

肥塚 浩 教授

■専門分野
経営戦略論、技術経営、介護サービス経営

■担当科目
競争戦略／介護経営／課題研究

■主な経歴
1990年立命館大学大学院経済学研究科博士後期課
程単位修得退学、1998年博士（経営学、立命館大
学）。1992年島根大学法文学部助教授、1995年立
命館大学経営学部助教授、2000年立命館アジア太
平洋大学助教授、2002年同教授、2004年立命館大
学経営学部教授などを経て、現在、経営管理研究科
教授・副研究科長、イノベーション・マネジメント
研究センター長、医療経営研究センター副研究セン
ター長。

佐伯 靖雄 准教授

■専門分野
生産管理論、技術経営論

■担当科目
イノベーション／グローバル経営／競争戦略／
産業動態分析／経営リテラシー／課題研究

■主な経歴
立命館大学政策科学部卒。民間企業勤務ののち、
立命館大学大学院経営学研究科博士課程後期課程
修了、博士（経営学）。立命館大学経営学部助教、
名古屋学院大学商学部講師を経て、2015 年 4 月よ
り現職。2012 年より産業学会理事、京都大学東ア
ジア経済研究センター外部研究員。2014 年工業
経営研究学会学会賞受賞。2016 年博士（経済学、
京都大学）。

小菅 竜介 准教授

■専門分野
サービスマネジメント、マーケティング

■担当科目
マーケティング／サービスマネジメント／
消費者行動／課題研究

■主な経歴
2002年東京大学経済学部卒業。2011年同大学大
学院経済学研究科より博士号取得。日本学術振興
会特別研究員、東京大学ものづくり経営研究セン
ター特任研究員を経て、ストックホルム商科大学

（Stockholm School of Economics）マネジメン
ト・組織学科リサーチフェローおよび同大学欧州日
本研究所助教。2015年4月より現職。

森 利博 教授

■専門分野
金融資産の証券化、債券投資論、
ソーシャル・ファイナンス

■担当科目
ファイナンス／投資戦略／実践ファイナンス II ／
インターンシップ／課題研究

■主な経歴
1975年に京都大学法学部、1981年にカリフォル
ニア大学バークレー校経営大学院（MBA）を修了。
三菱商事（株）に勤務後、1985年のゴールドマン・
サックス証券（株）を皮切りに日米欧の投資銀行等
で主に証券化商品の販売を担当。研究テーマは、金
融資産の証券化、投資理論、社会貢献事業の資金調
達を担うソーシャル・ファイナンスなど。

高橋 慶治 教授

■専門分野
コーチング、メンタルヘルス、キャリア心理学、
マインドフルネス

■担当科目
コーチング／キャリア開発／マインドフルネス／
課題研究

■主な経歴
駒澤大学大学院人文科学研究科修士課程修了。人間
総合科学大学大学院修士課程修了。柴田クリニック
臨床心理士、（株）脳力開発研究所研究員、日本オリ
ンピック委員会強化スタッフ（コーチング＆メンタ
ルトレーニング担当）、（株）ヒューマックス取締役、

（株）アイワークス代表取締役を歴任。企業やスポー
ツ分野でコーチング・キャリア開発を多数指導。

谷口 学 教授

■専門分野
財務会計、管理会計

■担当科目
財務諸表／管理会計／課題研究

■主な経歴
1998年神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程
修了。1997年太田昭和監査法人（現 新日本有限責
任監査法人）に入所。監査業務、株式公開支援、財務
デユーデリジェンスなどの業務に従事。2003年三
洋電機（株）入社。本社戦略部門にて戦略立案業務、
再生計画の策定、M&A業務に従事。2006年立命館
大学大学院経営管理研究科准教授。2014年損害保
険ジャパン日本興亜（株）顧問。2017年4月より現
職。現在は法定監査のほか、社外取締役、財務顧問、
コンサルティング業務を行う。

濱田 初美  教授 学校法人立命館理事補佐

■専門分野
経営戦略、マネジメントコンサルティング

■担当科目
競争戦略／経営政策／オーナーシップ／ 
ビジネス開発／戦略経営の実践（偶数年開講） ／
イノベーションの実践（奇数年開講） ／課題研究

■主な経歴
愛知大学卒業後、山一證券（株）に勤務。会計事務所
を経てソニー（株）入社。情報システムセンター管
理部長、半導体企画調査部長、研究所取締役を歴任。
新規事業参入、BPR、対中戦略、M&A、CEO支援、
ソニーグループ全体の経営戦略に携わる。2006年
本研究科教授就任。2009〜2012年度：中央大学
大学院戦略経営研究科客員教授を兼務、2017年4
月〜：学校法人立命館理事補佐。

鳥山 正博 教授

■専門分野
マーケティング戦略、マーケティングリサーチ、
エージェントベースシミュレーション

■担当科目
マーケティング／マーケティングリサーチ／
商品開発／顧客戦略／課題研究

■主な経歴
国際基督教大学卒（1983年）、ノースウェスタン大
学ケロッグ校MBA （1988年）、東京工業大学大学
院修了、工学博士（2009年）。2011年まで（株）野
村総合研究所にて経営コンサルティングに従事。と
りわけマーケティングイノベーション、脳科学と
マーケティング、AIとマーケティングが最近の関心
領域。マーケティングリサーチ・メディア・小売領
域で特許出願多数。

前田 東岐 准教授

■専門分野
組織論、経営管理論

■担当科目
組織行動／キャリア開発／人的資源管理／
課題研究　　※2017年度は学外研究中

■主な経歴
1997年立命館大学大学院経営学研究科博士課程後
期課程修了。博士（経営学）。1997年小樽商科大学
助教授、2009年より現職。北海道国土利用計画審
議会、北海道政策評価委員会、北海道地価調査委員
会などの委員を歴任。主な著作は『現代企業社会に
おける個人の自律性―組織と個人の共利共生に向
けて―』（共著・文眞堂）、『MBAのためのケース分
析』（共著・同文館出版）などがある。

橋本 正明 教授

■専門分野
ファイナンス

■担当科目
実践ファイナンスⅠ／ファイナンス／
コーポレートファイナンス／投資戦略／課題研究

■主な経歴
早稲田大学卒業後、1982年４月に山一証券（株）入
社。投資開発部等に在籍。1998年１月退職後、東海
投信投資顧問（株）を経て2014年までアーティス

（株）に在籍。副社長兼（株）アーティス総研社長を
歴任。2015年１月（株）フィナンシャル・ラボ設立。
代表取締役社長。2017年4月より現職。

専任教員  （2017年度）

※経歴は2017年4月現在

教員紹介
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客員教員・非常勤（兼任）講師・学内非常勤（兼担）講師  （2017年度）教員紹介

安藤 佳則
［現職］ （株）安藤佳則事務所代表取締役社長、スルガ銀行
（株）社外取締役、EPSホールディングス（株）社外取締役、
日本ATM（株）社外取締役

［担当科目］ グローバル経営
［主な経歴・業績］ 三菱重工業（株）、マッキンゼー・アン
ド・カンパニーを経て、EDS（株）取締役副社長、A.T.カー
二一日本代表、アジアパシフィック代表等を歴任。

明石 芳彦
［現職］ 大阪商業大学大学院地域政策学研
究科教授・同経済学部教授

［担当科目］ ベンチャービジネス

池田 伸
［現職］ 立命館大学経営学部教授
［担当科目］ 統計学

中本 悟
［現職］ 立命館大学経済学部教授
［担当科目］国際政治経済

谷口 正和
［現職］ （株）ジャパンライフデザインシ
ステムズ 代表取締役社長

［担当科目］ フィールドワーク

古沢 昌之
［現職］ 近畿大学経営学部教授
［担当科目］ 異文化マネジメント

安田 雪
［現職］ 関西大学社会学部・大学院社会学
研究科教授、（有）社会ネットワーク研究
所取締役社長

［担当科目］ 組織行動

松村 勝弘
［現職］ 立命館大学名誉教授・非常勤講師
［担当科目］ 企業分析

山口 俊介
［現職］ （有）かほり堂店主
［担当科目］ アントレプレナーシップ

嶋内 秀之
［現職］ （株）アントレプレナーファクトリー 
代表取締役

［担当科目］ ビジネスプラン

田中 力
［現職］ 立命館大学経営学部教授
［担当科目］ 統計学

池田 吉成
［現職］ （医）千里リハビリテーション病院　
教育研修局長、経営コンサルタント、前（株）
企業再生支援機構 シニアディレクター

［担当科目］ 論理的思考とプレゼンテーション

児玉 耕太
［現職］ 立命館大学大学院テクノロジー・
マネジメント研究科准教授

［担当科目］ ネゴシエーション

田端 博之
［現職］ 田端税理士・公認会計士事務所
代表

［担当科目］ 租税法

中島 克紀
［現職］ （一社）日本能率協会専任講師
（NLPコーチ）
［担当科目］ キャリア開発

松村 博行
［現職］岡山理科大学経営学部准教授
［担当科目］ 国際政治経済

佐々木 利廣
［現職］ 京都産業大学経営学部教授
［担当科目］ 組織行動

瀧 博
［現職］ 立命館大学経営学部教授
［担当科目］ アカウンティング／コーポレー
トガバナンス／監査論／会計リテラシー

谷口 照三
［現職］  桃山学院大学経営学部教授
［担当科目］ 企業倫理

南 和気
［現職］ SAPジャパン（株）人事・人財ソ
リューション部 部長

［担当科目］ 人的資源管理

大上 二三雄
［現職］ エム・アイ・コンサルティンググループ（株）代表
取締役、北九州市環境局参与、（株）トプコン社長補佐・
経営戦略会議顧問

［担当科目］ ベンチャービジネス
［主な経歴・業績］ アーサーアンダーセン（現アクセン
チュア（株））入社、同社事業開発グループ統括パートナー
を経てエム・アイ・コンサルティンググループ（株）設立。
東京大学総長室アドバイザー、国交省成長戦略会議、規
制制度改革委員会等の、主要な政府委員会委員を歴任。

淡輪 敬三
［現職］ （公財）WWFジャパン代表理事、曙ブレーキ工業
（株）社外監査役、（株）キトー社外取締役、インヴァスト
証券（株）社外取締役、（株）ZMP 社外監査役、ツバキ・
ナカシマ（株）社外取締役、（株）リブセンス社外取締役

［担当科目］ 組織変革
［主な経歴・業績］ 日本鋼管（株）からマッキンゼー・アン
ド・カンパニー入社、同社パートナーを経て、ワトソンワ
イアット（株）代表取締役社長就任。前タワーズワトソン
代表取締役社長。

西尾 方宏
［現職］ 西尾公認会計士事務所 所長
［担当科目］ 財務諸表
［主な経歴・業績］ 元有限責任あずさ監査法人パートナー。
主な従事業務：法定・任意の財務諸表監査、企業公開支援
業務、M&Aデューディリジェンス、内部統制支援業務等。
現在、（株）島津製作所、（株）マンダム、サムコ（株）社
外監査役。

藤原 明
［現職］ りそな総合研究所（株）リーナルビジネス部長
［担当科目］ （株）りそな総合研究所協定講座―新時代の
金融システムと人材創造―

［主な経歴・業績］ （株）りそな銀行 営業サポート統括部
オフィサー・コーポレートビジネス部アドバイザー、り
そなホールディングスグループ戦略部アドバイザー・オ
ムニチャネル戦略部アドバイザーを兼任。雑誌AERAで
は 「日本を突破する100人」に選出。

福島 公明 （OIC総合研究機構客員教授）

［現職］ （医）適塾会理事
［担当科目］ 医療経営
［主な経歴・業績］ 済生会吹田病院事務長、在職中全国事
務長会会長就任。淀川キリスト教病院本部長、国立循環
器病研究センター理事を歴任。その間、病院原価計算・
原価管理研究会副理事長、大阪駅周辺地区拠点協議会委
員 、健康科学ビジネス推進機構監事、スマートウエルネ
ス研究会代表幹事、市立池田病院経営委員会会長を歴任。

中井 孝之 （OIC総合研究機構客員教授）

［現職］ （一社）シルバーサービス振興会 常務理事
［担当科目］ 介護経営
［主な経歴・業績］ 厚生省（現厚生労働省）入省、老健局介
護保険指導室室長、同九州厚生局総務管理官兼指導管理
官を経て、（独）福祉医療機構福祉貸付部長、（福）長岡福
祉協会首都圏事業部長執行役員を歴任し、現職に就任。

林 家彬
［現職］ 中国国務院発展研究センター社会発展研究部研
究員

［主な経歴・業績］ 清華大学卒業、東京大学大学院工学研
究科博士後期課程修了、工学博士。国際連合地域開発セ
ンター中国プロジェクト担当、中国国務院発展研究セン
ター副研究員を経て、現職に就任。この間、中国人民大学
兼任教授、中国地域経済学会常務理事、中日友好協会理
事、中国自然資源学会副理事長などを歴任。

魚谷 滋己
［現職］ （公財）マツダ財団常務理事・事務局長
［担当科目］ 商品開発
［主な経歴・業績］ マツダ（株）海外販売本部米州部長、
Mazda Sales Thailand Co.,Ltd 社長、海外販売本部市
場統括部長、中国事業本部中国統括部長、商品企画本部
商品企画部長を経て、現職。広島大学大学院工学研究科
客員教授。県立広島大学総合教育センター講師。

島田 直樹
［現職］ （株）ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表
取締役、（株）日本M&Aセンター社外取締役、ロキグルー
プホールディングス（株）社外取締役、（株）ファンデリー
社外監査役、杉田エース（株）SUGITA ACE CO.,LTD社
外取締役

［担当科目］ 事業創造（日本M&Aセンター寄附講座） 
［主な経歴・業績］ アップルコンピュータ（株）から（株）
ボストンコンサルティンググループ等を経て（株）ピー・
アンド・イー・ディレクションズ設立。

陳 世宗
［現職］ （株）宏善代表取締役会長、（株）惠普独立取締役、
台北商業大学非常勤講師、立命館アジア太平洋大学客員
教授、拓殖大学客員教授、日華協会台湾代表

［主な経歴・業績］ （株）華夏投資総稽核役、（株）中國ラ
ジオ放送取締役、（株）中央映画事業取締役、（株）中央日
報社総稽核役･監査役、中国中南大学非常勤講師、財政部
銀行局專員、彰化県工商發展投資策進会幹事長。

蛭田 史郎
［現職］ 旭化成（株）相談役、オリンパス（株）社外取締役、
オリオン電機（株）社外取締役

［主な経歴・業績］ 旭化成工業（株）（現旭化成（株））入社。
同社代表取締役社長、取締役最高顧問などを歴任。横浜
国立大学経営協議会委員。

山本 真司
［現職］ （株）山本真司事務所代表取締役、パッション・ア
ンド・エナジー・パートナーズ（株）代表取締役、慶應義
塾大学大学院健康マネジメント研究科非常勤講師

［担当科目］ 戦略コンサルティング
［主な経歴・業績］ 慶應義塾大学経済学部卒業、シカゴ
大学経営大学院名誉MBA（MBA with honors）, BCG、
A.T.カーニー極東アジア共同代表・戦略グループアジア、
太平洋地区代表、ベイン・アンド・カンパニー東京事務所
代表パートナーなどを歴任。著書多数。

池田 耕一
［現職］ （一社）経営倫理実践研究センター上席研究員
［担当科目］ 企業倫理
［主な経歴・業績］ 松下電器産業（株）初代企業倫理室長、
同初代リスクマネジメント室長、立教大学大学院教授を
経て現職。（特非）日本経営倫理士協会理事、国土交通省

（関東地方整備局）コンプライアンス・アドバイザリー委
員会委員長、社会と企業研究所所長。

久夛良木 健
［現職］ サイバーアイ・エンタテインメント（株） 代表取
締役社長、 楽天（株） 社外取締役、（株）ノジマ社外取締役

［担当科目］ コンテンツビジネス
［主な経歴・業績］ ソニー（株）入社、取締役副社長兼
COO、（株）ソニーコンピュータ・エンタテインメント代
表取締役会長兼グループCEOを歴任。

千代田 邦夫
［現職］ 公認会計士
［主な経歴・業績］ 立命館大学経営学部長、立命館大学大
学院経営管理研究科研究科長を歴任後、熊本学園大学教
授、早稲田大学教授を歴任。公認会計士・監査審査会会長

（2016年3月末退任）　『アメリカ監査論』（日経・経済
図書文化賞、中央経済社）他著書多数。

日置 政克
［現職］ コマツ顧問、THK（株）社外取締役、（株）すき家
本部社外取締役、（株）瑞光社外取締役、マーサージャパ
ン（株）シニアフェロー

［担当科目］ コマツウェイ
［主な経歴・業績］ コマツ入社、同社海外現地法人を経て
執行役員、常務執行役員を歴任、「コマツウェイ」の共有
に尽力。（特非）技術立脚型経営研究会理事。

増山 美佳
［現職］ 増山＆Company合同会社 代表社員社長、サン
トリー食品インターナショナル（株）社外取締役

［担当科目］ キャリア開発
［主な経歴・業績］ 日本銀行外国局、松山支店、調査統
計局で勤務後、Cap Gemini Sogeti本社International 
Marketing Director（在仏）、ジェミニ・コンサルティン
グ・ジャパンを経て、エゴンゼンダー（株）にてパートナー
就任。コーポレートガバナンス及び経営人材の招聘と育
成に深く携わる。

客員教員 ［非常勤（兼任）講師］

学内非常勤（兼担）講師

アドバイザリー・ボード

本研究科は、諮問機関として、アドバイザリー・ボードを設置しています。人材育成に高い見識をお持ちの各位から、本研究科の教育・研究・
管理運営について助言をいただいております。

座　長：

副座長：

委　員：

国際大学 副理事長／アクセンチュア（株） 元会長  森 正勝 氏

（株）SCREEN ホールディングス 取締役会長  石田 明 氏

伊藤忠商事（株） 会長  小林 栄三 氏 
（株）LIXIL グループ 相談役  藤森 義明 氏 
エゴンゼンダーインターナショナル（株） 代表取締役社長  佃 秀昭 氏 
日本写真印刷（株） 代表取締役社長兼最高経営責任者  鈴木 順也 氏 

（株）京都銀行 代表取締役会長  髙﨑 秀夫 氏 
サムコ（株） 代表取締役会長兼CEO  辻 理 氏 
立命館大学校友会長／大和ハウス工業（株） 前代表取締役社長  村上 健治 氏 

（株）日本M＆Aセンター 代表取締役会長  分林 保弘 氏

※2016年12月委員会開催時
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2 年次
（前期）

1 年次
（後期）

入学試験の概要

人材育成目的と3つのポリシー

⃝入学定員…80名

入学試験日程 出願期間 試験日 合格発表日

7月入試 2017年6月2日～6月16日 7月8日 7月19日

11月入試 2017年9月29日～10月13日 11月4日 11月15日

2月入試 2017年12月15日～2018年1月12日 2月3日 2月14日

3月入試 2018年2月2日～2月16日 3月3日 3月7日

対象 入試方式（※2） 募集プログラム 7月入試 11月入試 2月入試 3月入試

社会人の方（※1）を
対象とした入試方式

社会人入学試験
（筆記試験型）

マネジメント
− ○ ○ ○

キャリア形成

社会人入学試験
（企業等推薦型）

マネジメント
○ ○ ○ ○

キャリア形成

社会人入学試験
（自己推薦型）

マネジメント
○ ○ ○ ○

キャリア形成

大学卒業見込みおよび
大学卒業後に大学院に進学する方を

対象とした入試方式

一般入学試験
（筆記試験型） キャリア形成 − ○ ○ ○

一般入学試験
（自己推薦型） キャリア形成 ○ ○ ○ ○

外国人留学生
入学試験 キャリア形成 − ○ ○ −

立命館大学およびAPUに
在学中の方を対象とした入試方式

学内進学入学試験 キャリア形成 ○ ○ ○ −

APU特別受入
入学試験 キャリア形成 ○ ○ ○ −

飛び級入学試験 キャリア形成 − ○ ○ −

⃝科目等履修生制度とは、1科目から本格的に学ぶことができるいわゆる「単科生」制度です。
⃝修得単位は正規課程入学後の申請により、修了に必要な単位として認定されます。単位認定料は徴収しません。
⃝ 1科目につき週1回3時間×8週間（約2ヶ月）で構成され、平日・夜間（18：30−21：30）、土曜・日曜の開講につき、勤務などの都合に

合わせた科目選択が可能です。
⃝1年間を通して出願を4回（クォーター制）受付けます。

MBA科目を1科目から受講できます

科目等履修生（単科生）制度

ビジネスに対する体系的理解をもとめる方や、戦略、財務、マーケティング、人材育成、グローバリゼーションなど、特定課題で実践力
をもとめる方に、お勧めです。

選考手数料：¥10,000
登録料：¥36,000（但し、本学卒業生・修了生など：¥18,000）
履修料：¥96,000（1科目（2単位））
選考手数料・登録料は、初回のみ（同一年度内の追加時不要）。

1科目 ¥124,000〜 ¥142,000
（本学卒・修了生など）

早期修了（在学期間の短縮）制度

本研究科では専門職大学院設置基準第 16 条にもとづく早期修了（在学期間の短縮）制度を設けています。社会人の方（※ 1）で、たとえば
科目等履修生制度を利用して本研究科の科目の単位を 2 科目（4 単位）以上（※ 2）修得されている方の場合、本研究科に入学後この制度を
利用することにより、修業年限を通常の 2 年から 1.5 年に短縮することが可能です（※ 3）。

［早期修了の履修例］

Information

本研究科の人材育成目的、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受入方針（アド
ミッション・ポリシー）は、本研究科ホームページに掲載しています。

http://www.ritsumei.ac.jp/mba/introduce/mission.html/

詳細は必ず「入学試験要項」 にてご確認ください。 「立命館大学大学院 入試情報サイト」の
「入試情報」のページでご確認いただけます。

※ 1  本研究科入学時点で企業・行政等の組織における 2 年以上の職業経験（NPO 活動なども含む）を有している方（詳細は入学試験要項にてご確認ください）。
※ 2  選考方法：書類選考、筆記試験（論述試験）、面接試験。ただし、社会人入学試験（筆記試験型）、一般入学試験（筆記試験型）、外国人留学生入学試験以外の入試方式では、筆記試

験は免除します。

入学前
（科目等履修）

社会人（※1）のみ

1 年次
（前期）

入学前に科目等履修生制度によっ
て、本研究科の2科目以上を単位
修得

［手続①］

入学前の既修得単位の認定申請
［手続②］

①の単位認定後、前期8月末日ま
でに「在学期間短縮」の申請

［履修］

  基礎科目を中心に履修

Agriculture Management Program（AMP）

本研究科では、（株）農林中金アカデミーとの提携により、農林水産業分野の「経営人材」養成を
通じて地域社会の発展に資することを目的として、2017 年度より「Agriculture Management 
Program」（AMP）を開設しています。
このプログラムでは、農林水産業界の激しい環境変化や障害を打開し、自然・社会に適合したイ
ノベーターとして社会的課題を解決し、食農関連事業の発展に寄与するアグリビジネス経営者
を育成することを目指しています。

対象科目（5 科目）

「競争戦略」（※1）

「ビジネス開発」
「戦略コンサルティング」
「戦略経営の実践」（※2）

「オーナーシップ」
※1 「競争戦略」は、対象となるクラスを指定しています。 ※2 「戦略経営の実践」は隔年開講科目です（2017年度は開講なし）。

※1 本研究科入学時点で通算2年以上の職業経験を有している方。
※2 ただし、大学卒業など、学校教育法第百二条第一項の規定により専門職大学院の入学資格を有した後に取得したものに限ります。
※3 許可制（必ず認められるものではありません）。

※詳細は本研究科HPでご確認ください。

［履修］

 左記②「在学期間短縮」申請の許可
後、「課題研究Ⅰ」の履修

［履修］

「展開科目」（特殊講義科目含む）
の履修

［履修］

  「課題研究Ⅱ」の履修
［履修］

2年次前期終了までに修了要件を
満たす
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［お問い合わせ］
立命館大学 OIC 独立研究科事務室（経営管理研究科事務局）
〒 567-8570 大阪府茨木市岩倉町 2-150  
TEL: 072-665-2101  FAX: 072-665-2109  E-mail: rbs-ras@st.ritsumei.ac.jp

2017年7月発行

立命館大学ビジネススクール（大学院経営管理研究科）

最新情報はホームページをご覧ください。

http://www.ritsumei.ac.jp/mba/

開講
キャンパス

［大阪］いばらきキャンパス 〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150（JR「茨木駅」から徒歩約5分）
［大阪］梅田キャンパス 〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル5階（JR「大阪駅」から徒歩約5分）
［京都］朱雀キャンパス 〒604-8520 京都府京都市中京区西ノ京朱雀町1番地（JR・地下鉄「二条駅」から徒歩約3分）

立命館大学ビジネススクール
［大学院経営管理研究科］
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