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ビジネスを創造するリーダーとして、
未来を切り拓く人生を送りましょう

　地球には今70億を超える人々が生活しています。人々をつなぐ様々なネットワークは

著しい発展を遂げ、グローバル化が進展しています。しかし、同時に多くの亀裂と分断が

見られ、グローバル化は岐路に立たされています。こうした中、高等教育の普及は人々の

キャリアを豊かにし、生活水準の向上を世界各地にもたらす原動力となっています。

そして、経済発展が著しいアジアでは、MBAの需要がますます高まっています。マネジ

メントに携わるビジネスリーダーの羅針盤として、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。

　日本でも、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、新規就職、起業など、人生の転機に

あたって、飛躍を求めています。MBA教育では、ビジネスを体系的に学び、能力を高める

ことを通じて、自らのキャリアを客観的に見つめ直すことができます。また、異業種・

異階層の人々との交流では、明日を拓く発想や気づきが得られます。ビジネスを創造する

未来設計図を描き、自らの実践知を磨く場が、ビジネススクールなのです。

　立命館大学ビジネススクール（RBS）は、実務界の英知と学術を基盤とした論理によって、

ビジネスの創造をめざす人々を応援しています。時機を逃さずRBSの扉を開いてください。

すでに多くの修了生が、それぞれのフィールドでビジネスの創造に挑戦し、期待を超える

成果をあげています。RBSは、貴方との実りある出会いを期待します。

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     肥塚 浩 
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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

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

１
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4月・5月 6月・7月 10月・11月 12月・1月
8月・9月

［集中講義］ 4月・5月 6月・7月 10月・11月 12月・1月
8月・9月

［集中講義］

フィールド
ワーク

インターン
シップ

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

［クォーター制］ 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）。

［標準修業年限］ 2年（最長4年）

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
やマインドセットを修得します。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同窓会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、図書館、学内データ
ベース、電子メールを修了後も使用できます。

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修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。

［キャンパス別開講時間］

　   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 ̶

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 ̶ ̶

大阪梅田キャンパス 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）
朱雀キャンパス 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）
大阪いばらきキャンパス 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

大阪いばらき 
キャンパス

Management Development Unit

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

※マネジメントプログラムの一部の科目は朱雀キャンパス（京都）にて開講
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RBSを選んだ理由

これまで歯科医としてインプラント・歯列矯正・歯内療法の専門
性を高め、診療を行ってきました。社会保障制度が危ぶまれる中、
地域社会にとって真に必要とされるデンタルクリニックとはど
ういうものか、医療経営者として判断基準の羅針盤を持ちたい
と思いRBSへの入学を決めました。実際の授業では、テーマに
即したプレゼン等を行うことで論理的思考が身につき、仕事に
も応用できています。今後も、大きな視野で医療経営を勉強し、
地域の健康増進に貢献したいと考えています。

経営層のもとで経営/商品営業企画・IR・広報等に携わっており、
｢経営の主要分野の体系的知識やスキルの向上は必須｣と考え、
入学しました。RBSの魅力は、（１）高度な最先端知識や実践的
スキル、（２）多彩で実務経験豊富な教員の熱意溢れる実践指導、

（３）広範で強固な人的ネットワーク等です。国内外政治・社会/
経済構造・科学技術等の｢変化の時代｣に、志や倫理観高く人間性
豊かに、｢人々の平和・幸福・持続的繁栄に貢献できるキャリア
自律｣を目指しています。

私がRBSへの入学を決めた理由は、本気で自己変革ができる環
境に身を投じたかったからです。RBSでの学びは、考え抜くこと
を重視するので、物事の本質をとらえる能力が身につきます。特
に、マーケティングの授業では、マーケティングプランニングを
通じて、企業に対して改革案を提案する力が身につきました。改
革案を見出した時の輝いた景色は、忘れられません。修了後は、
RBSで学んだ能力を活用できる、ベンチャーマインドを持った
企業で働きたいと考えています。

立命館アジア太平洋大学国際経営学部を卒業し、RBSに入学し
ました。大学時代は金融に関して学んでいたのですが、経営管理
についてもっと深く学びたいと考え、RBSを選びました。RBSに
入学してみて、その学びが深いと同時に、実用性が大変高いこと
を実感しています。特に印象に残っているのは、講義でのゲスト
スピーカーのお話で、ビジネスに関する実践的な事例を数多く
学んでいます。こうした学習経験を糧にして、日本企業に就職し
たいと考えています。

瀬戸山 玲子 さん

株式会社大正銀行 （営業企画部） 部長代理

中川 耀介 さん

関西学院大学教育学部出身

平川 陽基 さん

医療法人ブリエ会 かつらぎ歯科医院 院長

KANG Xiaoye さん

立命館アジア太平洋大学国際経営学部出身

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。

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

6 7



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、朱雀キャンパス（京都）でも開講しています。

近年著しく変化を遂げている製薬業界に
おいて勝ち残るための戦略を探求したい
と思い、RBSへの入学を決めました。RBS
では一線に立つ経営者やコンサルタント
による授業が豊富にあり、そこで修得し
た実践知は私にとって貴重な宝となって
います。修了後すぐに自身の転機が訪れ、
医薬企画、経営企画、事業企画と企画を渡
り歩き、今は機能食品部門の企画課長と
して、マーケティング戦略策定に知恵を
絞っています。「いきなり沖に出て突き落
とされる」ゼミでの教育法が、今も私の支
えになっています。

社会人生活も5 年が過ぎて年齢は30 歳目
前という状況で、今後の選択肢を強く意識
し、「自分をどう活かすか？」という問いの
解を求め、RBSへ入学しました。在学中は、
知識・スキルの修得だけでなく、先生方や
同級生を通じ、所属企業や自分自身の価
値やポジションを客観視することができま
した。また、「成功／失敗したビジネスには
必ずロジックが存在する」という視点での
ケーススタディは、今も大いに役立っていま
す。インターネットというテーマで、今後の
キャリアでRBSでの経験を活かし続けた
いと考えています。

CSR業務に従事する中で、「CSRは経営
そのもの」と感じ、RBSに興味を持ちま
した。職業や年齢、ものの考え方など多
様で個性的な先生や学友に出会い、今で
も多くの刺激を受け続けています。修了
後、異動を経て、現在はIRを担当してい
ます。経営視点を学んだことが、自社の
経営の正しい理解と、これを元にした株
主・投資家との対話や情報開示に生かせ
ています。今後は管理職への挑戦も視野
に、RBSでの経験をフル活用して、キャ
リアを形成していきたいと思います。

私は４代目の経営者として、自社が目指す
べき理想の姿を求めてRBSへの入学を決
めました。従業員・顧客・社会から見て「よ
い会社」とはどういうものか、その理念・
戦略・組織はどうなっているのかを探究し
ました。RBSでは、企業経営について体系
的な学びができました。また、ネットワー
クが広がり、多数の優れた経営者と出会
い、貴重なアドバイスを得ることができま
した。これらを自分の研究としてまとめ上
げたことで、確固たる自信ができたことが
私の収穫です。

倉本 篤 さん

日本新薬株式会社 機能食品カンパニー　
営業企画部 デイリーフード企画課長

須藤 岳 さん

ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー 
事業戦略本部 ゲームプラス事業部 部長

村信 早希 さん

株式会社SCREENホールディングス 
IR室 副主事

島田 博史 さん

島田株式会社  代表取締役

基礎科目 
（14単位以上）

展開科目 
（ビジネス科目群のうち、16単位以上） 実習科目 演習科目 

（必修4単位）

A群（10単位以上） B群 ビジネス科目群 特殊講義科目

フィールドワーク

インターンシップ

課題研究Ⅰ

課題研究Ⅱ

競争戦略

組織行動

技術経営

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

企業倫理

統計学

論理的思考と 
プレゼンテーション

戦略ユニット

経営管理 
特殊講義Ⅰ

経営管理 
特殊講義Ⅱ

経営管理 
特殊講義Ⅲ

経営管理 
特殊講義Ⅳ

国際経営戦略

アントレプレナーシップ

事業創造

経営政策

組織ユニット

人的資源管理

キャリア開発

異文化マネジメント

コーチング

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

サービスマネジメント

ファイナンスユニット

コーポレートファイナンス

Ｍ＆Ａ戦略

ストラクチャードファイナンス

投資戦略

会計ユニット

財務諸表

管理会計

租税法

コーポレートガバナンス

［カリキュラム：2019年度］

基礎科目および特殊講義科目を除く展開科目は自プログラム開講クラスでの受講となります。
特殊講義科目、実習科目、演習科目はキャリア形成プログラムと共通科目です。

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

22% 26% 44% 4% 4%
医療
・
福祉

5%

卸売業
・

小売業

11%
教育

8%

金融業
・

保険業

8%

不動産
・
物品
賃貸業

3%

情報
通信

3%

その他

14%

学術研究
・

専門技術
サービス業

5%

サービス業

19%

製造業

24%

［在学生の所属業界の割合］

Management Development Unit

※ 小数点以下第１位を四捨五入しています。
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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です。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。特殊講義科目は、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）
⃝（株）エヌ・ティ・ティ・データ
⃝京セラ（株）
⃝京都市役所
⃝（株）キーエンス

［過去3年間の本プログラム修了生の主な就職先企業名］

［カリキュラム：2019年度］

基礎科目 
（14単位以上）

展開科目 
（ビジネス科目群と会計ファイナンス科目群のうち、16単位以上） 実習科目 演習科目 

（必修4単位）

A群（10単位以上） B群 ビジネス科目群 特殊講義科目

フィールドワーク

インターンシップ

課題研究Ⅰ

課題研究Ⅱ

競争戦略

組織行動

技術経営

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

企業倫理

統計学

論理的思考と 
プレゼンテーション

経営リテラシー

会計リテラシー

ビジネスプラン

アントレプレナーシップ

産業動態分析

マーケティングリサーチ

商品開発

イノベーション戦略

キャリア開発

異文化マネジメント

サービスマネジメント

経営管理 
特殊講義Ⅰ

経営管理 
特殊講義Ⅱ

経営管理 
特殊講義Ⅲ

経営管理 
特殊講義Ⅳ

会計ファイナンス科目群

コーポレートファイナンス

Ｍ＆Ａ戦略と 
企業価値評価

財務諸表

投資戦略

管理会計

コーポレートガバナンス

私は学部で数学を学びましたが、広い領
域で自分自身の価値を高めたいと考え、
MBA進学を決意しました。RBSは研究
者と実務家の先生のバランスがよく、理
論を学び、アウトプットをビジネスに当
てはめることができる環境は魅力的で
した。授業は座学ばかりの学部と異な
り、新鮮で充実した時間でした。特に、
常に頭を使う「商品開発」と「論理的思考
とプレゼンテーション」は私を形成した
授業です。将来的には、企業のブランド
や看板でなく、個人として仕事を依頼さ
れる人材になりたいと考えています。

私は中国出身ですが、日本語を学んでい
くうちに日本のビジネスに関心を持ちま
した。関西で最も活力のあるビジネスス
クール・RBSで、洗練されたビジネスの
実践知を学ぶことができました。企業人
と一緒に授業を受けることにより、組織
で役立つ実践力とは何かが分かり、自分
に不足している能力を発見できました。
おかげで就職活動も優位に進めること
ができ、望み通りの内定をいただきまし
た。RBSでの2年間は、私の人生の中で
最も大きく成長ができた有意義な時間で
した。

社会人経験のない私にとって、RBSにお
ける二年間の留学生活は非常に大きいイ
ンパクトをもたらしました。様々な経歴
を持つよい先生方に恵まれただけでなく、
社会人を含む多くの優秀な同級生たちと
日々切磋琢磨し、大きく成長することが
できました。特に、基礎知識の上に、物事
に対する自分なりの考え方、分析力、決断
力が身についたと感じます。視野が広がっ
たことは、日本での就職活動でも役に立
ちました。一生のかけがえのない貴重な
思い出を胸に、今後のキャリアでも精一
杯頑張っていきたいと思っています。

私は大学で経営学の基礎を学びましたが、
就職活動を通じて「ビジネスの現場では
どう学問を生かせるのか」と疑問に感じ、
その答えを求めMBAへの進学を決めま
した。RBSでは実践的な授業や社会人学
生との切磋琢磨を通じて知見を深めると
ともに、課外の「グローバル人材養成プロ
グラム」では、リーダーという立場で知識
のアウトプットを実践しました。こうし
た経験を踏まえ、相互扶助の精神に共感
して入社した保険会社では、独立自尊の
サーバント・リーダーを目指し、アンテナ
を広く張って自己研鑽しています。

水野 雄介 さん

デロイト トーマツコンサルティング合同会社

WANG Qingquan さん

株式会社ファミリーマート

LIU Ying さん

KCCSモバイルエンジニアリング株式会社

藤井 博司 さん

第一生命保険株式会社

修了生の声 修了生の声 修了生の声 修了生の声

⃝（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）
⃝中国建設銀行
⃝デロイト トーマツコンサルティング合同会社

⃝（株）東急エージエンシー
⃝西日本高速道路（株）
⃝日本アイ・ビー・エム（株）
⃝日本テトラパック（株）
⃝古河機械金属（株）
⃝（株）ファミリーマート

⃝（株）堀場製作所
⃝三井住友海上火災保険（株）
⃝三菱自動車工業（株）
⃝KCCSモバイルエンジニアリング（株）

修了に必要な修得単位…46単位以上

（50音順）

基礎科目および特殊講義科目を除く展開科目は自プログラム開講クラスでの受講となります。
特殊講義科目、実習科目、演習科目はマネジメントプログラムと共通科目です。

キャリア形成プログラム

10 11



山本真司客員教授が担当する「戦略コンサルティング」では、経営戦略理論の全体像を修得し、その利用法と思考法に
ついて学び、企業経営者に対する課題提示と提言ができる総合スキルを身につけることが意図されています。院生に
製造業、サービス業、金融業、ITS産業、ベンチャー、農業などの幅広い産業界で通用する普遍的な方法論体系を
伝授した上で、院生が模擬的にコンサルティングに取り組んだ成果を発表しており、MBAにおけるアクティブ・
ラーニングとなっています。 ※「Agriculture Management Program」（AMP）を構成する科目でもあります。詳細はP.23をご覧ください。

奥村陽一教授が担当する「企業分析」の目標は、“決算書が読める”ようになることです。収益性、安全性、成長性に
ついて、ライバルとの比較や時系列の変化を調べ、固有のビジネスモデルをふまえた企業成長の物語を読み解きます。
授業では多くの事例をつうじて、分析手順や総合評価について習熟します。グループワークでは、チームの知見を
集めて企業分析レポートを作成します。その成果を「企業分析コンテスト」で発表し、アナリストとしての自らの
成長を確かめます。

　

企業分析 戦略コンサルティング特色ある学び 特色ある学び

受講生の声 受講生の声

有田 由香 さん

あずさ監査法人・アシスタントマネジャー

西 裕之 さん

バイエル薬品株式会社　循環器領域事業部　
血栓症領域マーケティング　プロダクトマネジャー

授業では実例に基づいて財務数値の構造分析や鳥瞰分析について学びますが、この科目
の醍醐味は何といっても夏期休暇を通じて取り組むグループワークです。単に現状を分
析するだけでなく、過去から連なる未来に向かって戦略展開を読み取ることが求められ
ます。社会・市場・産業・技術の構造変化をとらえて、はじめて分析企業のビジョンに近
づくことができます。チームメンバーの知見を集め、互いの仮説を擦り合わせてゴール
に辿り着いた時が、企業分析の最高の瞬間です。

講義は興味のある企業を選び、経営者に対するコンサルティングを模擬的に行うという
流れです。この【体験版】戦略コンサルティングを体験版で終わらせず、必ず自身の所属
する企業に置き換えて考えることが重要となります。私は講義期間中、対象企業の経営
上における課題とあるべき姿を調査するために、薬剤開発センターから海外の薬局まで
足を運びました。このように頭で考え、足で裏付けを取ることが、RBSを修了した後も
大切であると教えてくれた講義です。
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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

ブランドを構築するためのコミュニケーションに関心があったこ
とから、地域ブランドにおけるコミュニケーション上の課題につい
て課題研究レポートを執筆しました。研究では、地域の現場に入り
込み、課題の要因の分析に苦闘しましたが、最終的に地域の関係者
に対して目指すべき方向を示すことができました。ここで学んだこ
とは、広告会社で働く上でも非常に重要だと感じています。これか
らも、考え続けることを武器として、活躍できる人材を目指してい
きたいと思います。

別府 恒河 さん

株式会社ジェイアール東日本企画

私は不動産会社を経営しており、「高齢者難民を救済する空き家型
REITの研究」をテーマに選びました。増加する高齢者と空き家を
マッチングする仕組みをつくる事で、この社会問題を解決できない
かと考えたのです。問題のリアリティに迫るため、空き家問題の専
門家にもインタビューを繰り返しました。多数の文献から法律や制
度を調べるのは骨が折れましたが、おかげで実現可能性の高いビジ
ネスプランが作成できました。これを実践に移していくことが、今
後の私の課題です。

射場 崇之 さん

大川ビル株式会社 代表取締役

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
⃝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―
⃝地域ブランド失敗のメカニズム
⃝リーン・スタートアップ手法に基づくビジネスモデル・ブラッシュアップのプロセス―食デリバリーの新業態ACTの事例から―
⃝医薬品の臨床開発における新たな技術の活用
⃝よい会社を考える～中小企業でも永く走り続けられる卓越した会社づくりのために～
⃝ガンバ大阪に対するスポーツマーケティングの提案　顧客経験と地域密着性の向上で集客率を伸ばす

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に言っても、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

春学期終了前

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

秋学期

データの
収集・分析、執筆

秋学期

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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2019年度開講科目一覧

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。

※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。

［A群］ ［特殊講義科目］ ※2018 年度開講科目

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。

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。

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
業戦略の理解を深める。

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。

技術経営
技術のイノベーションをいか
にマネジメントし、競争優位
構築を図るかについて学ぶ。

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。

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。

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。

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。

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。
※キャリア形成プログラム対象科目

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。

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。
※キャリア形成プログラム対象科目

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。

実習科目

フィールドワーク
マーケティングの視点から、
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。

［マネジメントプログラム］

戦略
ユニット

組織
ユニット

マーケティング
ユニット

ファイナンス
ユニット

会計
ユニット

国際経営戦略
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。

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。

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。

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
理論や企業価値評価について
理解を深める。

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。

アントレプレナーシップ
起業や新規事業開発における
アントレプレナーシップの役
割についての理解を図る。

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

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。

M&A戦略
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。

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。

事業創造
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。

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。

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。

ストラクチャードファイナンス
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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

戦略経営の実践
（2018年度開講）※隔年開講 
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。

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。

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。

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。

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。

コンテンツビジネス
コンテンツ産業をジャンル
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。

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。

ビジネス開発 
（2019年度開講）※隔年開講 
〈（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。

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。

フードマーケティング
外食・中食産業および食品を
扱う卸売・小売業における
マーケティングを学ぶ。

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。

ファッション 
マーチャンダイジング
社会を揺さぶり、生活を豊か
にするファッション分野の
マーチャンダイジングを学ぶ。

［B群］

［キャリア形成プログラム］

ビジネス
科目群

会計ファイナンス
科目群

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。

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。

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。

コーポレートファイナンス
企業の資金調達と運用に関す
る基礎理論や企業価値評価に
ついて理解を深める。

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。

アントレプレナーシップ
起業や新規事業開発における
アントレプレナーシップの役
割についての理解を図る。

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。

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。

M&A戦略と企業価値評価
企業戦略におけるM&Aや企
業価値の評価手法についての
基本的事項を理解する。

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。

イノベーション戦略
技術と市場と組織に変化や
変革をもたらす企業のイノ
ベーションに関する戦略を
理解する。

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。

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。

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。

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。

＊詳細は P.23をご覧ください。

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。

企業や街で行う
アクティブラーニング。
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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
アカウンティング／企業分析

■主な経歴
1986 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、1988 年経営学部助教授、1996 年
同教授を経て、2006 年より現職。2012～17 年経営管
理研究科長、2015～17 年医療経営研究センター長。
日本会計研究学会、会計理論学会、ドラッカー学会等
に参加。2013 年大津市公共施設マネジメント推進委員
会委員長（～現在）、2017年立命館大学校友会副会長

（～現在）など学外活動に従事。

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／消費者行動／
サービスマネジメント／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。

肥塚 浩 教授

■専門分野
経営戦略とマネジメント、技術経営、介護サービス経営

■担当科目
競争戦略／アントレプレナーシップ／
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課程後
期課程単位修得退学、1998 年博士（経営学、立命館
大学）。1992 年以降、島根大学、立命館大学、立命館
アジア太平洋大学（APU）、立命館大学に所属。この
間、APU 教学部副部長、学校法人立命館副総長・立
命館大学副学長、総長特別補佐等を歴任。現在、経
営管理研究科教授・研究科長、医療経営研究センター
長、アジア経営学会理事、産業学会理事、日本介護経
営学会理事。

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
競争戦略／グローバル経営／イノベーション／
産業動態分析／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。
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、一般財団法人機械振興協会経済研究所
特任研究員等を歴任。2014 年工業経営研究学会より
学会賞受賞。2016 年博士（経済学、京都大学）。

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
キャリア開発／コーチング／
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
管理会計／財務諸表／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／
戦略経営の実践／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、研究所取締役等歴任。新規事
業参入、中国戦略、M&A、CEO 支援等、一貫して経
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
兼務。2017 年 4月～学校法人立命館 理事補佐。

花村 信也  教授

■専門分野
ファイナンス

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

■主な経歴
1983 年に日本興業銀行に入行、1995 年から21 年 M＆
Aに関する業務に従事。2001 年にみずほ証券移籍後も
同業務を担当。2011 年に同社執行役員、2014 年に常
務執行役員を歴任し、現在は（株）Thomas Nitzsche
代表取締役として、主にM＆Aに関するコンサルティング
業務に従事。2002 年にデューク大学 Fuqua School of 
Business MBAを取得、2011 年早稲田大学大学院
商学研究科博士後期課程修了。博士（商学、早稲田
大学）。

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／顧客戦略／
マーケティングリサーチ／商品開発／
フィールドワーク／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。

永田 稔 教授

■専門分野
人的資源管理、異文化マネジメント

■担当科目
キャリア開発／人的資源管理／
異文化マネジメント／課題研究

■主な経歴
1990 年一橋大学社会学部卒業。1997 年カリフォルニア
大学ロスアンジェルス校（UCLA）アンダーソンスクールに
てMBA 取得。松下電器産業、（株）マッキンゼーアンド
カンパニー、ワトソンワイアット（現ウィリスタワーズワトソン）を
経て、現在は（株）ヒトラボジェイピー代表取締役として組
織・人事コンサルティング業務に従事。

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／人的資源管理／
経営リテラシー／課題研究

■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、立命館大学）。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
ファイナンス／実践ファイナンスⅠ／
コーポレートファイナンス／投資戦略／
インターンシップ／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  （2018年度）

※経歴は 2018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  （2018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.カーニー
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

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

松村 勝弘

［現職］ 立命館大学名誉教授

［担当科目］ 企業分析

田中 力

［現職］ 立命館大学経営学部教授

［担当科目］ 統計学

田中 浩子

［現職］ 立命館大学食マネジメント学部教授

［担当科目］マーケティング／フードマーケティ
ング

池田 吉成

［現職］ 千里リハビリテーション病院　総括
事務長、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

大井 達雄

［現職］ 和歌山大学観光学部教授、コアネッ
トグローバル日本支部オフィサー

［担当科目］ 統計学

須方 研詞

［現職］ インタートラスト・マネージメント（株）
代表取締役・経営コンサルタント

［担当科目］ 商品開発

田島 等

［現職］ 上田安子服飾専門学校校長、大
阪芸術大学客員教授、台湾嶺東科技大学
客員教授、MSU大学客員教授

［担当科目］ ファッションマーチャンダイジング

橋本 良子

［現職］ 大阪成蹊大学マネジメント学部ス
ポーツマネジメント学科教授

［担当科目］ ビジネスプラン

東川 達三

［現職］ 新樹グローバル・アイピー特許業務
法人、パートナー

［担当科目］ ネゴシエーション

西田 和倫

［現職］ 西田公認会計士事務所所長

［担当科目］ 財務諸表

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

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

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等を歴任。

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。タワーズワトソン前代表取締役社長。

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］ 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、立命館大学客員教授

［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。

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。中国自然資源学会副理事長、
中日友好協会理事、中国城郷発展国際交流センター理事、
中国発展研究基金会理事などの公職を担当。中国人民大学
兼任教授。

魚谷 滋己

［現職］ 県立広島大学特任教授

［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、（公財）マツダ財団常務理事・事務局長を
経て、現職。広島大学大学院工学研究科客員教授。

陳 世宗

［現職］ （株）宏善代表取締役会長、（株）海瑞国際顧問代表
取締役会長、（株）惠普独立取締役、台北商業大学非常勤講
師、APU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。主な著
書 （A Study on Evaluation of Enterprise Value and 
Corporate Performance）。財團法人中華民國會計研究
發展基金會。

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）（現パナソニック
（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。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。

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

［主な経歴・業績］ 日本デザインコンサルタント協会・副代表
理事、日本小売業協会・生活者委員会コーディネーター、日
本オリーブ協会・理事、豊の国商人塾・塾頭、石垣市観光ア
ドバイザー、武蔵野美術大学評議員、等を務める。著書多数。

千代田 邦夫

［前職］ 公認会計士・監査審査会会長

［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、熊本学園大学大
学院教授、早稲田大学大学院教授を歴任。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。

［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。特定非営利活動法人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］ コーポレートガバナンス

［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。

森 利博

［担当科目］ 実践ファイナンスⅡ

［主な経歴・業績］ 三菱商事（株）に勤務後、ゴールドマン・
サックス証券等で証券化商品、仕組み債、外国債券を担当
する。2006年4月～18年3月、本研究科専任教員としてファ
イナンス科目を担当し、金融資産の証券化とソーシャル・ファイ
ナンスを研究テーマとする。

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います。

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 名誉会長  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 

NISSHA（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） 代表取締役会長兼社長兼 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

※2017年12月委員会開催時
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2年次
（春学期）

1年次
（秋学期）

入学試験の概要（2019年度4月入学）

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 2018年6月8日～6月22日 7月14日 7月25日

11月入試 2018年9月28日～10月12日 11月3日 11月14日

2月入試 2018年12月14日～2019年1月11日 2月2日 2月13日

3月入試 2019年2月1日～2月15日 3月2日 3月6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

ビジネスに関する基礎的素養をもとめる方や、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
（春学期）

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、春学期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」（※2）
「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 「ビジネス開発」「戦略経営の実践」は隔年開講科目です。

※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修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年次春学期終了までに修了要件
を満たす
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立命館大学ビジネススクール
［大学院経営管理研究科］

ビジネスを創る、キャリアを描く

Guide 2019

［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

立命館大学ビジネススクール（大学院経営管理研究科）


