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カリキュラムの構造

ビジネスゲーム
■ 10月19日（水）～ 10月21日（金） ： セミナーハウスFOLIAGE（世田谷）

基礎科目、主題別科目で身につけた各スキルを実際に駆使する機会として、仮想マーケットの疑似体験をおこなう「ビジネスゲーム」
と呼ばれるプログラムを提供し、意思決定のメカニズムを学びます。なお、このプログラムは2泊3日の合宿形式で行います。

ビジネスゲームの各ステップ
1. 受講生5 〜 6人単位で企業1社を構成
2. 各企業内での役割（「社長」「営業」「生産」など）を決める組織作り
3. 販売計画、生産計画などの仕事分担と統合
4. 需要予測、実績の記録と分析、市場分析などを行い、
　投資戦略や製品市場戦略などの経営基本方針を決定
5. 同一市場でシェアと利益の向上を目指して激しい競争を展開

1日の流れ

基礎科目
オリエンテーションを含めた以下の科目を開講初期に受講し、
経営の基本的な考え方を学びます。

主題別科目
企業が直面する問題を主題別に編成した以下の科目を受講し、
企業の抱える各問題を解決するための経営管理能力を高めます。

■ 経営倫理

■ 意思決定とインセンティブ

■ グローバリゼーション・マクロ経済学

■ 経営再建論

オリエンテーション合宿
■ 9月5日（月）～ 9月9日（金） ：名古屋東急ホテル

ビジネスの現場を離れて、スムーズに新しい環境に馴染める様、
合宿からスタートします。

「同じ釜の飯」の関係を受講生同志で築いていただきます。

個人研究発表
各受講生が派遣企業の問題あるいは自分で設定した問題を、KBS講師陣による個別指導の下で自ら分析し、 本プログラムの最後の2日
間〔11月30日（水）、12月1日（木）〕に発表会を行います。また、その研究レポートを提出していただき、参加者 全員のレポートをまと
めた冊子（MDP FORUM）を作成します。

■ 経営科学 

■ 会計とコントロール

■ マーケティング

■ 組織・マネジメント

■ 生産政策 

■ 財務管理

■ 経営環境

■ 総合経営

9:00 〜 グループディスカッション①
10:00 〜12:00 クラスディスカッション①
12:00 〜13:00 昼休み
13:00 〜 グループディスカッション②
14:00 〜16:00 クラスディスカッション②
16:00 〜 個人学習

個人研究発表準備

9月 10月 11月 12月
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プログラムは全日制です。月曜日から金曜日まで週5日、9：00から16：00まで、毎日時間割に沿っ
てグループ（5 〜 6名）別討議とクラス討論に参加します。授業後は翌日のクラスに備えて予習
が必須となります。加えて、後半は個人研究とその発表準備も並行して進めていただきます。全
プログラムを通じ、能動的に自ら学ぶ姿勢が要求されます。
プログラム期間中は、フルタイムMBAと同等かそれ以上のエネルギーを学習に集中させるこ
とが必要となりますが、そうした環境で築かれる参加者および教員との密度の濃い人的ネッ
トワークは、プログラム終了後も貴重な財産となるでしょう。

基礎科目

主題別科目

個人研究発表準備

■ オリエンテーション合宿 ■ ビジネスゲーム合宿 個人研究発表 ■ 
終講式 ■ 



MDPの特徴

東日本大震災は、日本企業の経営構造に変革を迫っています。
経営環境の不確実性は劇的に増大しており、他者に依存しない
自社独自の戦略的意図の下で、いかに自律的かつ合理的な経
営判断を行い成長への軌跡を描けるかが、今以上に求められ
ている時期はないでしょう。

本マネジメント・ディベロップメント・プログラム（MDP）は、主
にミドル・マネジメントの方々を対象とし、経営専門家に求めら
れる意思決定力、総合的管理能力が涵養されるように、質・量
ともに濃厚で凝縮された内容となっています。

具体 的なカリキュラムは、慶 應 義 塾 大学ビジネス・スクール
（KBS）が約30年にわたるMBA（経営学修士）教育の中で培っ

てきた科目と教材を厳選し、基礎から応用へ、個別から総合へ、
という一連の流れに沿って組まれており、その中でKBSの先端
講師陣が各受講生に対し、密接に指導を行います。また、カリ
キュラムのみでなく、修了生からは、プログラム終了後の企業活
動にとって貴重な人的ネットワークを築くための優れた機会とし
ても、本プログラムを高く評価していただいております。

現在多くの企業は成熟する日本市場の中で、新たな成長への道
を探しあぐねています。このような変化の時代にこそ、強靭な
知力と実行力を兼ね備えた優れた経営専門家が望まれている
と考えます。自らの能力を貪欲に高めようとするやる気のあるビ
ジネスパーソンの皆さまに積極的なご参加を賜りますよう、ここ
にお願い申し上げます。

第46回MDP 主管 岡田正大

ご挨拶

第 46 回 MDP　主管 
岡田 正大

第 46 回 MDP　副主管
大藪 毅

慶應義塾大学ビジネス・スクール 校長
河野 宏和

少人数制教育
30名程度を受講可能人数の上限とした少人数編成で、討議中心
のクラス運営を行うため、教員、受講生との緊密な交流が可能

中心的な教育方法
「ケースメソッド」を採用し、現実の事例の分析を通じて実践
的な意思決定能力を養成

カリキュラムの構造
企業の経営幹部が必要とする幅広い科目を学べる包括的なカ
リキュラム

教育施設
授業は日吉キャンパス内の協生館（08年9月竣工）5Fエグゼク
ティブルームで実施
協生館には教室、コンピュータ室、宿泊施設も併設
また慶應義塾大学（全エリア）の図書館の文献、情報端末も利用可能

教育内容
高度の専門性と共に過去50年にわたる教育経験の成果に基づ
いた有意義な教育を提供

社 長

執行役員

取締役

部 長

課 長

若手幹部候補

プログラムを受講される方の
主な役職 ■ 目　的　 経営の専門家に求められる総合的管理能力の涵養

■ 研修形態 ケースメソッドを中心に学ぶ3 ヵ月間通学型セミナー

■ 年齢層 主に30歳代〜 40歳代中心

■ 受講生の企業内での立場
　　　» 各部門を担当する中堅幹部、特定分野で原則として10年前後の経験を持つ方
　　　» 海外子会社・事業子会社・新規事業部門等の管理者となることが予定されている経営幹部の方
　　　» 原則として企業から派遣され、プログラム終了後に派遣企業に戻ることを予定している方

本プログラムは以下のような特徴を持つ、3 ヵ月にわたる全日制の短期集中講座です。
この3 ヵ月間に、経営の専門家に求められる総合的管理能力を涵養することを目的とした各種のプログラムが組まれております。
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お申込はメールフォームから KBS MDP 検 索http://www.kbs.keio.ac.jp/seminar/mdp/

 交通アクセス・お問い合わせ第46回MDP募集要項

慶應義塾大学ビジネス・スクール事務室　セミナー担当 
〒223-8526　神奈川県横浜市港北区日吉4－1－1 
Tel：045-564-2440（ダイヤルイン）　Fax：045-562-3502 
E-mail: seminar@kbs.keio.ac.jp
http://www.kbs.keio.ac.jp/seminar/mdp/ 

筒井 祥之 氏
1971 年生まれ　大阪大学工学部建築学科　1994 年卒
株式会社大林組　国内建築工事事務所

森村 朋弘 氏
1978年生まれ　東京理科大学経営学部経営学科　2001年卒
株式会社群馬銀行　伊勢崎西支店

MDPに参加しプログラムと向き合うことで、これ
までの仕事で培った見識や経験を整理・修正する
ことができました。授業では、経営者という立場で
の意思決定を迫られるため、相当な質と量の準備
が必要となり、1日の約1/4を予習に費やしました。
ハードな毎日ですが、自分自身のバックグラウンド
を総動員し、自問自答を繰り返しながらも、いろい

ろなロジックを組み立て意思決定に至ると、充実した達成感があります。
ディスカッションなどでケース内容を深く掘り下げていく中、ミクロ・マク
ロな視点と複眼的なアプローチの仕方を、様々な業界の第一線で活躍す
るメンバーの意見を通して考える機会を得たことは、企業人として大変
貴重な体験でした。

毎日活字と時間との戦いでしたが、ケースの多くが
実際の企業に起こった事例でリアリティーがあり、
集中して取り組むことができました。各分野のスペ
シャリストである教員の方々の、経験と知識に裏付
けられた発言の一つひとつは、社会人である我々
にもスムーズに伝わりました。個人研究では、1人
の教員の方にアドバイザーとしてご指導いただき、

効果的に知識を習得することができたと思います。銀行員として、経営に
関する幅広い知識と、より高いレベルでアドバイスできるスキルを身に付
ける必要性を感じMDPに参加しましたが、学生という立場から本音で
意思決定を行うことで、日常業務では得られない、物事に対する多様性
が身に付きました。

MDPは経営者の観点で意思決定を学ぶ貴重な機会 様々なケースの疑似体験が今後の糧になる

第45回MDP（昨年） 受講生インタビュー

FAQ

日吉
中山

新横浜

横浜

菊名 目黒

渋谷
武蔵小杉

横浜市営地下鉄

東急東横線

東急目黒線

JR 線 品川

● 渋谷〜日吉 : 25分（急行約20分）
● 横浜〜日吉 : 20分（急行約15分）
● 新横浜〜菊名〜日吉 : 20分

東急東横線、東急目黒線

横浜市営地下鉄グリーンライン
日吉駅、徒歩 1 分

※東急東横線の特急は日吉駅に停まりません。

会　期 2011年9月5日（月）〜 12月2日（金）〔3 ヵ月間全日制〕

会　場 慶應義塾大学ビジネス・スクール　日吉キャンパス協生館

定　員 30名〔1クラス編成〕

参加資格 30歳代後半から40歳代の管理職および同等の役職にある方

受講料 1名　1,798,000円（税込）〔ほかに、合宿費2回、滞在費〕

賛助員特別割引制度　1口につき1名様1割引

講　師 慶應義塾大学ビジネス・スクール教授陣他

Q. ＭＤＰは終日行われるのですか。 A. セミナーの 3 ヶ月間、月曜日から金曜日まで授業が行われます。

Q. 受講すると、ＭＢＡの学位が取得できるのですか。 A. 正規の大学院のコースではございませんので、学位は取得できません。なお、所定
の出席日数を満たした方には、「修了証書」を授与させていただきます。

Q. ＭＤＰコースはＭＢＡコースと中身に違いがありますか。 A. ＭＤＰは 3 ヶ月の短期のコースですが、ＭＢＡの 1 年目の内容を圧縮した授業が行
われます。教材もＭＢＡコースの 1 年分です。

Q. セミナー期間中、学内の図書館は利用できますか。 A. 協生館図書室に加え、日吉・三田等のキャンパスの図書館もご利用いただけます。

Q. 大学内でインターネットは利用できますか。 A. キャンパス内で、無線ＬＡＮをご利用いただけます。プリンターもご利用いただけます。

Q. 大学生協は利用できますか。 A. 会員になっていただくことができます。会員の方は 10％の割引が適用されます。

Q. 受講生間、教員との交流は活発ですか。 A. セミナー期間中、会場の協生館７階のラウンジをＭＤＰ受講生用に解放しています。
毎年、当ラウンジや協生館内のレストラン等で授業終了後も活発に交流されています。

Q. 協生館の宿泊施設は誰でも利用できますか。 A. お申込いただければ、どなたでもご利用いただけます。

Q. 受講料には、合宿費用や協生館宿泊施設の利用料金が
含まれていますか。

A. 含まれておりません。別途、ご請求させていただきます。
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