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第47回 MDP   マネジメント・ディベロップメント・プログラム

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たプログラムであり、経営専門
家に求められる総合的管理能力が涵養されるように、質・量とも
に充実し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。

現在わが国は、震災復興・原発事故処理、電力供給確保という

国家的、長期的な課題を抱えています。しかし知恵と努力を出し
合えば、過去そうであったように、私たちはきっとこの国難を克服
できると考えます。企業においても、直面しているさまざまな困難
に対してひるむことなく、変化のスピードが早く不確実性の高い今
日の状況を次の成長への機会ととらえ、新たなビジネスの源泉を
見出しそれを育てていかねばなりません。そのためには、鋭い洞
察力と構想力をもち、明確な判断力、強靭な実行力をも兼ね備え
た優れた経営専門家が求められていると考えます。

本プログラムは、このような専門家のための経営管理能力を育
成する場として、これまで多くの方々の参加を得て、多彩な人材を
産業界に輩出してまいりました。本プログラムの趣旨をご理解の
うえ、有為な方々の積極的なご参加を賜りますよう、ここにお願い
申し上げる次第です。

第47回MDP  主管  林 高樹

ご挨拶

第47回MDP　主管 
林 高樹

第47回MDP　副主管
渡辺 直登

慶應義塾大学ビジネス・スクール 校長
河野 宏和

KBSだからこそ可能になる教育価値 　 慶應型ケースメソッド

講師のリードにより、参加者全員がさら
にディスカッションを重ね、多数の参加
者の意見を通して各自の問題発見力、
問題の構造化能力、判断力、意思
決定能力を養成する。

グループ・ディスカッション出席前に、
参加者各自が課題とされたケースを分
析・検討して、主要な問題を明確化し、
具体的な提案を準備する。

事前個人研究の成果を参加者が持ち
寄り、少人数のグループで次の全体ディ
スカッションにつながる「議論のウォーム
アップ」を行ない、各自の問題意識を
発展させる。

プロセス１ 事前個人研究 プロセス 2 グループ・ディスカッション プロセス 3 クラス・ディスカッション

ケースメソッドとは

実際の経営状況をまとめたケースを素材に、ディスカッションを通して新しい知恵を共創する教育方法です。ケースメソッドは、過去 80
余年間にわたり、ハーバード大学ビジネススクールが中心となって開発し、改良してきた実践的な経営教育の方法です。日本において
は、KBSが50 年前に導入し、独自に開発したケース教材を用いて慶應型ケースメソッドとして発展させてきました。

判断力 論理的
思考能力 実行力 リーダーシップ
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MDPの特徴

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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1. ケースにおいて意思決定を必要とする問題が何であるかを明らかにする 

2. その問題に関連する記述・資料を関係づけ、解釈 

3. その問題を解決する具体的方策を考え、これを提案 

4. その方策に対する問題と周囲の関連状況に適合するものであるかどうかを比較・検討

5. 最終的判断（意思決定）を下す

ケースメソッドの流れ

参加者は、まず現実の企業経営の実態をもとにして作成された教材（ケース）を受け取ります。ケースには、経営者、管理者が判断し
決定すべき当面の問題に関連する周囲の状況や意見などが記述されています。このケースをもとに、参加者は次の3つの学習プロセスに
主体的に「参加」することになります。

3 つのステップを通じて、参加者は、
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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。

第47回 MDP   マネジメント・ディベロップメント・プログラム

カリキュラムの構造

ビジネスゲーム
■ 10月24日（水）～10月26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

■ 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3日（月）～ 9月7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〔12月5日（水）、12月6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 

■ 会計管理

■ 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

1日の流れ

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

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 ■ 

Management Development Program



2012年度 募集要項

お申込から受講までの流れ

第47回 MDP   マネジメント・ディベロップメント・プログラム

参加申込
各セミナー、開講　約2ヶ月前～1ヶ月前

事前案内・御請求書 到着
各セミナー、開講　約3週間前

申込受付開始日 2012年7月3日（火） 申込締切日 2012年8月3日（金）

セミナー開講

第47回MDPは定員制ですが、事前に参加人数枠の「仮登録」をすることができます。お手続きの流れは以下の通りとなります。
なお、締切日を過ぎてセミナー参加を希望される場合には、セミナー担当までご相談ください。

仮登録メールフォーム （http://www.kbs.keio.ac.jp/
executive/info.html）にてお申込ください。
定員に達した時点で、それ以降の仮登録はキャンセ
ル待ちとなります。

派遣担当者様宛に、各セミナーの詳細と参加申込用のメールフォームをご案内します。

※仮登録をいただいていない場合でも、定員に達していない場合は参加申込いただけます。
　詳しくはセミナー担当までご相談ください。

参加申込フォームに必要事項を入力し、申込締切日までにお送りください。

派遣担当者様宛に事前案内（受講生用案内状、事前教材等）および参加費御請求書をお送り

します。

参加費のお振込みは、2012年9月末までとなります。

参加申込開始のご連絡（メール）
各セミナー、開講約2ヶ月前

2012年度エグゼクティブセミナー　仮登録

仮登録

お知らせ  参加費請求方法の変更について

2012年度 第47回MDPより、①受講料　②情報ネットワーク登録利用料　③オリエンテーション合宿費　を合算し、一括して慶應義
塾大学ビジネス・スクールより請求いたします。
①〜③の請求書は、セミナー開講約3週間前に派遣担当者様宛に送付します。
なお、④ビジネスゲーム合宿費の請求書については、セミナー終講後に派遣担当者様宛に送付いたします。協生館宿泊施設を利用さ
れている場合は、その利用料を④と合算して派遣担当者様宛に請求いたします。

【ご注意】

セミナー参加申込後のキャンセルにつきましては、キャンセル料といたしまして1名様につき15,000円を申し受けます。予めご了承ください。

Management Development Program 3

会 　 期 2012年9月3日（月）〜 12月7日（金）
［3 ヶ月間全日制］

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5階）

募 集定 員 30名 ［1クラス編成］

対 象 30歳代後半から40歳代の管理職及び
同等の役職にある方

主 管 林 高樹

副 主 管 渡辺 直登

申込 締 切 2012年8月3日（金）

参 加 費 ① 受講料　1,798,000円（税込）
※賛助員（法人）は割引制度有

② 情報ネットワーク登録利用料　2,500円（税込）
③ オリエンテーション合宿費　[4泊5日]　90,000円（税・サ込／予定）

※宿泊費（朝・昼・夕食付き）、インターネット利用料、懇親会費等含みます。
④ ビジネス・ゲーム合宿費　[2泊3日]　34,000円（税・サ込／予定）

※宿泊費（朝・昼・夕食付き）、その他費用を含みます。

連 絡 先 慶應義塾大学ビジネス・スクール　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 　Fax： 045-562-3502
E-mail： seminar@kbs.keio.ac.jp
http://www.kbs.keio.ac.jp/
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受講生の声

Management Development Program

ハードな分、得るものも多い
これまで共用部門、本社部門、事業部門を経験してきましたが、より広い視野・視点で物事を

見て、考え、意思決定することを学ぶべく、MDPに参加いたしました。KBSの各種研修プログラ
ムに参加した先輩たちから、予習するのにかなり時間がかかると聞いていましたが、その通りで
した。しかし、予習で自分なりのまとめができていると、グループ・ディスカッションやクラスでの
議論も深まり、他の人の意見や意思決定を聞くことによる気づきも多いように感じました。始めの
うちは、明確な答えが出ないケースメソッドに戸惑いも覚えましたが、現実のビジネスに正解がな
いのと同じく、自分で考え、その時点での合理的な意思決定することが大事なのだと思います。

個人研究を通して事業に貢献したい
教員の方々は皆、様々な経歴・経験があり、ケースのいろいろな側面を、生きた言葉で話してく

ださるのでとても勉強になります。多種多様な職種から集まった受講生とのグループ・ディスカッ
ションは、視点の違う意見が活発に出され、あっという間に時間が過ぎてしまいます。ビジネスゲー
ムにおいては、それぞれの専門を活かした役割に真剣に取り組むことで、チームワークや組織の
力を学ぶことができました。私が在籍しているガラス事業部は、以前MDPに参加した先輩が個
人研究の際に提案した、ガラス部門の外販展開案が社内で認められ、設置された部署です。私も
プロジェクト立ち上げ当初から関わってきましたが、今回のMDP参加をきっかけに、この事業を
更に発展させるために何をすべきか個人研究としてまとめ、これからの仕事に役立てていきたい
と思います。

木村 ゆき子 氏
株式会社ニコン

ガラス事業室 事業室付

中島 智之 氏
大同特殊鋼株式会社
特殊鋼事業部 特殊鋼商品開発部
副主席部員

※ 役職、所属はセミナーの参加当初のものです。

異業種の方の意見に刺激を受けた
大同特殊鋼には戦略立案・実行を支える人材育成のため、受講を職能グレード昇格要件とす

る研修制度があります。これとは別に次期幹部人材の継続的育成を目的に、選抜者をＫＢＳの教
育プログラムに参加させており、ＭＤＰへは今回私が初めての参加となりました。 

受講生は同じ製造業だけでなく、銀行、建築、製薬などあらゆる業界から参加しており、それ
ぞれの視点から私とは異なる考え方に触れることができ、とても刺激的でした。自社の人間に聞
いても絶対に返ってこないような意見に触れたときは、新鮮さと共に固くなっていた頭が徐々に柔
らかくなっていくのを感じました。

理解が深まる授業スタイル
プログラムは、実際のケースを事例にしている点が良いと思います。これまでの知識・経験を基

に、自分なりの状況分析・論理展開、意思決定を行うことは経営の疑似体験であり、各業界から
集まった精鋭とのディスカッションを通して、さらに自分の能力に磨きがかかったように思います。
正直な感想として、何がそのケースのポイントなのか分かりにくいものもいくつかあり、「経営に答
えはない」と言いますが、そこに難しさを感じるとともに、自分の意思決定がどの程度のものなの
か、もう少しはっきり知りたいとも思いました。教員の方々のお話は、ケースを土台にしながら学
術的内容に移っていくスタイルが多いため、レクチャースタイルの講義よりも頭に入りやすく、理
解が深まりました。会社に戻った後はMDPで学んだことを生かし、全社的視点でものを考えてい
きたいと思っています。
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施設紹介

FAQ

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年目の内容を凝縮した
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. 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。

シングルルーム利用料金 ： 264,600円 （88,200円×3 ヶ月、税込） ※食事等はつきません

遠方からご参加の方につきましては、滞在先として「協生館宿泊施設」をご
利用いただけます。客室には冷蔵庫、収納スペースがあり、シャワー・トイレ完
備です。共同のランドリー、キッチン、ラウンジのスペースもあります。

※ナイトウェアー、ドライヤー、バスタオル、フェイスタオル、 歯磨きセット、石鹸、シャンプー、

ティッシュペーパーはありません。

■ 宿泊室備品・アメニティー

冷蔵庫 »

電気ポット »

懐中電灯（非常用） »

コップ（洗面用） »

グラス »

マグカップ »

屑篭 »

サニタリーバッグ »

ハンガー »

スリッパ »

バスマット »

目覚まし時計 »

電気スタンド »

協生館図書室WEBサイト
http://www.hc.lib.keio.ac.jp/kyoseikan/

協生館宿泊施設

協生館図書室
協生館の4階にある図書室は、協生館に設置されている3研究科（経営管理

研究科、メディアデザイン研究科、システムデザイン・マネジメント研究科）の研
究や活動に必要とされる資料を収集・提供する図書室で、約8万冊を所蔵して
います。窓が大きく明るく開放的で、陸上競技場の緑を眺められる落ち着いた
閲覧席となっています。

有価証券報告書データやBloombergなど企業研究に特化したデータベースを
始めとし、国内・国外の新聞記事、雑誌記事、学位論文、統計等のオンライン・
データベースや電子ジャーナルも利用できます。

開室時間等の詳細はWebサイトをご覧ください。
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参加企業リスト（過去2年分）

参加者データ（過去2年分）　［参加企業21社　参加人数34名］

http://www.kbs.keio.ac.jp/

慶應義塾大学ビジネス・スクール
〒223-8526　横浜市港北区日吉4-1-1

KeioBusinessSchool1962
KBS1962

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

株式会社大林組

岡三証券株式会社

キリンビジネスシステム株式会社

株式会社群馬銀行

株式会社サン・ダイコー

株式会社常陽銀行

株式会社ショップエアライン

住友商事株式会社

株式会社精工

大同特殊鋼株式会社

東邦薬品株式会社

東北電力株式会社

中北薬品株式会社

株式会社ニコン

株式会社肥後銀行

久光製薬株式会社

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

株式会社守谷商会

株式会社山口銀行

ロート製薬株式会社

● 渋谷～日吉 : 25分（急行約20分）
● 品川～武蔵小杉～日吉 : 25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。

交通アクセス お問い合わせ


