
慶應義塾大学ビジネス・スクール（KBS）は、
2012年に創立50年を迎える、国内No.1ランクのビジネス･スクールです。
グローバルな視点と専門知識とを兼ね備えた、
社会をリードする「マネジメントのプロフェッショナル」育成を目的としています。

経営幹部セミナー 2012

2012年6月4日（月）～ 6月16日（土）

京都東急ホテル

第105回

2012年9月3日（月）～ 9月15日（土）

名古屋東急ホテル

第106回

2012年11月5日（月）～ 11月17日（土）

下田東急ホテル

第107回



経営幹部セミナー 2012

昨年、日本は大きな自然の力に直面しました。まずは、東
日本大震災により亡くなられた多くの方々のご冥福をお祈りす
るとともに、被災された方々の状況が一日も早く改善されるこ
とをお祈り申し上げます。

今日、震災による甚大な被害のみならず、激動する世界経
済の影響を受け、経営環境は大きく変化し続けており、全て
の企業や組織に迅速かつ的確な対応が要求されています。日
本を取り巻く状況は厳しさを増していますが、立ち止まってい
る猶予はありません。経営の中枢を担う人材には、これまで
以上に高度なマネジメント能力が求められています。

慶應義塾大学ビジネス・スクール（KBS）は、1962年に我
が国で初めての経営人材育成・研究機関として設立され、今
年で50年の節目を迎えます。創立以来一貫して、企業事例を
用いて双方向のディスカッション形式で学ぶケース・メソッドに
より、経営人材の育成に努めてきました。KBSが提供するエ
クゼクティブ・プログラムの卒業生は17,000名を超え、修士課
程からも2,600名以上の卒業生を輩出してきました。

ケース・メソッドでKBSが重視しているのは、「総合的な
視野で問題を考える洞察力」と「的確な意思決定能力」です。
その力を養うためには、自らの業界や職域を超えて広く異業
種の人材と切磋琢磨し、グローバルなマネジメントの基礎的

主として企業経営トップ、ミドルマネジメントの方々の経営管理能
力の向上を企図して開講しています。経営者の育成・ 教育の有効な
手法として広く注目されるケース・メソッド方式を採用し、集中経営
研修を実施します。累計受講者数は約1万7千余名にのぼっています。

各講座のカリキュラムでは経営管理を行うにあたって必要な主要
領域をカバーするようなカリキュラム体系を共通して組み込んであり
ます。特に、「基本」から「応用」へ、「個別」から「総合」へとい
う流れに則してプログラム全体を組んでいます。

な視点を身に付けることが必要です。また、多様な人材から
アイデアや意見を引き出すコミュニケーション能力、広く社会
を先導していくリーダーシップ、自らの仕事に責任をもってコ
ミットする使命感など、知識や能力といった言葉では表現し
にくい高度なソフトスキルを、活発なディスカッションによって
鍛えることが不可欠だとKBSは考えています。

今回ご案内する経営幹部セミナー（ミドルセミナー）は、
これまでに104回の歴史を重ねてきました。2週間、さまざま
な業種の方々やKBSの教員と、経営に関して深く討議してい
ただく機会です。人材育成はこれからの経営を支える基盤で
す。多数の方々のご参加を心よりお待ちしております。

慶應義塾大学ビジネス･スクール

校長

河野 宏和

エグゼクティブ･
プログラム･ディレクター

小林 喜一郎
サブディレクター

磯辺 剛彦

ご 挨 拶

慶應義塾大学ビジネス・スクールの総合プログラム

総合的なカリキュラムを一定期間に集中的に学ぶ

トップマネジメント（企業の役員及び部長クラスの方）のための

高等経営学講座
総合的な経営管理能力をもつ、最高経営幹部の育成、および再訓練

年1回 合宿型

主に企業の中堅幹部（部長・課長クラス）の経営管理能力の向上

中堅幹部（部長・課長クラスの方）のための

経営幹部セミナー 年3回 合宿型

MBA1年次の内容を3ヵ月の短期集中で行い、ゼネラル・マネジメントを養成する

精鋭幹部（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）のための

マネジメント・ディベロップメント・プログラム （MDP） 全日制 通学型
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分野横断的
経営幹部教育経

社外人材との
交流・他流試合

実践的な
ケースメソッド

新たな視点の
獲得（気づき）

グローバル
対応力

実践的
判断力

経営幹部セミナーは、経営者の育成・教育の有効な手
法として広く注目されるケース・メソッド方式を採用した
集中経営研修です。具体的な経営問題について、自由
で、創造的で、緊張感に溢れた、そして発展性をもつ討
議を通じ、広い視野と長いタイムスパンで物事を考え、
自分自身の価値観と現実認識をもって意思決定し、
それを実行してゆく使命感と専門的な能力を養います。 
企 業 活 動 のグローバル 化と情 報 革 新 が 急 速に進

展し、人々の価値観やライフスタイルが変化する中で、マネジメントは絶
えず新たなタイプの複雑な問題に直面しています。こうした問題に的確に
対応し、企業の発展をより確実なものとするため、当セミナーでは、強い
信念と使命感を持って日本の経済社会を先導できるビジネスリーダー、
および急速に進むグローバルビジネスの先頭に立つリーダーを育成します。 
また、当セミナーでは、さまざまな業種、業界、職種から優れた参加者が集まり、
討議を繰り広げてまいります。こうした異業種交流を通じて、企業経営にかかわ
る豊かな知恵と人的ネットワークを得ることができます。

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

ケース討議を中心とした、中堅幹部のための「経営幹部セミナー」

■ セミナーの目的
主に企業の中堅幹部（部長・課長クラス）の経営管理能力の向上

■ 研修形態
ケースメソッドを中心に学ぶ2週間集中型セミナー［合宿型］

■ 特色
以下のような管理能力の開発と向上をはかることを目指します

① 経営の基本的概念・手法の理解とそれらの応用能力

② 各経営機能の分野と、それらの相互関係の理解

③ 全社的・総合的視野に立った分析・判断能力と意思決定能力

④ 自己見解の発表と説得の能力

⑤ 自己啓発の意欲

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クラ
ス・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、慶應型ケースメソッドとして独自に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

EXECUTIVE SEMINAR
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第105回経営幹部セミナー 使用教材予定

セミナー日程・募集要項
定　　員 80名〔2クラス編成〕

参加者層 主に企業の中堅幹部〔部長、課長クラスの方〕

講　　師 慶應義塾大学ビジネス・スクール教授陣他

参 加 費

①受講料　486,000円（税込）
※賛助員（法人）は割引制度有

②滞在費[12泊13日]
　247,000円～ 255,000円（税・サ込）（予定）
※ホテルにより金額が変動します。

・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。

・1週目土曜日の昼食～日曜日夕食まで5回分の食事は各自でお
とりいただきますので、料金に含まれておりません。

・セミナー期間中は必ず会場ホテルにご宿泊いただきます。予約
は当方にて一括で行います。

会　　期 2012年6月4日（月）～ 6月16日（土）〔12泊13日〕

会　　場 京都東急ホテル

第105回経営幹部セミナー

会　　期 2012年9月3日（月）～ 9月15日（土)〔12泊13日〕

会　　場 名古屋東急ホテル

第106回経営幹部セミナー

会　　期 2012年11月5日（月）～ 11月17日（土）〔12泊13日〕

会　　場 下田東急ホテル

第107回経営幹部セミナー

講師 使用ケース・教材

太田　康広　 総合電機メーカー 3社比較 2011年
日本企業の決算報告2011＜ｂ＞

池尾　恭一 アスクル株式会社：オフィス通販事業
セイコーウオッチ株式会社

林　高樹 ウエストン製造会社
合理的意思決定とディシジョン・ツリー

磯辺　剛彦 2006年のエドワード・ジョーンズ： 成功に向き合う

小林　喜一郎 コマツ－2009年（株）小松製作所
－オールド･エコノミーからの変容

大藪　毅 ABCコンサルティング株式会社（B）
なぜ会社を辞めるのか？

小幡　績 株式会社セブン銀行
新日鉄の競争戦略と買収防衛

坂爪　裕 株式会社東芝　ハードディスクドライブ事業の
生産戦略（A）

中村　洋 ヤマト運輸株式会社： 法人発市場（A）

田中　滋 マクロ経済と社会保障制度

大林　厚臣 八甲田山雪中行軍

松下　光司 株式会社ポイント

清水　勝彦 リンカーン・エレクトリック：海外進出に賭ける

高木　晴夫 セント・ポール製薬株式会社

         ～  8:30 朝食

  8:30 ～  9:50 グループ・ディスカッション（ケース１）

10:00 ～ 11:50 クラス・ディスカッション（ケース１）

12:00 ～13:00 昼食

13:00 ～ 14:20 グループ・ディスカッション（ケース2 ）

14:20 ～ 14:40 体操

14:40 ～ 15:00 コーヒーブレイク

15:00 ～ 16:50 クラス・ディスカッション（ケース２）

16:50 ～ 18:30 個人研究

18:30 ～ 19:30 夕食

19:30 ～ 個人研究

1日のスケジュール（例）

※出講順・敬称略
※開催時にケース教材・講師等変更になることがあります。
※第106回、107回セミナーのケースについては、Webページにて順次公開します。

※セミナー中は基本的に上のようなスケジュールで、午前・午後それぞれ1ケース
を使用します。

※MBAでは、1ケースに約3時間の予習を前提にカリキュラムを構成しています。
当セミナーでも同等の水準を求めて討議しますので、2週間で要する総学習時
間は最低でも120時間となります。

お知らせ  参加費請求方法の変更について

2012年度セミナーより、①受講料 ②滞在費を合算し、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。請求書は各セミナー開講約1ヶ
月前に派遣担当者様宛に送付します。支払期日は、セミナー開講月の月末となります。



EXECUTIVE SEMINAR

慶應義塾大学ビジネス・スクール 経営幹部セミナー 2012 3

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

第105回経営幹部セミナー

第106回経営幹部セミナー

第107回経営幹部セミナー

お申込から受講までの流れ

申込受付開始日 2012年4月4日（水）

申込受付開始日 2012年7月3日（火）

申込受付開始日 2012年9月5日（水）

申込締切日 2012年5月7日（月）

申込締切日 2012年8月3日（金）

申込締切日 2012年10月5日（金）

【ご注意】
参加申込後のキャンセルにつきましては、セミナーで使用する全教材の実費相当額（1名様分15,000円。教材は後日お送りします）を
お支払いいただきます。予めご了承ください。

参加申込開始のご連絡
（メール）

セミナー開講

経営幹部セミナーは定員制ですが、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。

セミナー受講料のお振込みは、各セミナー開催月の月末までとなります。

2012年度エグゼクティブセミナー　仮登録

各セミナー、開講約2ヶ月前

仮登録
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受講者の声

第104回の経営幹部セミナーは伊豆の下田東急ホテルで開催され
ました。海を見下ろす絶景のロケーションのもと、67名の受講生が二
週間を共に学ばれました。太田教授の「総合電気メーカー3社比較」
ケースを用いたクラスディスカッションには、「苦手分野に関してわか
りやすく、ポイントを示して頂いた」「財務諸表分析による企業の強
み、弱みがわかりやすかった」との感想が寄せられました。2日間
にわたり「マクロ経済と財政」・「マクロ経済と社会保障」を担当した
田中教授には「経済の捉え方をやさしく解説していただいた」「大い
なる気づきがあり、ためになりました」といったご意見を多数頂戴し
ました。また、「トップの覚悟と一貫性が重要と、あらためて感じた」
という浅川教授の「ルノー／日産」、「非常に具体的であり、データ量
も多く、実際に直面する課題として深い検討ができました」という今
回セミナー主管・坂下准教授の「クノール・カップスープ」も好評を
博しました。

土曜日に開催された2回の講演会は、明治大学・青井倫一教授の
「羽生の決断力と赤瀬川の優柔不断術の間で」や、KBS山根教授の
「経営の大局を鳥瞰する」という興味深いテーマで開催されました。 
ある受講生の方からはホテル内の温泉で安らぐつかの間でさえ「つい

議論が白熱してしまい、お湯にのぼせてしまうところだったよ」との
後日談も伺いました。早朝の海岸沿いを走るジョギング仲間も出来た
ようで、今回も受講生同士に強い絆が生まれました。終講式の後に
は主管と記念写真撮影を希望するグループが相次ぎ、別れを惜しむ
姿が見られました。

>> 多岐に渡る分野で、自身の考えを深める非常に良い機会でした。個人研究は苦しかったですが、他業種の方との交流含めて、得
るものが多くありました。（精密機器・40歳）

>> バランスよく構成されていると思います。日程による構成も、考えられている。（前日→当日→翌日と学んだことを後日活用できる）。（医
薬品・41歳）

>> 前半に勉強した知識が後半に活用出来る構成になっており、全体的に有効だった。（卸売業・42歳）

>> 異業種の方 と々のグループ学習で、いろんな“気づき”を得ました。ご配慮も様々いただき無事終了となり、ありがとうございました。
（化学・44歳）

>> きつかったですが、とても充実した2週間でした。自分の会社・仕事を客観的に見るいい機会になりました。どうもありがとうござ
いました。（医薬品・45歳）

第 104 回経営幹部セミナー開催報告 開催日時 2011年11月7日（月）～ 11月19日（土）［12泊13日］

会　　場 下田東急ホテル
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株式会社アイ・エム・ジェイ 株式会社島津製作所 日清アソシエイツ株式会社

株式会社ＩＭＪモバイル 株式会社スズケン 株式会社日清製粉グループ本社

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 株式会社スタンダード石油大阪発売所 日清ペットフード株式会社

石井食品株式会社 住友商事株式会社 日本ケミファ株式会社

伊藤忠商事株式会社 全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中） 日本ゼオン株式会社

ヴィーブヘルスケア株式会社 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） 日本メジフィジックス株式会社

株式会社エィ・ダブリュ・サービス ソニーマーケティング株式会社 株式会社野村総合研究所

エーザイフード・ケミカル株式会社 第一三共株式会社 ハウス食品株式会社

ＮＩ帝人商事株式会社 株式会社第四銀行 東日本旅客鉄道株式会社

株式会社NBCメッシュテック 武田薬品工業株式会社 久光製薬株式会社

エルエヌジージャパン株式会社 田中貴金属工業株式会社 株式会社富士通ラーニングメディア

オムロン関西制御機器株式会社 株式会社デンソー 三菱鉛筆株式会社

オリエンタル酵母工業株式会社 東京コカ・コーラボトリング株式会社 三菱重工印刷紙工機械株式会社

ギガフォトン株式会社 東京鐵鋼株式会社 三菱重工業株式会社

ＫＩＳＣＯ株式会社 東芝テック株式会社 三菱電機エンジニアリング株式会社

クオール株式会社 株式会社東武百貨店 株式会社モロオ

グラクソ・スミスクライン株式会社 東洋プロパティ株式会社 株式会社ヨコオ

グローブライド株式会社 長瀬産業株式会社 医療法人社団洛和会

株式会社三技協 株式会社南都銀行 ロート製薬株式会社

サンゴバン株式会社 西芝電機株式会社

参天製薬株式会社 日光ケミカルズ株式会社

昨年度 経営幹部セミナー 参加者データ　［参加企業61社　参加人数148名］

昨年の参加企業リスト

～

～～

～

年齢 役職 業種※



第47回 マネジメント・ディベロップメント・プログラム（MDP）
精鋭幹部のための、通学による全日制プログラム（3 ヶ月）

※その他、工場見学の交通費等、費用が発生します。

回数･期間 年間4つの集中コース。各コース土曜日全日。
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）
定　員 各コース45名〔1クラス編成〕
受講料 各コース1名につき138,600円（税込）

会　期 2012年7月26日（木）～ 8月3日（金）〔8泊9日〕
会　場 帝国ホテル大阪
定　員 80名〔2クラス編成〕
受講料 596,000円（税込）
滞在費

（予定）
181,000円（税・サ込み）
※宿泊費（朝・昼食付き）×8泊、懇親会費等込み

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）
定　員 30名〔1クラス編成〕
受講料 1,798,000円（税込）
合宿費

（予定）
オリエンテーション合宿　  　90,000円（税・サ込み）
※宿泊費（朝・昼・夕食付き）×4泊、懇親会費等込み

ビジネスゲーム合宿　　　　 34,000円（税・サ込み）
※宿泊費（朝・昼・夕食付き）×2泊、その他費用込み

協生館宿泊施設（利用する場合）　270,000円（税・サ込み）
※宿泊費（3 ヶ月）　※食事等はつきません

2012年度

 ■  経営戦略集中コース
会　期 2012年4月14日（土）

2012年4月21日（土）
2012年4月28日（土）

 ■  生産システム革新集中コース
会　期 2012年5月19日（土）

2012年5月26日（土）
2012年6月  2日（土）

  ■  マーケティング集中コース
会　期 2012年11月24日（土）

2012年12月  1日（土）
2012年12月  8日（土）

  ■  革新的組織マネジメント集中コース
会　期 2013年2月23日（土）

2013年3月  2日（土）
2013年3月  9日（土）

週末集中セミナー
土曜日3回で特定科目を集中して学ぶ、
ケースを中心とした通学型セミナー

第57回 高等経営学講座
時代に対応したテーマを選定し、そのテーマに沿ったケースを中心に学ぶ
トップ・マネジメントのためのセミナー

■ お申込み・お問合せ先

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丁目1番1号

 

Tel : 045-564-2440　Fax : 045-562-3502
E-mail : seminar@kbs.keio.ac.jp

2012年度各種セミナーのご案内

検 索検 索慶應　KBS

http://www.kbs.keio.ac.jp/seminar/middle/お申込み ▶




