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広く、深く、濃く、そしてタフに──。
KBSのMBAには、経営学のすべてがある。

　不確実な環境で将来を見通し、ビジョ

ンを持って目標を定め、膨大な情報から

本質を見抜いて戦略意思決定を行う。ビ

ジネスリーダーには高度な情報分析能力

と判断能力が要求されます。そして、自ら

の分析と判断に基づき、社会と組織を先

導することのできる使命感や情熱、リー

ダーシップが必要です。KBSでは、国際水

準の教育の質と圧倒的な学習量によって、

このような多くの素養を身につけることが

できます。

　ケースメソッドとは実践的な経営教育の方法で、実際の経営状況

をまとめた事例を素材に、ディスカッションを通して新たな知恵を

共創するものです。科学的な視点で実証的に真理を解明し問題を解

決していく慶應義塾伝統の「実学の精神」のもと、KBSでは研究を重

ねてきました。常に最先端の経営知見がアップデートされたKBS教

員作成のオリジナルケースは、企業経営者へのインタビュー内容だ

けでなく、教育の場で取り上げる訓練主題も含まれています。

　慶應義塾草創期から続く、教える者と学ぶ者との師弟の分を定め

ず、先に学んだ者が後で学ぼうとする者を教えるという「半学半教」

の精神は、KBSの教育においても大切にされており、学生同士や学

生と教員とが議論を交える機会にあふれています。議論によって異

なる視点・論点を知るばかりでなく、構築される人的ネットワークは

修了後の自身を研鑽してくれる支えともなります。

ＫＢＳでの２年間で体得できる学習成果

「実学の精神」 「半学半教」

慶應型ケースメソッド 学生＋教員

1年次に履修する基礎科目では、マネジメント
能力の基盤となる主要８領域を実践的なケー
スメソッドで学び、総合演習科目でそれらを領
域横断的・有機的に活用する方法を学びます。

KBSのカリキュラムは、リーダーとなるための幅広いマネジメントスキル
と深い専門性、それらを総合し発展させるための方法論を提供します。

2年次には、ビジネス上の強みとなる専門能力
を深化させるため、各自のキャリアプランに応
じた専門科目群を履修しつつ、少人数制のゼ
ミナール（ゼミ）で問題発見・解決能力を磨きま
す。さらに、国際的なビジネス感覚を養うための
各種国際プログラムを用意しています。

年次1 年次2
経営に関する基盤知識の獲得

年間を通して2
リーダーとしての資質の獲得

主要８領域の基礎科目

総合演習科目

特定領域の能力、知識の獲得

専門科目 ゼミナール（ゼミ）

修士論文 国際プログラム

経営に関する各領域を
幅広く理解する

学生個々の興味と素質に応じた、
将来のキャリア形成に役立つ
専門能力と知識を深く学ぶ

使命感、強い精神力、深い洞察力、創造性、広い視野など、
組織と社会のリーダーに必要とされる資質を磨く

ケースメソッドを中心とした実践的教育

福澤の教え KBSの学び

LEARN TO LEAD

1
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坂爪　裕
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長・教授
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長

広く、深く、濃く、そしてタフに──。
KBSのMBAには、経営学のすべてがある。

Message from the Dean

　1962年に創立された、日本で最も歴史のあるビジネス・ス

クールです。MBAやPh.D.といった学位を授与するプログラム

を提供する【慶應義塾大学大学院経営管理研究科】と、様々な

短期間のエグゼクティブセミナーを提供する【慶應義塾大学ビ

ジネス・スクール】があり、両者を包括して、創立時からの名称

である「KBS」と呼んでいます。

　KBSは、常に“世界トップクラスのビジネス・スクール”を目標に

掲げ、高度な教育の質を確保してきました。国際認証機関（AACSB 

International）によるグローバル基準での客観的評価による認証を継

続して得ています。また、世界規模の研究と教育に関する交流を推進す

るため、国際的なビジネス・スクールのネットワークに加盟し、共同研究・

教員交流・学生の交換留学を積極的に行っています。

About KBS

世界基準の教育品質保証と国際ネットワーク

KBSは新たな構想を作り実現するリーダーを育成する。そのために、多様な学

生が共に学ぶ喜びを知り、世界一線級の研究を発信し、実務経験と体系的知識

を融合する場を提供する。

KBS Mission Statement

AACSB International
Association to Advance
Collegiate Schools of Business

AAPBS
Association of 
Asia-Pacific
Business Schools

PIM
Partnership 
in International
Management

アジア・大洋州地域のビ
ジネススクールによる研
究・教育水準向上を推進
する協議会

世 界 の ビ ジネスス
クールが加盟する研
究・留学ネットワーク

Eduniversal Evaluation 
Agencyによる世界ビ
ジネススクールランキ
ング

Eduniversal
Business
Schools Ranking

国際認証機関

　ビジネス・スクールで学ぶことを考えている人、または
派遣を考えている人事部門の担当者から、経営学の知識
を学びたい、身につけてほしいという声を聞くことがあり
ます。しかし、KBSのミッションは、単に知識を伝えること
ではなく、将来の経営を担うビジネスリーダーを育成する
ことです。ビジネスリーダーとして、基礎的な知識は必要
ですが、それを体系的に使いこなして意思決定する力、周
囲の人を先導していく人間的魅力とリーダーシップがより
大切になります。
　KBSは、主たる教育方法としてケースメソッドを採用し
ています。ケースとは、企業や組織が直面する経営課題を
記述した教材で、授業では、それを読み込んだうえで討論
を行います。KBSは、経営に関わる8領域の学習を必修と
しており、それら経営関連領域の知識を分野横断的に融
合し、体系的に考えたうえで意思決定を下す経営能力を、
ケースメソッドを通して身につけていきます。同時に、クラ
スの仲間と議論を重ねる過程から、自分の発言にコミット
し、周囲を巻き込み、論理的に議論をリードしていく能力
が養われます。この力が、実社会におけるリーダーシップ
の基礎となります。
　同時に、変化が激しい時代には総体的な能力だけでは
不十分で、自らが得意とする専門領域において深い洞察
力を持つことも不可欠です。KBSでは、ゼミに所属し、修士
論文を仕上げ、関連する専門科目を履修することで専門
性を深耕します。専門分野での力が、今後のキャリアで自
分の拠って立つ基盤になります。
　もう一つ、マインドセット、つまりビジネスリーダーとし
ての情熱、使命感、国際感覚も大切です。リーダーには、自
分が所属する組織、市場、社会のことを常に考え、社会の
中での自社の役割を問い続ける情熱、人を引っ張る粘り
強さ、自らの使命に全力を投入する信念が必要です。その
ために、異業種・異職種のバラエティーに富んだ人たちが
集まる場で、議論しながら自分自身を見つめ、深めていっ
てほしいのです。充実したカリキュラム体系の下で学ぶこ
とに加えて、自分に不足しているマインドセットを考え人
間力を磨き上げること、そこにビジネス・スクールで学ぶ
大きな魅力があります。
　KBSでは、IP（国際単位交換プログラム）などの制度を
利用して海外に留学したり、海外の学生がKBSに学びに
来ることで、国際化を図っています。IPに積極的に参加し、
KBSに来るIP生と交流して、幅広く日本の特徴や課題を
伝えることで国際感覚を磨いていってください。これから
の日本の経済社会を支えるリーダーを育成していくため
に、多くの意欲ある方が当研究科の門を叩かれることを
期待しています。

変
化
に
適
応
し
な
が
ら
経
営
の
本
質
を
見
極
め
る
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
す
る
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各種奨学金（給付・貸

与）や、日本学生支援機

構奨学金（貸与）の申請

受付が行われます。

入学式後にはオリ

エンテーションが

あり、KBSでの2年

間がスタート。

夏休みを利用して、自主的に企

業でのインターンシップや、英

語の学習に取り組む学生もいま

す。

世界各国のビジネススクールか

ら2学期および3学期にそれぞ

れ15名前後の留学生を受け入

れています。留学生とKBS学生

が共に学べる授業を英語で開

講しています。

入学合宿  4月上旬：5泊6日基礎科目

ケースメソッドを中心に総合的経営管理能力の基本となる主要8領域を徹底的に学習

1年次に体得する力 ── 経営に関する基盤知識

入学式 夏季休校（夏休み）

留学を考える学生は継

続的な英語の学習を推

奨します。

英語能力テスト

月曜から金曜、午前9：00から時間割に沿ってグループ（約10名）やクラス（約40名）で授業が行われています。 1学期は基礎科目が日々の大半を占めますが、 2学期以降は自らの興味、関心、必要性に応じた専門科目の履修も可能です。平日のスケジュール

IP（国際単位交換プロ
グラム）生受け入れ

奨学金申請

基
礎
科
目

Schedule

4 April 5 May 6 June 7  July

1

8 August 9 September

会計管理

組織マネジメント

経済・社会・企業

生産政策

経営科学

マーケティング

財務管理

総合経営

会計管理

財務管理マーケティング

経営科学

組織マネジメント

1学期開始 2学期開始 

年次
1st Year 
Programs

3

総合的経営管理能力の基本となる主要8領域

　経営に関する領域を８つに分けて基礎科目が設置され、全員が

必修科目として学びます。1年次2学期からはそれぞれの領域に専

門科目が設置され、必要な科目を自ら選択して履修します。

　入学後すぐに行われる合宿形式の授業は、同期の仲間と本研

究科の勉強に浸っていく絶好の機会です。授業の基本形である、

グループディスカッションとクラスディスカッションを行い、ケー

スメソッドの授業スタイルに慣れていきます。毎晩グループ室や自

室で予習に励み、翌日に備えます。様々な職場や環境を経て入学

した、年齢も立場も異なる学生が、KBSに集ったことを実感でき

る導入合宿です。
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世界各国トップレベルのビジ

ネススクールから、自身の将

来のキャリアに合わせて様々

な観点で留学先を選択でき

ます。

ただし、一定の英語力と学業成

績の要件をクリアすることが必

要です。

2年次の学びの中核になるゼ

ミ。教員によるゼミ説明会や

教員研究室を訪ねるオープ

ンドア期間が設けられていま

す。

就職活動にあたり、KBS修了

生、慶應義塾卒業生の情報

の一部を公開しています。希

望する業種・企業などで検索

し、OB・OGと連絡をとるこ

とが可能です。

多様なバックグラウンドを持つ学生たち

（2022年度入学生データ）

1学期は基礎科目が日々の大半を占めますが、 2学期以降は自らの興味、関心、必要性に応じた専門科目の履修も可能です。

IP派遣選考 ゼミ選択 就職活動

Profile

10 October 11 November 12 December 1 January 2 February 3 March

生産政策 経済・社会・企業 総合経営

2学期開始 3学期開始 

企業派遣

経歴

休職・退職

64％

10％

新卒

26％

出身学部

政経・経済学部

12％
その他文系

23％

工･理工学部

14％
文学部

9％

医･薬学部

7％

その他理系

9％
経営学部

9％
商学部

6％

教養・教育学部

1％

法学部

10％

Keio Business School 2023 4

24～25歳

年齢

40歳～

5％
36～39歳

7％

26～29歳

21％

30～35歳

26％

～23歳

18％

23％
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多彩な専門科目を通じて専門性を強化する

　２年次の授業には学生1人1人の目的とニーズに合わせた学び

を実現できる多様性と柔軟性があります。1年次に学んだ基礎知

識を応用する授業から、国内外でのフィールドワークを伴う授業、

外資企業の現役コンサルタントがアドバイザーとして付き、グルー

プワークを行う授業など、座学だけでなく実践的な授業が多岐に

わたり用意されています。また、組織や職場における個人や集団の

行動を解明するための心理学的な手法を学ぶ授業やタックス・プ

ランニングの手法を学ぶ授業など、高度に専門的な内容の授業も

あります。専門科目の授業数は約75あり、専門性を深く究めたい

プロフェッショナル志向、経営に関する幅広い知識を得たいゼネ

ラルマネジメント志向のどちらにも応える、豊富な科目群です。授

業は英語で行われるものも複数あります。個々の学生は興味・関心

に応じた、専門領域を深めるための科目を選択し、修了に必要な

単位数を取得します。

少人数での密度の濃い議論の

中で、自ら問題を発見し、最先

端の理論や技法を駆使して問

題解決に取り組みます。

教員とはもちろん、先輩後輩の

つながりも強く、在学中に限ら

ず修了後も互いの成長の刺激

となる貴重な人脈を形成する

場となります。清華大学（中国）、KAIST

（韓国）、KBS（日本）の3

校合同プログラム。開催国

の企業等を訪問し、グロー

バル市場における経営戦

略の立案と提言を行うこ

とを目的とした授業。

世界各国トップレベルのビジネ

ススクールに3〜4か月間交換

留学し、多文化環境での経営セ

ンスやグローバルな視点を身に

つける、刺激にあふれたプログ

ラムです。

専門科目

学び得たことをさらに深め、自らの潜在能力や可能性を発見する年次

2年次に体得する力 ── 特定領域の能力、知識の獲得

ゼミ活動開始 ゼミ合宿

専門科目
アジアビジネス・フィールドスタディ

IP派遣（対象者）

Schedule

2nd Year 
Programs

4 April 5 May 6 June 7  July

2

8 August 9 September
1学期開始 2学期開始 

5

市場戦略論　山本晶准教授

　情報技術の発展に伴い、企業活動のあらゆる側面においてデジタル技術

が重要な役割を果たすようになっている。この授業では、市場戦略実行手

段としてのマーケティング戦略を取り上げ、デジタル環境下における市場

環境の理解と戦略の策定を学習する。授業は講義、ディスカッション、ケー

ス分析、グループ・アサインメントなどによって進められる予定である。グ

ループ・アサインメントでは、具体的な企業のインターネット関連の課題に

取り組み、マーケティング戦略や事業戦略の策定を行うことによって、実践

的なスキルを身につけることを目指す。

金融機関経営　齋藤卓爾准教授

　企業経営者、財務担当者、あるいは財務アドバイザーに不可欠な企業

財務（コーポレート・ファイナンス）に関する理論と実践的な知識を身につ

けることを目指す。具体的には新規株式公開（IPO）、ペイアウト、敵対的買

収、垂直統合、バイアウトなどについて講義とケースを通して検討していく。

海外の事例も取り扱う。Ｍ＆Ａなどを通して多くの日本企業が国際化を進め

ると同時に、外国人投資家が日本企業の株主として大きな影響力を持ち始

めた現在において、海外の事例を学ぶ意義は極めて大きいと考えられる。

講義要綱の抜粋
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主題領域における独創性・新規性といった

学術的意義、経営実務への示唆や提言と

いった社会的有用性、および問題提起・研

究目的から研究成果に至るプロセスの論

理的合理性、データや事例に対して学術的

に妥当と考えられる科学的方法論による

分析や知見等の観点から論文が完成して

いるかを総合的に審査。

交換留学協定校　所在地域・国

修士論文審査

修士論文発表会

Partner Institutions

Asia

Oceania

Europe Middle East

Africa

China
India
Korea
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand

Australia
New Zealand

Belgium
Denmark
France
Germany
Italy
Netherlands
Norway
Spain
Sweden

North America
Canada
USA

South America
Brazil

Israel

South Africa

10 October

Fudan University (China)HEC Paris (France) The University of Texas at Austin (USA) NUS Business School (Singapore) University of Mannheim (Germany)University of Washington (USA)

11 November 12 December 1 January 2 February 3 March
2学期開始 3学期開始 
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修士（経営学）を取得し、自身の

キャリアビジョンに基づいて社

会での活躍を！

大学院学位授与式／
KBS修了式ゼミ活動と並行させる形で修士論文を執

筆。密度の濃い議論や指導教員の助言を

受け、問題発見・課題解決方法を学ぶ一

方、専門科目の履修によって、修士論文を

継続的にブラッシュアップします。

修士論文作成
KBS学生の積極採用を
考えている企業による
説明会や、KBS修了生
による体験談・個別説
明会を随時開催。

企業説明会（随時） 

　This course provides frameworks for understanding interna-
tional business environment and equips students with analyt-
ical tools and strategies that managers need to deploy to help 
their firms stay ahead of their competitors. Class discussions 
will be based on lectures, readings, and case analysis on Japa-
nese and non-Japanese multinational corporations.

専門科目　
多国籍組織・戦略（英語科目）　浅川和宏教授



7

International Exchange Program
国際単位交換プログラム ──トップレベルのビジネススクールに留学のチャンス

　交換留学先には世界各国トップレベルのビジネススクールがそろって

います。様々な国や地域の中から、自分自身のキャリアプランや興味のあ

る学問分野、英語力などに応じて最適な学校を選択可能です。

　過去に海外に長期留学した経験のない学生でもチャレ

ンジしやすい3〜4か月の留学プログラムです。

豊富な協定校 短期の留学プログラム

応募資格（抜粋） 費用

留学先での履修単位

①本研究科正規生で、派遣時に第２学年に在籍する者
② 本研究科修士課程第１学年１学期と２学期に履修した基礎科目の平均

点が基準点以上であること
③協定校で勉強するに足る語学能力と動機を有する者
　・TOEFL iBT（Internet Based Test）の点数が基準点以上であること
　・協定校によっては上記基準点以上の語学力を要する場合がある
④ 本研究科の課程修了の可能性を持つ成績で、修士論文完成の見込みが

ある者
⑤ 第1学年2学期までに英語専門科目を1科目以上履修し、単位を取得して

いること
※応募資格は変更になることがあります。

留学先での登録料と授業料は免除されますが、渡航費、住居費、生活費、
教科書代、保険料等、その他の留学諸経費は個人負担となります。

留学先で取得した単位は、留学先のMBA（またはMSc/MIM等）正規科
目に限り、８単位を超えない範囲で本研究科課程修了に必要な単位とし
て認定することができます。

Double Degree Program
ダブルディグリー・プログラム ──海外修士号取得を国際キャリアのアドバンテージに

　KBSと留学先提携校で合計2年間学び、２つの学位が授与され

ます。修了後に海外での就職を視野に入れている方や、国際的な

キャリアを希望する方には、大きなアドバンテージとなります。

　ダブルディグリー・プログラムは留学が9か月以上に及ぶため、

自身の専門により特化した履修計画を立てることができます。ま

た、異文化に深く、長く触れることで確かな国際感覚を身につける

ことができます。

最短2年間で2つの大学院の学位を取得

応募資格（抜粋） 留学先での履修内容

費用

長期の留学プログラム

①本研究科正規生で、派遣時に第2学年に在籍する者
② 本研究科修士課程第1学年1学期と2学期に履修した基礎科目7科目のす

べてに合格し、その成績平均点が基準点以上であること
③TOEFL iBT100点以上、GMAT600点以上であること
④一定年数の実務経験を有すること
⑤ 第1学年2学期までに英語専門科目を1科目以上履修し、単位を取得して

いること
※応募資格は変更になることがあります。

留学先の学校ではMBA（またはMSc/MIM等）正規科目（専門科目）を履
修することになります。履修要件は留学先により異なります。
●留学前に「研究計画書（Study Plan）」（英語）、全科目履修終了時点で

「成果報告書」（英語）を提出し、それぞれ審査に合格する必要がありま
す。「研究計画書」には、留学先で履修を希望する科目のリストおよび、ど
のような戦略や一貫性をもたせて科目選択をしていきたいか、自身のキャ
リア計画との関連などについて記載します。「成果報告書」には、履修した
科目だけでなく、課外活動を含めた広義の学問的成果、キャリア形成、異
文化理解などの面において、どのような成果が得られたかについて具体
的に記載します。
●KBSにおけるゼミには所属せず、KBSにおける修士論文は課されません。

渡航費、住居費、生活費、教科書代、保険料等、その他の留学諸経費は個
人負担となります。留学先での授業料、登録料の扱いは学校によって異な
ります。

第1学年

KBSでの科目履修

1学期
4〜８月

● 選考
● 出発直前説明会 ● 留学体験記提出

1学期
4〜８月

2学期
9〜12月

2学期
9〜12月

3学期
1〜3月

3学期
1〜3月

第2学年

留学先での
科目履修

KBSでの
科目履修

Schedule

第1学年

KBSでの科目履修

1学期
4〜８月

● 募集説明会

● 募集説明会

● 募集開始

● 出発直前説明会
● 研究計画書提出

● 留学体験記提出

※留学先により、スケジュールは異なります。

● 成果報告書提出

1学期
4〜８月

2学期
9〜12月

2学期
9〜12月

3学期
1〜3月

3学期
1〜3月

第2学年

留学先での科目履修

Schedule

国際プログラム

International Programs

7
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修了後のキャリア

キャリアサポート  ── キャリア形成をサポートする就職支援体制

デュアル・ディグリープログラム制度   ── 複数の学位を取得できる制度

後期博士課程   ── 研究者への道

Career

01

02

03

　修士課程修了後に就職・転職を考えている学生を対象に、KBSで

は1人1人の希望に沿ったきめ細かいキャリアサポートを行っていま

す。入学直後から、キャリアについて具体的に考えるセミナーやガイ

ダンスを提供しているほか、企業説明会の開催や個別のキャリア相

談を通じて、キャリア形成と志望する進路の実現を支援しています。

　高等教育機関や研究機関の研究者として、あるいは研究・教育機

関以外の各種専門機関において高度な専門家として活躍すること

を目指す人のために、後期博士課程が置かれています。出身大学大

学院修士課程の専攻分野を問わず、経営学分野への旺盛な勉学意

欲と問題意識を持ち、高度な学識と識見を積みたい人を広く受け入

れています。

■ 就職支援専門スタッフの配置

■  就職ガイダンス・キャリア形成支援

セミナーの開催

■ 企業説明会（随時）の開催

■  求人・インターンシップ情報の紹介

■ 転職エージェントの紹介

■ 修了生情報の提供

KBSIT コンサル
ティング

小売

商社
金融 メーカー

医療 行政

　慶應義塾大学大学院内で、ある分野で学位を授与された後に別の

分野で教育を受け学位を授与されるという、一定期間において複数

の学位を取得できる制度です。

　経営管理研究科は、現在、医学研究科、薬学研究科、健康マネジメ

ント研究科とそれぞれ本プログラムを実施しています。

本プログラムにあたっては、諸条件があります。

詳細はWebサイトでご確認ください。

デュアル・ディグリープログラム紹介

  http://www.kbs.keio.ac.jp/graduate/mba/joint-degree/

（2022年修了生データ 2022年3月31日現在）

後期博士課程カリキュラム

  http://www.kbs.keio.ac.jp/graduate/phd/curriculum.html

Career Support

Dual Degree Program

Doctoral Program

製造業

電力・ガス・水道・熱供給業

卸売・小売業

金融･保険業

不動産業

教育・学習支援業

サービス業

建設業･工事業

情報･通信業

進学者

その他

19%

6%
17%

2%

2%

4%
30%

7%
4%
7%

2%
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在学生の声

　組織の経営資源である人的資源に着目し、ワーク・モチベーションやリーダーシップについて学び

たいと考え、林洋一郎先生のゼミを志望しました。ゼミ活動では、研究デザインなど基本的なところ

からご指導いただき、古典的なものから最新の理論、統計学を用いた様々な分析手法、エビデンス・

ベースの実証研究等、多岐にわたりご教授いただきました。また、林先生は心理学的視点からの調

査・分析を用いた研究をされており、ゼミ生として知識とスキルを涵養できる有意義な時間を過ごす

ことができました。

　人材を「資本」としてとらえ、その価値を引き出すことで企業価値向上につなげる人的資本経営が注目されています。人的資本経営を進める

ためには、エンゲージメント、ダイバーシティなど「構成概念」をとらえる営みが欠かせません。構成概念とは、直接的に観察はできないが、その

ような概念があると想定をすることによって議論や研究が進めやすくなる抽象的な概念を意味します。モチベーション、インクルージョンも構

成概念の一種と言えます。　

　また、VUCA時代と呼ばれますが、自ら問いを発見して仮説を構築し、それらを検証する能力や姿勢が求められています。当ゼミは、心理学の

理論や手法を使って、構成概念の測定や仮説検証の能力を高めることを一つの目標として掲げています。

　私自身の専門分野は、社会心理学や産業・組織心理学、そして心理統計と呼ばれる分野です。ゼミ生の研究テーマは、倫理リーダーシップ、職

場の多様性とバックラッシュ、社会的比較と自己不一致など多岐にわたっています。各ゼミ生は、階層線形モデル、オンライン実験、ポリシー・

キャプチャリング法、メタ分析、経験サンプリング法など調査だけでなく実験も行いながら、自らのリサーチ・クエスチョンに向き合ってきまし

た。最終的に修士論文としてまとめるプロセスを通じて、不確実なビジネス状況に対処できる能力を高めることを目指しています。

　KBSの魅力は、学生同士で切磋琢磨しながら、学び考えることに全力投球できる点です。これは、KBSのMBAプログラムが全日制で、また１

年次に基礎科目と呼ばれる全学生を対象とした必修の授業があるからこそだと思います。

　KBSは、多様なバックグラウンドを持った学生が集まっており、学生間の交流を通じて自身の視野を広げたり、人的ネットワークを構築したり

することができます。KBSにはExecutive MBA（EMBA）という、職務経歴が通算15年相当以上の経営の中核人材向けのプログラムもありま

す。さらに国内外から集まった正規の学生に加えて、国際単位交換プログラムやダブルディグリー・プログラムの協定校から来る学生もいて、彼

らと一緒に授業を受けたり、課外活動をしたりする機会もあります。様々な職場や環境の年齢も立場も異なる学生と交流することで、刺激に満

ちた学生生活を送ることができます。

　私たちの学年では、新型コロナウイルス感染症の影響で多くの授業やイベントがオンラインで行われましたが、そのような環境でも学生間で

積極的に交流し、結束を高めています。例えば、授業のグループディスカッションやグループワークとは別に、自主的な勉強会や交流会を定期的

に開催しています。勉強会では、得意分野や前職での経験などを生かして、学生同士で教え合い、学びを深めています。交流会では、授業中には

なかなか見ることができないお互いの一面を知ったり、キャリアプランや将来の夢について語り合ったりしています。共に学ぶ仲間の存在は、お

互いにとって大きな励みとなっています。

山﨑 誠也
修士課程2022年修了

林 洋一郎教授

林 洋一郎ゼミ

ゼミ紹介

齋藤 亮太　趙 慧美　米山 水月

※「 学生の声」については、Webサイトでもご紹介しています。

修士課程2年
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──ダブルディグリー・プログラム（DD）にチャレン
ジしようと思ったきっかけ
　海外でビジネスをしたいと思い商社に勤務して
いたので、元々は海外のビジネススクールへの入
学を希望していました。しかし、KBSのDDを知り、
日本と海外両校のビジネススクールの良いところ
を得られたらと思いチャレンジすることに決めまし
た。具体的には国内では母国語で深く理論を学び、
海外では優秀な学生と英語でのコミュニケーショ
ンスキルを磨こうと思いました。結果としてどちらも
自分の納得できるレベルに到達でき、大変満足して
います。
──なぜHECを選んだのか
　海外のビジネススクールでの学びを通じて多角
的な視野を持ちたいと思っていた私にとって、学生
の90％を留学生が占めるHECの多様性は魅力的
でした。一方で、逆説的なようですがHECは現在、
海外のビジネススクールで最も日本人留学生が多
い学校の一つです。修了後に日本企業で働くうえ
ではKBSのネットワークに加え、海外のビジネスス
クールに留学した日本人のネットワークもあれば
様々な機会が得られると思い、HECを志望しました。
──留学決定までの英語学習
　企業派遣として海外のビジネススクールで学
ぶことを目指していたので、入学前に既にDDへ
の応募に必要なTOEFLの条件はクリアしていま
した（2018年1月）。KBSのDDに焦点を定めたの
は入学の1年前（2018年4月）で、GMATも入学前

（2018年10月）に基準点をクリアしました。入学
前にスコアを取っていたことでKBSでの学習に集
中でき、その基礎があったおかげでHECでの学び
も最大化できたので本当に良かったと思います。英
語力に十分な自信がない方は、入学前にスコアを
獲得しておくことをおすすめします。
──選考プロセス
　まずKBSでの学内選考が1年目の10月末にあり
ました。そこではTOEFL・GMATおよび基礎科目や
選択科目の要件をクリアしていることを前提に、留
学の理由、学習計画、志望校などが問われます。学
内選考を通過するとHECの選考に進みます。HEC
の選考は通常のHEC入学志願者と全く同じ選考プ
ロセスで、書類審査の後にHECの修了生2人と面接

（対面・オンライン）します。面接では10分程度のプ
レゼンテーションをした後、KBSの学内選考と似た
ような質問を受けました。
──2校で学べるメリット、感じた2校それぞれの良さ
　KBSの良さとしてはやはり徹底したケースメソッ
ドによる学習だと思います。毎日2本のケースを読
み込み、グループで1時間討議し、クラスでも徹底
的に討議するということを繰り返すことで様々な
局面での意思決定を疑似体験することができまし
た。ケースを作成した教員本人から教わることがで
きるのも大きな魅力です。HECの良さは学生の多
様性と実践的な授業構成だと思います。海外では
MBAは転職のためという目的意識がより強いの
で、学校側もより実践的な内容を意識しています。

HECでは学術界の先生からの理論的な学びに加
えて、投資銀行、戦略コンサルタント、プライベート・
エクイティ・ファンド（PEファンド）、ラグジュアリー
ファームといった様々な業界の実務家教員からリア
ルな学びを得られたのは大きな収穫でした。
──HECで受講して一番印象的だった授業
　Advanced Strategyという授業で行われた交渉
ゲームが最も印象に残っています。毎回異なる交渉
のケースと組み合わせが与えられ、制限時間内に交
渉を行い、交渉結果（売買取引ならいくらで妥結し
たか等）も即座に授業内で公表されるという緊張感
のある環境で行われました。難易度の高い交渉の
ケースを、さらに英語で実践することは非常にチャ
レンジングで、それ故にその後海外で働くうえでの
自信につながりました。
──留学経験がどのように生きているか
　昨年11月からフィリピンにあるグループ会社の
食品製造会社の経営企画担当として働いています。
創業から3年目の会社のため、調達、製造、物流、営
業、マーケティング、ガバナンスなど、幅広い範囲で
やるべきことは山積みで、KBS・HECで学んだ領域
をフル活用できる舞台で働けることにやりがいを感
じています。すべての仕事を現地スタッフと英語で
進めるなか、KBSで学んだケースや理論を駆使し
て方針を考え、HECで培ったコミュニケーション
能力で周囲を巻き込むことで、以前の自分にはな
かった質とスピードで仕事を進められていると実
感しています。

KBSと留学先
両校の学びを
海外ビジネスに
生かしたい
野中 翔太郎
修士課程2021年修了

留学先： HEC Paris（フランス）
経歴： 社会人経験7年後、企業派遣として入学
　　  （所属企業：双日株式会社）
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Faculty Members 教 員 紹 介

小幡 績
OBATA, Seki
准教授

太田 康広
OHTA, Yasuhiro
教授

齋藤 卓爾
SAITO, Takuji
准教授

木村 太一
KIMURA, Taichi 
専任講師

高橋 大志
TAKAHASHI, Hiroshi
教授

村上 裕太郎
MURAKAMI, Yutaro
准教授

Finance

Accounting

財 務

会 計

Areas of Research
企業金融、行動ファイナンス、
NPO、政治経済学

Areas of Research
分析的会計研究

Areas of Research
コーポレート・ファイナンス、
コーポレート・ガバナンス、企業経済学

Areas of Research
管理会計、マネジメント・コントロール

Areas of Research
ファイナンス、アセットプライシング、
企業金融

Areas of Research
分析的会計研究、税務会計

Production
生 産

坂爪 裕
SAKAZUME, Yu
教授／
経営管理研究科委員長／ビジネス・スクール校長

Areas of Research

生産政策、生産マネジメント

河野 宏和
KONO, Hirokazu
教授

Areas of Research
生産政策、生産マネジメント、
生産管理論、経済性工学

Marketing
マーケティング

余田 拓郎
YODA, Takuro
教授／エーザイチェアシップ基金教授

Areas of Research
マーケティング戦略、
ビジネス・マーケティング、事業戦略

井上 哲浩
INOUE, Akihiro
教授／富士通チェアシップ基金教授

坂下 玄哲
SAKASHITA, Mototaka
教授

山本 晶
YAMAMOTO, Hikaru
准教授

Areas of Research
マーケティング・マネジメント、マーケティング・サイエンス、
マーケティング・コミュニケーション・マネジメント

Areas of Research
消費者行動、ブランド・マネジメント、
小売マネジメント、IPマネジメント

Areas of Research
デジタル・マーケティング、
マーケティング・マネジメント、消費者行動
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磯辺 剛彦
ISOBE, Takehiko
教授／三菱チェアシップ基金教授

後藤 励
GOTO, Rei
教授

岡田 正大
OKADA, Masahiro
教授

武田 史子
TAKEDA, Fumiko
教授

中村 洋
NAKAMURA, Hiroshi
教授／松下幸之助チェアシップ基金教授

小林 喜一郎
KOBAYASHl, Kiichiro
教授

Areas of Research
経営戦略、グローバルマネジメント

Areas of Research
医療経済学、行動経済学、保健医療政策

Areas of Research
経営戦略論

Areas of Research
応用実証経済学

Areas of Research
経済学、産業組織論（ライフサイエンス、
ヘルスケア、IT）、経営戦略論

Areas of Research
経営戦略論、組織戦略論

Business Environment

General Management

経 営 環 境

総 合 経 営

浅川 和宏
ASAKAWA, Kazuhiro
教授

大林 厚臣
OBAYASHI, Atsuomi
教授

大藪 毅
OYABU, Takeshi
専任講師

林 高樹
HAYASHI, Takaki
教授／トヨタチェアシップ基金教授

清水 勝彦
SHIMIZU, Katsuhiko
教授

渡邊 直樹
WATANABE, Naoki
准教授

林 洋一郎
HAYASHI, Yoichiro
教授

山尾 佐智子
YAMAO, Sachiko
准教授

Organizational Behavior

Management Science

組 織・マネジメント

情 報・意 思 決 定

Areas of Research
多国籍企業経営、組織理論、
グローバル・イノベーション論

Areas of Research
経済学、産業組織論、リスク・マネジメント

Areas of Research
人的資源管理論、労働経済学、医療管理学

Areas of Research
統計的データ解析、計量ファイナンス

Areas of Research
組織マネジメント、企業変革、
M＆A、戦略実行・変更

Areas of Research
ゲーム理論、ミクロ経済学、経済実験

Areas of Research
産業・組織心理学、組織行動、社会心理学

Areas of Research
国際人的資源管理論、国際経営論

（2022年4月現在・分野別五十音順）
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Application 入 学 試 験 概 要

出願期間にWebサイトからエ
ントリーすることで、出願者の
基本情報登録や出願書類帳票
が出力されます。提出書類をす
べて郵送することで出願手続
が完了します。

  http://www.kbs.keio.ac.jp/graduate/mba/application.html

■ 募集人員　140名（MBAプログラム秋期・春期、EMBAプログラム合計）
■ 試験科目　第一次試験 提出された出願書類についての選考
　　　　　 　第二次試験 【一般入学試験】筆記試験および面接試験
　　　　　 　　　　　 　【国際プログラム重視入学試験】筆記試験および面接試験（一部英語）
　　　　　 　　　　　 　【企業派遣者対象入学試験】面接試験
■ 入学検定料　　35,000円
■ 初年度納付金　①学費 2,210,000円　②義塾が委託されて徴収する諸費用 7,600円　※②は必要に応じて改定されることがあります。

■ 出願資格
　（1）大学を卒業した者および2023年3月31日までに卒業見込みの者
　（2） 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者および2023年3月31日までに授与見込みの者
　（3） 外国において学校教育における16年の課程を修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者
　（4） 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者
　（5） 我が国において、外国の大学相当として文部科学大臣が指定した外国の学校の課程を修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者
　（6） 外国の大学等において、修業年限が3年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者および2023年3月31日までに授与

見込みの者
　（7） 専修学校の専門課程 （修業年限が4年以上であり、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文

部科学大臣が定める日以降に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者
　（8）文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号参照）
　（9） その他、本研究科が大学学部を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、入学までに22歳に達する者

【一般入学試験】
　（1）前述の「出願資格」を満たしている者

【国際プログラム重視入学試験】　以下の（1）〜（3）を満たしている者
　（1）前述の「出願資格」を満たしている者
　（2） 出願日からさかのぼって過去2年間に受験した試験結果がTOEFL iBT90点以上またはTOEIC860点以上またはIELTS6.5以上の者
　（3） 第一言語が日本語である者、または日本の大学（主たる指導言語が日本語で学士の学位を取得する課程）を卒業した者および2023年3月31日までに卒業

見込みの者
【企業派遣者対象入学試験】　以下（1）〜（4）を満たしている者
　（1）前述の「出願資格」を満たしている者
　（2）企業・団体から選抜・選考を経て派遣される者、または、本研究科が指定した企業・団体から選抜・選考を経て派遣される者
　（3）（2）のことを派遣元企業等の派遣責任者もしくはこれに準ずる者が作成する推薦書に明記し、派遣元企業等の押印がされた推薦書として提出する者
　（4）在学期間中の学費について、原則として派遣企業・団体が全部または一部を負担する者

第一次試験（書類審査）合格
者は第二次試験（筆記試験、面
接試験）に臨みます。秋期募集

（10月）で不合格になった場
合も、春期募集（2月）への再
チャレンジが可能です。

Webシステムで行います。 第二次試験合格者は、合格発
表と同時に入学手続書類が
Webサイトから取得可能にな
ります。期限内に諸手続きを完
了させてください。

出願 入学試験 合格発表 入学手続

2023年度入学 修士課程 一般・国際プログラム重視・企業派遣者対象入試概要
多様性に富んだクラス実現のために、「一般入試」のほかに「国際プログラム重視入試」「企業派遣者対象入試」の2種類の入学試験オプションを提供します。

新型コロナウイルス感染症の今後の動向によっては、入学試験の方法や内容に変更が生じる可能性があります。変更がある場合には当校Webサイトで
お知らせしますので、今後の案内にご注意ください。

秋期募集 春期募集

出願期間 2022年9月9日（金）～9月21日（水） 2022年12月23日（金）～2023年1月12日（木）

第一次試験合格発表 2022年10月5日（水）13：00 2023年1月25日（水）13：00

第二次試験 2022年10月15日（土）～10月16日（日） 2023年2月4日（土）～2月5日（日）

第二次試験合格発表 2022年10月19日（水）13：00 2023年2月8日（水）13：00

入学手続期間 2022年10月19日（水）～11月1日（火） 2023年2月8日（水）～2月20日（月）

※各出願期間の開始日以前に、所属する企業・団体における派遣責任者・部署から経営管理研究科入試係（kbs_admissions@info.keio.ac.jp）へ、メールにて、企業派遣として出願可能かをお問い合わせください。
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様々な奨学金や融資制度があります。奨学金ごとの申請期間・申請資格・提出書類などの詳細は、Webサイトで確認して
ください。

入試概要の説明、授業を体感できるオープンキャンパスを実施します（2022年6月、11月を予定しています）。
在学生の生の声を聞くこともできます。入学を検討される方はぜひご参加ください（Webサイトからの事前申込制）。

経営管理研究科修士課程（MBAプログラム）は、教育訓練給付制度一般教育訓練給付金支給対象講座の指定を受けています。

Scholarship

  http://www.kbs.keio.ac.jp/graduate/phd/application.html

奨 学 金

  https://www.students.keio.ac.jp/com/scholarships/apply/form.html

  http://www.kbs.keio.ac.jp/graduate/mba/application.html

［諸条件・支給金額等について］
  ハローワークインターネットサービス  

　  https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

私費留学生対象奨学金は在留資格が「留学」の学生を対象にしています。詳細は国際センターのWebサイトを参照してください。

  https://www.ic.keio.ac.jp/intl_student/scholarship/intl_student.html

■ 募集人員　8名
■ 選考方法　第一次選考 書類審査
　　　　　　 第二次選考 口頭試問 他
■ 入学検定料　　35,000円
■ 初年度納付金　①学費 880,000円
　　　　　　　 　②義塾が委託されて徴収する諸費用 2,600円
　　　　　　　 　※②は必要に応じて改定されることがあります。

■ 出願資格
　（1）大学院修士課程または専門職学位課程修了者および2023年3月31日までに修了見込みの者
　（2） 外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者および2023年3

月31日までに授与される見込みの者
　（3）文部科学大臣の指定した者
　（4） その他、本研究科が修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認め

た24歳以上の者

日本国籍学生対象の
主な奨学制度※

入試説明会、オープンキャンパスを開催

私費留学生対象の
主な奨学制度

奨学金・融資制度

教育訓練給付制度

2023年度入学 後期博士課程入試概要

申請受付時期 奨学金の名称 給付／貸与 期間

入学前 小泉信三記念大学院特別奨学金 給付 1年間

4月 慶應義塾大学「研究のすゝめ奨学金」（KBS） 給付 1年間（修士2年、博士対象）

4月 日本学生支援機構奨学金 貸与 標準修業年限

4月 慶應義塾大学大学院奨学金(日本国籍の学生) 給付 1年間（修士1年、博士優先）

4月 指定寄付奨学金 給付 1年間

主に4月･5月 民間団体奨学金・地方公共団体奨学金 給付／貸与 奨学団体により異なる

申請受付時期 奨学金の名称 給付／貸与 期間

入学前 未来先導国際奨学金 給付 2年間

入学前 小泉信三記念大学院特別奨学金 給付 1年間

4月 慶應義塾大学「研究のすゝめ奨学金」（KBS） 給付 1年間（修士2年、博士対象）

4月・5月頃 指定寄付奨学金 給付 1年間

主に4月・5月 民間団体奨学金・地方公共団体奨学金 給付 標準修業年限のものが多い

10月 慶應義塾大学大学院奨学金（留学生） 給付 1年間

出願期間 2022年12月23日（金）～2023年1月12日（木） 第二次選考合格発表 2023年2月8日（水）13：00

第一次選考合格発表 2023年1月25日（水） 入学手続期間 2023年2月8日（水）～2月20日（月）

第二次選考 2023年2月5日（日）

（2022年4月現在）このほかに、研究科独自の奨学金として「エンデバー・ユナイテッド・ホールディングス奨学金」があります。

※ 法定特別永住者・永住者・定住
者・日本人（永住者）の配偶者
または子、である外国籍学生も
含みます

（2022年4月現在）



慶應義塾大学日吉学生部  経営管理研究科担当
〒223-8526 神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1

東急東横線・目黒線、横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉駅」下車、徒歩 1分
□渋谷～日吉 : 23 分（急行 19分）  □横浜～日吉 : 18 分（急行 11分）

□新横浜～菊名～日吉 : 15 分（乗換時間を含む） ※東急東横線の特急は日吉駅に停まりません。

お問い合わせ

Tel: 045-564-2441   E-mail: gakukbs@info.keio.ac.jp

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

ACCESS

KBS1962

KeioBusinessSchool1962

横浜市営地下鉄
グリーンライン

中山

新横浜

菊名

横浜 品川JR線

武蔵小杉
日吉

JR横須賀線

渋谷  東急東横線

目黒  東急目黒線

大崎  JR 湘南新宿ライン

渋谷～日吉
19分

新横浜～菊名～日吉
15分

横浜～日吉
11分

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科


