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世界は大きな転機を迎えつつあります。20世紀を彩った大技術革新と人口爆発の波は
曲がり角を迎え、デフレあるいは停滞の波は先進国から開発途上国にまで及びつつある
ようにすら見えます。そうした中にある現代の企業経営に求められるのは、従来の発想
にとらわれずに新しい可能性に挑戦する大胆さと、グローバル化する世界における巨大
なリスクに備える慎重さ、そして多様化する価値観に耐える柔軟さではないでしょうか。

 私たちビジネス・ファイナンス研究センター（WBF）は、日本そしてアジアをリードす
るビジネススクールである早稲田大学ビジネススクール（WBS）と一体になって、そうし
た不安定化する世界における企業を導く実践知の創造と提供の拠点となるべく、幅広い教
育研修プログラムと研究プロジェクトを早稲田大学の内外に提供してきました。

 現代のビジネススクールは、未来のビジネスエリートを目指す若い企業人を迎え入れ
るMBA教育部門と、経営管理層の中核として活躍中の企業人が現在抱える問題を解決
するための知見を提供するエグゼクティブ教育部門とを、その活動の両輪としています。
私たちビジネス・ファイナンス研究センターは、後者、すなわちエグゼクティブ教育の中核を担
う存在として、これまで以上に多様で高度な知的創造と啓発の場を提供するべく、さらに
多くの活動を展開していきたいと考えています。

 早稲田の地でお会いしましょう。

●ビジネス・ファイナンス研究センター所長挨拶

早稲田大学
ビジネス・ファイナンス
研究センター所長

長谷川 博和
Hirokazu  Hasegawa
Director,  Institute  for  Business  
and  Finance
Waseda  University  
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Kazunari  Uchida
Professor,  Waseda  Business  School

エグゼクティブ教育の役割
同じ業界の気心知れた競争相手から、全く異なる業界からの新規参入やベンチャー企業
との戦いが展開され、これまでのルールは通用しなくなっています。さらには海外市場
でグローバルプレーヤーやローカル企業との戦いも必要となっています。そのためこれ
までのような社内教育中心の人材育成では限界があり、それを補い、場合によっては新
たな仕組みを提供するのが我々早稲田大学ビジネススクールのエグゼクティブ教育です。

経営トップから若手まで階層別に様々なプログラム
早稲田大学ビジネススクールでは、企業や個人のニーズに応えて、様々なプログラムを
提供しています。企業向けには、企業派遣を前提としたオープンプログラムとして、事
業部長・部長クラスを対象としたエグゼクティブプログラム、役員層を対象としたトップ
マネジメント研修を用意しています。また、特定少数の企業を募って、幹部層の異業種
交流を図りながらグローバルリーダー育成を図るプログラムとして異業種参加型幹部研
修（WGBL）とEMBA Essenceがあります。
さらに個別企業のニーズに応えたカスタマイズ研修も数多く引き受けており、これまで
にも数多くのグローバル企業の研修を引き受けています。
一方で、主に個人が自己啓発の目的で参加できるプログラムとしては、日本経済新聞社
と共同開発したMBAエッセンシャルズプログラムがあり、初級から上級まで数多くのプ
ログラムを取りそろえています。特にベーシックプログラムは人気で、これまでに1万人
を超える受講者（延べ人数）に参加いただきました。

実務と理論にたけた講師陣
どのプログラムも本センターの誇る講師陣が講義・演習を担当します。特に経営トッ
プ層を担当する講師は全員がビジネス経験豊富な実務家教員（エキスパート）であり、理
論の紹介に留まらず実践的な教育を提供できるのが自慢です。
皆さんの参加をお待ちしています。

●エグゼクティブ教育ディレクターからのメッセージ

早稲田大学
ビジネススクール教授
内田 和成

Hiroshi  Kanno
Professor,  Waseda  Business  School

早稲田大学
ビジネススクール教授
菅野 寛

Greetings  from  the  Director  of  Institute  for  Business  and  Finance

The  world  is  approaching  a  major  turning  point.  The  waves  of  mass  technological  innovation  and  population  explosion  that  
colored  the  twentieth  century  have  come  to  a  bend  in  the  road,  and  it  seems  as  though  waves  of  deflation,  or  possibly  
stagnation,  are  spreading  from  advanced  nations  to  developing  nations.  Amidst  this,  perhaps  what  is  required  of  modern  
business  management  is  boldness  in  challenging  new  possibilities  without  being  caught  up  in  the  ideas  of  the  past;;  prudence  in  
preparing  for  the  massive  risk  that  comes  with  globalization;;  as  well  as  flexibility  to  endure  diversifying  values.

The  Institute  for  Business  and  Finance（WBF）  has  worked  together  as  one  with  Waseda  Business  School（WBS）,  a  leading  
business  school  in  Japan  and  Asia,  and  has  provided  extensive  education  and  training  programs  as  well  as  research  projects  
within  and  outside  of  Waseda  University  in  order  to  become  a  hub  for  the  creation  and  dissemination  of  practical  wisdom  
which  will  guide  businesses  in  this  destabilizing  world.    

Presently,  our  business  school  activities  run  on  two  wheels:  the  MBA  education  department,  which  welcomes  in  young  
businesspersons  who  aim  to  become  the  business  elite  of  the  future;;  as  well  as  the  executive  training  department,  which  
provides  the  knowledge  to  solve  problems  that  businesspersons  who  play  a  central  role  in  business  administration  currently  
encounter.  As  a  core  player  in  executive  education,  the  Institute  for  Business  and  Finance  will  further  develop  numerous  
activities  in  order  to  provide  a  venue  for  more  diverse,  high-level  intellectual  creation  and  education.

We  look  forward  to  meeting  you  at  Waseda.

A  Message  from  the  Director  of    Executive  Education

The  role  of  Executive  Education
Competition  is  no  longer  limited  to  familiar  competitors  from  the  same  industry.  As  newcomers  from  completely  different  

industries  and  venture  companies  enter  the  market,  the  rules  of  the  past  are  becoming  less  and  less  applicable.  Businesses  must  
also  compete  with  global  players  and  local  enterprises  in  overseas  markets.  Addressing  the  limitations  of  human  resource  
development  centered  on  in-company  training,  and  at  times  providing  new  mechanisms,  is  what  we  do  at  Waseda  Business  
School’s  Executive  Education.

Programs  for  all  levels  from  top  management  to  junior  leaders
We  provide  a  variety  of  programs  that  meet  the  needs  of  both  organizations  and  individuals.  For  organizations,  we  offer  

open  programs  such  as  the  Executive  Program  in  the  summer  which  targets  general  managers  and  managers,  as  well  as  the  Top  
Management  Program  in  the  fall  which  targets  executive  officers.  Other  programs  include  EMBA  Essence  as  well  as  the  
Waseda  Global  Business  Leader  Program  (WGBL),  which  brings  together  executives  from  a  small  selection  of  companies  
across  different  industries  to  develop  global  leadership  skills  while  facilitating  cross-industry  exchange.
Furthermore,  we  have  taken  on  a  large  number  of  custom  programs  for  individual  businesses,  and  our  clients  include  many  

global  corporations.
Meanwhile,  there  is  the  MBA  Essentials  Program,  developed  together  with  Nihon  Keizai  Shimbun,  which  offers  programs  

ranging  from  beginner  to  advanced  levels,  and  primarily  attracts  individuals  who  attend  for  their  personal  development.  The  
Basic  Program  is  particularly  popular,  having  received  more  than  10,000  participants  to  date.

A  faculty  well  versed  in  business  practice  and  theory
All  program  lectures  and  exercises  are  taught  and  overseen  by  our  top  faculty  members.  In  particular,  we  take  pride  in  the  

fact  that  the  programs  for  top  executives  are  overseen  by  instructors  with  extensive  practical  experience  in  their  areas  of  
expertise,  who  can  provide  practical  training  as  well  as  introduce  theory.
We  look  forward  to  your  participation.
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MBAエッセンシャルズ
総合コース／管理職向けコース／ファイナンス総合
コース／アドバンスコース／プロフェッショナルコース
MBA  Essentials
Comprehensive  Course  /  Manager  Course  /  General  Finance  Course  /  
Advanced  course  /  Professional  course

ビジネスパーソン全般、又はMBA
入学を考える方
Businesspersons  as  a  whole,  or  those  considering  
an  MBA  

コースにより異なります。
Varies  by  program

P.18～19

ファンドマネジメント講座
インベストメント・バンキング講座
Fund  Management  Program
Investment  Banking  Program

ビジネスパーソン全般
Businesspersons  as  a  whole  

コースにより異なります。
Varies  by  program

P.20～21

OFF-JT 研修プログラム
OFF-JT  Study  Program

ビジネスパーソン全般
Businesspersons  as  a  whole  

12月～1月
December  to  January

P.22

スポーツ MBA Essence
Sport  MBA  Essence

ビジネスパーソン全般
Businesspersons  as  a  whole  

8月～3月
August  to  March

P.23

 ■ 04  WBS EXECUTIVE EDUCATION WBS EXECUTIVE EDUCATION  05 ■

コース名 対象 講座方式開催月

ネクスト・リーダー・プログラム（NLP）
Next  Leader  Program  

企業・団体からの推薦者
ミドルリーダークラス
People  nominated  by  their  companies  or  organizations
Middle  management  level

全16回
16  times  in  total

4月～1月
April  to  January P.15

早稲田大学グローバルビジネスリーダー育成プログラム 
（WGBL）
Waseda  Global  Business  Leader  Program  

執行役員候補者クラス
Executive  officer  candidates  and  equivalent  
positions

月1回（2泊3日）×3ヵ月
＋数回・合宿型
3-day  training  retreat  once  a  
month  over  three  months  +  
several  additional  sessions

9月～1月
September  to  January P.14

5日間集中講座
エグゼクティブプログラム
5-day  intensive  course:    Executive  Program

経営層を目指す中堅幹部以上の方
Middle  managers  and  those  with  higher  positions  
who  are  aiming  for  top  management  

5日間集中・通学型
5-day  intensive/
Participants  commute  to  class

7月・11月
July,  November

P.8～9

カスタマイズ研修
Custom  Programs

（応ご相談）
(To  be  discussed  individually) P.16～17

P.24～27早稲田大学ビジネススクールエグゼクティブセミナー講師一覧
List  of  Faculty

5日間集中講座
トップマネジメント研修
5-day  intensive  course:  Top  Management  Program

上場企業執行役員以上及びそれに
準ずる企業の経営者
Executive  officers  of  listed  companies  and  
business  owners  of  equivalent  levels    

5日間集中・宿泊型
5-day  immersive  training  retreat

10月
October

P.6～7

2017年度　早稲田大学ビジネススクール（WBS）エグゼクティブ教育一覧

【エグゼクティブ教育 対象イメージ】 【Participant Profile】

EMBA Essence

上級幹部候補生（現職が部長職・
上級課長職相当の方）
High-level  executive  candidates  (Current  position  
as  a  manager,  high-level  section  head,  or  
equivalent  position)

P.10～13通学型
Participants  commute  to  class

9月～9月
4月～3月

September  to  September
  (of  the  following  year)
April  to  March   ◆トップマネジメント研修

Top Management Program

早稲田大学ビジネススクールは経営トップから若手リーダーまで階層別に様 な々プログラムを提供しています。
WBS  offers  a  variety  of  programs  targeting  different  groups  from  top  management    to  junior  managers.

2017    List  of  Programs

Program Participant  Profile Timing Format

経営層
(経営者・取締役・執行役員クラス )

Top Management

 (company managers, directors, 

executive officers)

◆EMBA Essence
◆早稲田大学グローバルビジネスリーダー
　育成プログラム（WGBL）

Waseda Global Business Leader Program

◆エグゼクティブプログラム
Executive Program

次期経営層
(執行役員・本部長・部長クラス )

Top Management Candidates 

(executive officers, general managers, 

managers)

◆ネクスト・リーダー・プログラム（NLP）
Next Leader Program

ミドルリーダー層
(課長・グループリーダークラス )

Middle Management 

(section heads, group leaders)

◆MBAエッセンシャルズ
MBA Essentials

◆ファンドマネジメント講座
Fund Management Program

◆スポーツ MBA Essence
Sport MBA Essence

◆OFF-JT 研修プログラム
OFF-JT Study Program

◆インベストメント・バンキング講座
Investment Banking Program

ビジネスパーソン全般
Businesspersons as a whole

カスタマイズ研修
企業ごとに希望層の研修を

カスタマイズ( (

( (
Custom Programs

customized for individual 

companies



本プログラムは、経営を担うマネジメントクラスの人材を対象とした、高度で幅広い視点に立ったトップマネジメント向けの
プログラムです。激変するグローバル競争や国内の構造変化に対応できる企業幹部の養成を目的としています。本プログラム
の最大の特徴は、＜経営者視点で＞経営戦略／マーケティング／ファイナンス＆アカウンティング／グローバル戦略／リーダー
シップを学ぶカリキュラムであり、マッキンゼー元日本支社長の平野正雄、BCG元日本代表の内田和成、HRコンサルティング
で著名なマーサー元アジア代表の大滝令嗣をはじめとする、実務経験豊富な一流の講師陣が教鞭をとります。連続5日間の凝縮
したプログラム、かつ25名限定という少人数での密度の濃いセッションを通じ、短期間で企業経営者が押えるべき各分野の要
諦を学ぶ構成になっています。

早稲田大学ビジネススクールでは、企業派遣を前提としたオープンプログラムとして、5日間の凝縮したプログラムにより集
中的に学ぶことができる研修を３講座提供しています。事業部長・部長クラスを対象としたエグゼクティブプログラム、役員
層にはトップマネジメント研修を用意しています。日々の実務を超えて5日間集中的に考え、学ぶことにより、現場で活用す
ることのできる経営発想能力、激変するグローバル競争や国内の構造変化に対応できる能力を養うことを目指しています。分
野の異なる多様な企業からの受講生が参加する中で、各社混合のグループワークや受講生全体での討議を行い、密度の濃い研
修で培われた受講生ネットワークは生涯の財産となります。
詳細はWebパンフレットをご覧ください。→　   早稲田大学　エグゼクティブセミナー　で検索。

■ゲスト講師（過去の例）※講演当時の肩書
タワーズワトソン株式会社　シニアアドバイザー　淡輪敬三氏
帝人グループ専務執行役員　マーケティング最高責任者　荒尾健太郎氏
カルビー株式会社 代表取締役兼CEO　松本晃氏
クレアブ株式会社 社長　山形大学特任教授　土井正己氏
株式会社グットアングル　代表取締役 総務省参与　真角暁子氏

上場企業執行役員以上及びそれに準ずる企業の経営者
25名
（予定）都市センターホテル（千代田区平川町2-4-1）
宿泊型（前泊を含め5泊6日）
756,000円/人（消費税込、宿泊（5泊6日・朝食付）・教材・昼食・パーティ代等含）
※宿泊をご利用されない場合でも返金等はございません。

対 象
定 員
会場・宿泊
実 施 方 法
受 講 料

❖プログラム概要

5日間集中エグゼクティブセミナー  
トップマネジメント研修（10月）
エグゼクティブプログラム 〔企業革新戦略講座（7月）〕新規開講〔シニアマネジメント講座（11月）〕　
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■スケジュール例

内田和成教授講師 今村英明客員教授 西山茂教授 平野正雄教授 大滝令嗣教授

１日目
（月曜日）

２日目
（火曜日）

３日目
（水曜日）

４日目
（木曜日）

５日目
（金曜日）

講義
内容

・ゲーム・チェンジャーの
競争戦略
・ケーススタディ
・トップにとっての経営戦略

・財務諸表の読み方
・ROEの意味と財務比率
の使い方
・ケーススタディ

・グローバル経営の最前線
・グローバル人材マネジメン
　ト（ゲスト講演）

・リーダーシップの基本  
  三要素
・ビジョンを創り、伝える
・コミュニティーをつくる
・ステークホルダーに対し継
  続的な価値を生み出す

・経営者にとってのマーケ
ティング
・ケース討議
・企業トップのコミュニケー
ション能力のあり方（ゲスト
講演）

テーマ トップにとっての経営戦略 リーダーシップアカウンティング＆
ファイナンス グローバル戦略マーケティング

■参加企業－過去3年分
EMGマーケティング（同）、大塚製薬（株）、キユーピー（株）、サントリーホールディングス（株）、グリーン産業（株）、（株）静岡銀行、（株）シマノ、全国農業協同組合、損害

保険ジャパン日本興亜（株）、第一生命保険（株）、東京急行電鉄（株）、東燃ゼネラル石油（株）、豊田通商（株）、日機装（株）、日本アイリッヒ（株）、日本ERI（株）、ネスレ日本（株）、

パナホーム（株）、阪急電鉄（株）、日置電機（株）、東日本旅客鉄道（株）、広島県、（株）フコク、（株）マンダム、丸紅（株）、三井不動産（株）、三菱鉛筆（株）、村田機械（株）、

ヤマトホールディングス（株）、（株）りそな銀行、（株）りそなホールディングス

事務局までお問合せください。
エグゼクティブ研修事務局
（株）早稲田大学アカデミックソリューション
TEL：03-5285-0265　　E-mail : exe-edu@w-as.jp

参 加 申 込
お問合せ先

■受講者の声

・経営に必要なマーケティング、リーダーシップ、グローバル論と会計・財務を系統的かつディスカッションをまじえて立体的
に学ぶ機会となった。仲間とのコミュニケーションも刺激的であった。

・実務経験豊富な講師陣と著名なゲストスピーカー、そして日系、外資とバラエティーに富んだ出席者と学びの場を通し、自分
の思考枠を超えた気付きと将来に亘ってのネットワークを得ることができました。

・通常とは違う部分の頭を使い、再活性化できました。日頃業務面に行きがちだったのですが、そこから引き戻していただき、
もう一度広く高い視点で考える気付きになりました。振り返ってみますと毎日のテーマもきちんと繋がりがあり、１つ１つ腑
に落ちて行きました。理解している「つもり」でもボヤッとしていた部分もクリアになりました。本当にありがとうございま
した。

プログラムコーディネーター
早稲田大学ビジネススクール教授

内田 和成

自己の経験事前学習

講師の
ファシリテーション
問題提起、問題点の整理、
理論・手法の提示など

参加者間の
ディスカッション

異なる視野による分析結果や様々
な意見のすり合わせ

●より高い視座
●より深い分析・考察
●新たな視野の獲得

●業界を越えたネットワーク
●他社エグゼクティブからの刺激
●講師からの刺激

激変するグローバル競争や国内の構造変化に
対応できる企業幹部の養成

1日のスケジュール（例）

9:00－10:30

講義

10:30－12:00

グループ討議

12:00－13:00

昼食

15:00－17:00

全体討議・まとめ

▲ ▲ ▲ ▲13:00－15:00
講演

ゲストスピーカー
セッション含む( (

トップマネジメント研修　Top Management Program　　[宿泊型]
会期 2017年10月16日（月）～10月20日（金）



■参加企業・機関－過去3年分
NECソリューションイノベータ（株）、NTTコミュニケーションズ（株）、グリーン産業（株）、コマツ、ジヤトコ（株）、スチールプランテック（株）、セントラル硝子（株）、

全国農業協同組合、大同特殊銀（株）、ナブテスコ（株）、日機装（株）、日本アビオニクス（株）、日本石油輸送（株）、日本放送協会、（株）野村総合研究所、ヒロセ電機（株）、

（株）PFU、三井不動産住宅リース（株）、三菱電機（株）、（株）三菱総合研究所

■受講者の声
・1週間前の自分と比べひとまわり大きくなった気がする。そして、見える景色が違う、というか景色の見方を変えるぐらい刺
激的な時間を共有できたと素直に思える。
・実際の企業事例をベースに議論し検討フローを学べるため、業務に活用・応用しやすい学び方でした。とても勉強になりました。
・講師の方は実務とコンサルの両方を経験している方ばかりで、お話しにとてもリアリティと熱があります。高い意志のある
方にはお薦めのプログラムです。
・非常に貴重な経験でした。講義内容もさることながら異業種の方々と交流が持てたことも大変刺激になりました。
・これまでの成功体験や慣性から抜け出すことの重要性を再確認するよい機会となりました。

■ゲスト講師（過去3年分）※講演当時の肩書
元 HOYA取締役代表執行役最高執行責任者／元 Dell本社北アジア地域担当副社長兼デルジャパン 代表取締役社長 浜田宏氏、株
式会社宝島社 広報本部部長 桜田圭子氏、ビーエムダブリュージャパン株式会社 元技術本部長 現技術顧問 山根健氏、ボストン
コンサルティンググループ日本代表 水越豊氏、株式会社武蔵野自動車教習所 代表取締役社長 高橋明季氏、株式会社グロース・
イニシアティブ  代表取締役 吉崎浩一郎氏、株式会社ミスミグループ本社 取締役 取締役会議長 戦略相談役 三枝匡氏、医療法人
鉄蕉会 経理経営管理部企画部経営企画室室長補佐 佐野元子氏、認定NPO法人Malaria No More Japan 専務理事（元 住友化学株式
会社 ベクターコントロール事業部長）水野達男氏、株式会社守屋実事務所 代表取締役 守屋実氏

経営層を目指す中堅幹部以上の方
25名
早稲田大学26号館大隈記念タワー7階
通学による全日制
495,000円/人（消費税込、教材・昼食・パーティ代等含）

対 象
定 員
会 場
実 施 方 法
受 講 料

本プログラムは宿泊なしの５日間の凝縮したプログラムとなっております。統一テーマを設定し、それに合った「問題提起」、
「企業事例の講演」、「ケース・ディスカッション」などを通じてまとめていく方式です。
企業の経営者、事業責任者による講演と質疑応答、そしてそれに引き続くケース・ディスカッションを通じ、問題意識をす
り合わせながら討議を進めていく「ライブ・ケース」の方法により、机上の理論にとどまらない実践的な経営能力のアップを
狙っています。

❖プログラム概要

 ■ 08  WBS EXECUTIVE EDUCATION WBS EXECUTIVE EDUCATION  09 ■

ゲスト
講演 ○○ ○

5日目
（金曜日）

○

■2017年度スケジュール

山田英夫教授講師 植岡敬典講師池上重輔教授

１日目
（月曜日）

３日目
（水曜日）

2日目
（火曜日）

4日目
（木曜日）

使用
ケース スターマイカ

日系サービス・ビジネスの
海外市場参入におけるビジ
ネスモデルの移転と国際ナ
レッジ・マネジメント

スープストックトーキョー
のビジネスモデル

平井孝志客員教授

スターバックスとデル

※スケジュールは変更となる可能性があります。

2017年度のテーマ　ビジネスモデルの選択と革新

プログラムコーディネーター
早稲田大学ビジネススクール教授

池上 重輔

経営層を目指す中堅幹部以上の方
40名
早稲田大学キャンパス
通学による全日制
550,000円/人（消費税込、教材・昼食・パーティ代等含）

対 象
定 員
会 場
実 施 方 法
受 講 料

●本プログラムは近い将来シニア・マネジメントとして企業・事業経営に携わる方、あるいはすでにシニア・マネジメントと
して企業・事業経営に携わっている方、を対象としています。

●シニア・マネジメントはミドル・マネジメントと何が違うのか、知っておくべき経営知識は何か、どのような視座・視点を
持つべきなのかを、５日間連続の集中学習で学んでいきます。

●デジタル革命、グローバル化・反グローバル化、ソーシャル・ビジネス、サステイナビリティ等、事業環境変化のスピード
がますます加速し、将来が読みにくくなりつつある今日において、すぐに陳腐化する「知識」ではなく、どのような環境変
化に対しても自ら状況を把握し、意思決定し、行動できるような「思考方法、視点・視座」を醸成することを目的としています。

●５日間連続、１日１分野で、マーケティング、戦略、イノベーション、ファイナンス、リーダーシップ論等、シニア・マネ
ジメントとして習得しておくべき各分野の本質を学ぶ構成になっています。

❖プログラム概要

プログラムコーディネーター
早稲田大学ビジネススクール教授

菅野 寛

内田和成教授

ブリヂストン・リトレッド事業

5日目
（金曜日）

■2017年度スケジュール

川上智子教授講師 入山章栄准教授菅野寛教授

１日目
（月曜日）

３日目
（水曜日）

2日目
（火曜日）

4日目
（木曜日）

テーマ マーケティング 戦略と実践 イノベーションと
グローバル経営

樋原伸彦教授

ファイナンス・会計 :
企業価値評価と
コーポレートガバナンス　

※スケジュールは変更となる可能性があります。

杉浦正和教授

リーダーシップ

WBS 5日間集中エグゼクティブセミナー

2017年度　新規開講

エグゼクティブプログラム　企業戦略革新講座　[通学型]     
会期 2017年7月31日（月）～8月4日（金）   

エグゼクティブプログラム　シニア・マネジメント講座　[通学型]
会期　2017年11月6日（月）～11月10日（金）　  



上級幹部候補生（現職が部長職・上級課長職相当の方）
親族等が企業を経営し、将来的にその企業を継承する予定の方
以下、1、2の両方の条件を満たす方
1．原則として4年制大学を卒業し、10年以上の実務経験があること
2．所属する企業・団体等の推薦があること

全体の70％の科目に合格した方には、早稲田大学総長名の「EMBA Essenceプログラム」修了証が発行さ
れます
20名程度（EMBA-J ・ EMBA-G合計）
2018年9月下旬から1年間
早稲田大学　早稲田キャンパス26号館　他
１名／230万円（消費税別）　　但し同一企業から複数参加の場合は割引を実施
２人目／200万円、３人目以降／180万円　　海外研修時の渡航費、宿泊費は含まれない
（EMBA-Gについては、海外研修時の受入先機関等への研修費が別途生じます）
書類審査（必要に応じて面接を行う場合があります）
EMBA-Jの方は、合格発表後、受講開始までに個別指導教員を第1～3希望まで申請していただきます
（EMBA-Gの方の個別指導はオプションとなり、希望される方は別途追加費用が生じます）
（個別指導教員１人につき、原則として受講者3名以内となるよう振り分けます。そのため、必ずしもご希
望通りにならない場合もありますのでご了承ください）
2018年7月18日（水）まで随時申し込みを受け付けていますが、選考時期は2回に分かれています
＜締切：１）4月18日（水）、２）7月18日（水）＞
※1回目の締切で定員に達した場合、募集を打ち切る可能性があります
(1)EMBA Essence参加申込書および
(2)最終学歴の卒業証明書（または修了証明書）を簡易書留など配達記録が残る方法にてEMBA Essence
事務局までご郵送ください
※申し込み後にキャンセルされる場合、開講式の20日前から所定の手数料が発生します
　・20日～8日前まで：受講料の20％　・7日～3日前まで：受講料の30％　・ 前日：受講料の40％   ・開講式当日以降：受講料の全額
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター EMBA Essence事務局
E-Mail：emba-es@list.waseda.jp
TEL：03-3200-2436　FAX：03-3202-4274
https://www.waseda.jp/fcom/wbf/education/executive/emba

対 象

出 願 資 格

修 了 証

定 員
期 間
会 場
受 講 料

審 査
個別指導教員の
希望

申 込 期 間

申 込 方 法

申 込 先

上級経営幹部入りを目前にした皆さんのニーズに特化したプログラム
当プログラムは、日本の将来を担う上級経営幹部候補生（部課長クラス）の人材を対象とした、高度で幅広い視点に立ったトップマネジメント向けのプログラム
です。
激変するグローバル競争や国内の構造変化に即応できる企業経営幹部の養成を目指して、講師陣には実務経験豊富な早稲田大学ビジネススクール教授陣
に加えて、実務界におけるトップ経営者をお迎えし、実践に即したリアリティのある内容となっています。
プログラムの進め方としては、講師による講義のみならず、参加者一人ひとりの発表や、グループディスカッションを組み入れ、異業種の参加者間で刺激を与え
合う、インタラクションを重視した構成となっているのが特色です。
EMBA Essenceは、学位資格としての専門職学位（MBA）を求める皆さんに向けたものではなく、企業内において既に相当の権限と責任を背負っている方々
に向けて、さらなる問題解決能力向上へのニーズを満たすことに特化したプログラムですので、上級経営幹部入りを目前にした皆さんの意欲的な参加を心か
ら期待しています。

❖プログラム概要

EMBA Essence
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プログラムコーディネーター　
早稲田大学ビジネススクール教授
池上 重輔

２つのコース

7つの特色

次世代経営幹部に必要な知見・知識の要点を押さえつつ、最先端の考えを含めて総合的に学び、個別指導を通じて自社の文脈
に落とし込みます。

ＥＭＢＡ－Ｊ

日本語と英語の両言語で学ぶコースで、経営者に必要な知識のポイントを日本語で押さえつつ、国内外のトップレベルの講師の
講義、海外からのメンバーとのジョイントディスカッションを通じて異文化環境下での学びを国内に居ながらにし、次世代グローバ
ル・リーダーに必要な知見・知識・考え方を総合的に学びます。

ＥＭＢＡ－Ｇ

１　上級幹部候補生が押さえるべき分野を網羅 
◆日本の将来を担う上級幹部候補生が押さえるべき分野、ポイントを凝縮して集中的に学ぶことができるプログラム構成です。

２　実業界に精通した講師陣 
◆アカデミックな研究を基盤に多様な分野のビジネス経験、コンサルティング経験も持つ、早稲田大学ビジネススクールの講師陣が担当します。

３　トップ経営者との対話機会 
◆世界で活躍するトップ経営者と少人数で対話できる機会があります。多様な分野のトップ経営者の視点に触れることにより、経営者に求められる資
質を見極め、発想力を養います。

４　多様な講義科目 
◆日本語で学ぶことを主としたEMBA-Ｊ（Japanese）コースと英語で学ぶことを主としたEMBA-G（Global）コースの２つのコースを準備しています。
いずれのコースも充実した多くの科目を用意しています。また、追加料金をご負担いただくことでコースを跨いだ科目を履修することもできます。

５　多様な受講生によるディスカッション 
◆分野の異なる多様な企業から派遣された受講生が少人数での密度の濃いグループワークや討議を行います。EMBA-G（Global）コースでは、
海外トップビジネススクールの受講者とのジョイントセッションも予定しています。

６　実践的でタイムリーな講義内容 
◆各セッションには、近年の経済情勢やグローバル競争といったタイムリーな内容も豊富に盛り込まれ、実践的かつ即効性のある講義内容となっ
ています。

７　受講しやすいスケジュール・通い易い日程設定 
◆共通集中科目は、原則として月２回。木曜日19～22時および土曜日9～12時に実施します。
◆EMBA-G専門科目は、原則として２ヶ月に１回、平日9～18時に実施します。



他流試合によって人はより広い観点から自分を客観視することが可能になります。EMBA Essenceは次世代リーダーの他流試
合の場です。ビジネススクールは皆さんのリーダーとしての視座を上げ、視野を広め、考察を深め、更なる知識を獲得する場
を提供します。他社の幹部候補生や講師陣との切磋琢磨を通じて、自分なりのリーダー論を構築し、切り拓く道を探ってくだ
さい。

①EMBA Essenceの講義について  ②メンバー及び教員とのネットワークについて参加者の声

早稲田大学ビジネススクール教授　

池上 重輔
Jusuke Ikegami

EMBA Essenceプログラムコーディネーター
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9月 第4週 平日

第2週 木

土

木

土

木

土

木

土

木

木

土

木

土

木

土

木

木

土

第4週

個別指導

講義１/30分 講義2/2.5時間 講義１/午前 講義2/午後

イントロダクション Japanese Management（英語）

平日自社課題議論 Global Management（英語）

平日自社課題議論 Liberal Arts Theme（英語）

平日自社課題議論
Joint Session with 

Non-Japanese Members Ⅰ
（英語）

平日

平日

平日

第３週

9月

11月

2月

1月

4月

6月

8月

9月

自社課題議論

Global innovation & Alliance（英語）

Final Presentation（英語）

Joint Session with 
Non-Japanese Members Ⅱ

（英語）

海外視察（オプショナル）

共通集中科目

EMBA-J 専用科目

トップ対話Ⅰ

開講式／導入集中講義
（ミッション、戦略、新規事業、グローバル経営）

海外視察

個別指導
※年6回
まで可能

第2週

第4週

第2週

第4週

第2週

第4週

第2週

休暇

休暇

第1週

第2週

第4週

第2週

第4週

第2週

第2週

第4週

第4週

第2週

第3週

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

ミッション

アカウンティング・ファイナンス

トップ対話

人材・組織

グローバル経営

戦略

トップ対話

マーケティング

ミッション トップ対話

ミッション トップ対話

ミッション 会計・財務

ミッション トップ対話

ミッション 人材・組織

グローバル経営

戦略

ミッション トップ対話

マーケティング

トップ対話

修了式

集中講義
（ミッション、戦略、新規事業、国際経営）

EMBA-J

EMBA-G

〇：受講料に含まれているもの　　△：追加料金を払うことで参加可能なもの
※渡航費、宿泊費は受講料に含まれていません

※スケジュールは変更になることがあります。     
※共通集中科目は、月２回、木曜日１９時～２２時および土曜日９時～１２時に実施します。

共通
集中科目

〇

〇

Global
科目

△

〇

個別指導

〇

△

海外視察

〇

△

スケジュール  Schedule メッセージ  Message

EMBA-G 専用科目

EMBA-J

EMBA-G

サンデン　ホールディングス株式会社　
常務取締役

牛久保 隆平さん

①20年近く前にMBAを取得し、様々な経験をした上で、丁度キャリアの
転換期に受講のチャンスを頂きました。経営全般に関する知見を総点
検でき、また、毎回設定されている「ミッション」の授業で、古典に学び
自らを内省し、議論を通じて自らの企業人としての基軸を考え、問い直
す時間を得られたことは、何物にも代えがたい機会でした。

②少人数であるが故に、クラスの枠を超えたネットワークを築けたことは一
生の財産です。授業だけでなく、ニューヨーク・ボストンの視察、メンバ
ーの会社訪問等を通じて温められた友好は現在も続いており、今後ま
すますその重要性が増すものと思います。

カルビー株式会社
マーケティング本部　素材スナック部　部長

高橋 規文さん

①各回冒頭の「ミッション」では歴史を超えて求められる企業理念、
リーダーシップとは何かということをメンバー全員で語り合うこと
で、自分自身とも深く向き合うことができ、大変有意義です。講義で
は戦略、財務、マーケティングなど経営のエッセンスを凝縮したプロ
グラムで構成され、全員参加のディスカッションで進行するため、得
られる「学び」がより新鮮で刺激的なものになりました。

②時には、長谷川先生と共にメンバーの企業を訪問し、現地で特別講
義を開催いただくなど、先生およびメンバーの協力なしには実現で
きない貴重な体験もしました。異なる業界でリーダーとして活躍され
ている皆さまとの会話も非常に勉強になり、励みにもなりました。

三菱地所株式会社　
関西支店次長 グランフロント大阪室 担当室長
一般社団法人グランフロント大阪 TMO 
プロモーション部長

濱 佳代子さん

①経営戦略、国際経営といったビジネス科目的な内容のみでなく、リ
ベラルアーツ的な内容もあり、非常に視野が広がる内容でした。宗
教に関して英語で議論をするのは難易度が高かったのですが、海外
でもこうした内容を語るためのベースはできたような気がします。自社
課題に関して講師の先生と何度もやり取りをする中で、自分たちの思
考の癖にも気がつきました。

②多様で多彩なメンバーとのネットワークができました。割と早いタイミン
グで打ち解けてオープンに話ができたと思います。

日本精工株式会社　
自動車事業本部 管理部長

村山 玄さん

①多忙な業務の中で、日本にいながらこうしたグローバルな環境に触れ
て経営課題を議論できる場はなかなかないのではないかと思います。
現場からの経験値に戦略等の理論が加わり視野が広がったように感
じます。自社は産業素材メーカですが、IT、不動産、消費財業界の
参加者の事例などをベースに意見交換する中で、自社とは異なる事
業のダイナミクスから学ぶことも多いです。考えるプロセスには、会
社と自分の癖があるという気づきや、それを外して違った視点・新し
い視点で考えるという貴重な機会を持つことができたように思います。

②時間のやりくりが難しく、なかなか頻繁にみなさんとのネットワーキング
をする機会が作れないのですが、ノン・ジャパニーズとのセッションで
は視点の違う意見に触れられ、懇親の場でその背景の理解が深まる
こともありました。

EMBA  Essence



企業・団体からの推薦者（ミドルリーダークラス）
1年間　2017年4月～2018年3月（全16回）
隔週水曜日　19:00～22:00
25名
早稲田大学早稲田キャンパス
1社1名100万円、1社2名160万円
2月～3月
事務局までお問合せください。
NLP事務局
（株）早稲田大学アカデミックソリューション
TEL：03-3208-7866　　E-mail : wbs-nlp@w-as.jp

対 象
期 間
実 施 日 時
定 員
会 場
受 講 料
手 続 期 間
参 加 申 込
お 問 合 せ 先

プログラムコーディネーター　
早稲田大学ビジネススクール教授
内田 和成

本プログラムは、グローバル規模で激変する先の見通せないビジネス環境の中で、自ら未来を切り拓くことのできるリーダーを
育成する、１年間を通じたプログラムです。受講者は各業界のリーディングカンパニーの第一線で活躍するミドルリーダーと、
早稲田大学ビジネススクールに通う社会人学生から選抜されたメンバーで構成され、お互いの経験やナレッジを相互に刺激し合
う、異業種交流と永続的なネットワーク構築の場となることを図っていきます。

❖プログラム概要

ネクスト・リーダー・プログラム
Next Leader Program（NLP）
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■2017年度スケジュール

４月

５月
６月

７月

第１回
第２回

第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回

内田 和成（早稲田大学ビジネススクール教授）
御立 尚資氏（ボストンコンサルティンググループ シニアパートナー＆マネージングディ
                   レクター）
田原 総一朗氏（ジャーナリスト）
青野 慶久氏（サイボウズ株式会社 代表取締役社長）
志賀 俊之氏（株式会社 産業革新機構 代表取締役会長）
木川 眞氏（ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役会長）
冨山 和彦氏（株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO）
藤原 和博氏（教育改革実践家）　

（５月）ビジネスシミュレーションSEED
講師：浅野 寛信氏（株式会社 ウィル・
シード 取締役）

（６月）ポジティブ組織開発
講師：本間 正人氏（らーのろじー株式
会社 代表取締役、京都造形芸術大学
教授・副学長）

（８～９月）グループワーク課題演習

（１０月）シナリオプランニング演習
講師：西村 行功（㈱グリーンフィールド
コンサルティング 代表取締役）

（１２月）EGAKUプログラム
（13:00-17:00）　
担当：長谷部 貴美氏（株式会社ホワイ
トシップ 代表取締役）

講義 ワークショップ、他

前
期

９月
１０月

１１月

１２月
１月

第９回
第１０回
第１１回
第１２回
第１３回
第１４回
第１５回
第１６回

夏季グループワーク課題　成果物発表
後藤 高志氏（株式会社西武ホールディングス 代表取締役社長）
岩瀬 大輔氏（ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長）
岩田 彰一郎氏（アスクル株式会社 代表取締役社長 兼 CEO）
小柴 満信氏（JSR 株式会社 代表取締役社長）
松本 晃氏（カルビー株式会社 代表取締役会長 兼 CEO）
松﨑 正年氏（コニカミノルタ株式会社 取締役会議長）
企業派遣生による総括発表

後
期

※いずれも早稲田大学ビジネススクール正規生とともに受講する形式です。

執行役員候補者クラス
2017年9月14日（木）～9月16日（土）、10月12日（木）～10月14日（土）、
11月16日（木）～11月18日（土）、12月（各社別）、2018年1月24日（水）
合宿型 3日（2泊3日）×3ヶ月、12月（各社別）、1月×1日（終日）
1社4名×3～6社　　最大24名　(原則）
（予定）都市センターホテル（千代田区平川町2-4-1）

事務局までお問合せください。

エグゼクティブ研修事務局
（株）早稲田大学アカデミックソリューション
TEL：03-5285-0265　E-mail：exe-edu@w-as.jp

対 象
期 間

実 施 方 法
定 員
会 場
受 講 料
参 加 申 込
お 問 合 せ 先

本プログラムは、毎年3～6社より経営を担うマネジメントクラスの人材を3～5名ずつ派遣いただき、異業種間の経営幹部が交
流を深め、異なる視野を育みながら、様々なカリキュラムを通じてより高い視点での経営能力を身につけることを目的とした
エグゼクティブ・トレーニング・プログラムです。世界を見据えた大きな視点からトップの気構え、考え方をシミュレーションし、
組織能力を高め、企業年各能力の育成を目的とした6つのセッションに分けて実施します。経営者として求められる理論的知識
や近年の経営の潮流を学ぶ一方で、一流のゲストスピーカーによる実践的かつ目線の高い講話、さらには自社内・複数会社混
成のチームおよび個人による課題研究など、多様で刺激的なカリキュラムが用意されています。

❖プログラム概要

プログラムコーディネーター　
早稲田大学ビジネススクール教授　

池上 重輔

早稲田大学グローバルビジネスリーダー育成プログラム
Waseda Global Business Leader Program （WGBL）

■2017年度スケジュール

複数社合同

10月
12日 13日 14日

M2

夜間ワーク 夜間ワーク

ファイナンス
（米田隆客員
教授）

ガバナンス＆
国際経営
（平野正雄教
授）

Action 
Learning

ファイナンス
（米田隆客員
教授）

ガバナンス＆
国際経営
（平野正雄教
授）

Action 
Learning

個社別
社別設定
12月
M4

自社課題／自己課題
個人発表及び
ワークショップ

自社課題／自己課題
個人発表及び
ワークショップ

複数社合同
24日

懇親会

1月
M5

個人での社長就任
演説（英語）＆総括

個人での社長就任
演説（英語）

複数社合同

11月
16日 17日 18日

M3

夜間ワーク 夜間ワーク

海外インスティ
チュート講師
（英語）
（NUS：
Prof.Pasha）

リーダーシップ
（内田和成教
授）

Action 
Learning

海外インスティ
チュート講師
（英語）
（NUS：
Prof.Pasha）

調整中 Action 
Learning

形式

Module

午
後

午
前

複数社合同

イントロダク
ション(池上
重輔教授)

9月
14日 15日 16日

M1

初日懇親会 夜間ワーク

経営戦略
（根来龍之教
授）

Action 
Learning

開講式・イントロ
ダクションと自
己紹介

経営者基調講演
（パナソニック顧
問：宮田賀生氏）

経営戦略
（根来龍之教
授）

リベラルアーツ
（早稲田大学政
治経済学術院
田中孝彦教授）

■ゲスト講師（過去の例）※講演当時の肩書
日産自動車副社長：今津英敏氏、ミスミグループ会長：三枝匡氏、DOWAホールディングス会長：吉川廣和氏、
JR東日本取締役副社長：石司次男氏、日本経済新聞社論説委員兼産業部編集委員：関口和一氏、
BCGシニア・パートナー＆マネージング・ディレクター・ジャパン・アジアビジネス代表：杉田浩章氏、
JR東日本テクノハートTESSEIおもてなし創造部長：矢部輝夫氏 、パナソニック顧問：宮田賀生氏



カスタマイズ研修
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トップリーダーを期待される日本人及び海外現地採用社員（40代半ば～50代）（20名前後）
グローバル化した全社のトップリーダー及び各事業ユニットリーダーの育成。
日本と海外のトップ候補者を融合し、グローバルに横の連携・外部の連携を主動できる人材を育成する。
また、海外での新しいビジネスモデル構築を主導できる人材を育成する。

対 象
研修の目的

■カリキュラム構成
Module
場所
実施月
回

Module
場所
実施月
回

午前

午後

夜

Ｍ１
早稲田大学
5月

Ｍ２
シンガポール国立大学

7月
1 2 3 4 6 7 8 95

イントロダクションと世
界経済マクロ 日本の宗教と文化 グローバルマインド

セット
クロスボーダーマネジ
メント

世界政治の中の日本
の位置づけ

イノベーションマネジ
メント

経営戦略レビュー
アクションラーニング 
ガイダンス

グローバルマインド
セット 国際経済

企業価値評価と投資
判断

自社課題（現状把握と
10年後のあるべき姿）

自社課題中間プレゼ
ン・議論

Advanced Strategy

Frugal Innovation 

懇親会

Liberal ar ts (Asian 
politics~culture)

Liberal ar ts (Asian 
politics~culture)

Action Learning 

B2B Marketing

B2B Marketing

アジア圏の文化（行事
参加）懇親会 アクションラーニング

のイントロ
Liberal ar tsのイン
トロ 自社課題の議論 自社課題の議論

午前

午後

夜

Ｍ３
ケンブリッジ大学

9月

Ｍ４
TV会議
10月

Ｍ５
日本（本社）
12月

10 11 12 13 15 16 17 1814

欧州から見た世界政治
と経済Ⅰ 戦略と組織の融合 グローバルイノベー

ションマネジメント
グローバルリーダー
シップ 自社課題 個別指導：

遠隔自社課題セッショ
ン（第3モジュールを受
けて）欧州から見た世界政治

と経済Ⅱ 
グローバルマネジメン
ト

グローバルチェンジマ
ネジメント

グローバルリーダー
シップ 中間総括

チェンジマネジメント

Liberal arts最終発表会

自社課題準備

自社課題準備

自社課題発表（グルー
プ）

個人課題準備

個人課題発表

レビュー・自己開発計
画の策定

懇親会欧州法人との交流会 地場の文化 欧州の哲学 欧州から見た近代史

         のコマは教養系科目です。世界のビジネスマンと渡り合うために必要な教養や異文化理解の科目を多く
取り入れている点が、当カスタマイズ研修の大きな特徴となっています。 

B社：人材グローバル融合研修（言語：英語）

社内の営業シニアマネジャー （15名前後）
営業部門を統括するシニアマネジャーの戦略営業・マーケテイング力を向上させるプログラム。現状のビジ
ネスを担ぎながら、次の新しいものを仕込み、顧客との関係の全体像を描き、周囲を動かしていけることを重
視する。

対 象
研修の目的

■カリキュラム構成
Module
実施月
場所
回

午前

午後

夜

Ｍ１
2月
本社

Ｍ２
3月
本社

Ｍ３
5月
本社

Ｍ４
6月
本社

Ｍ5
7月

早稲田大学

Ｍ６
8月
本社

Ｍ７
9月
本社

Ｍ8
12月
本社

1 2 3 4 6 7 8 9・10 11 12 135

・イントロダク
ション

・レクチャー
　経営戦略

懇親会

・ワークショップ
自部門の立ち
位置を知る

・レクチャー
Ｂ2Ｃマーケティング

・レクチャー
Ｂ2Ｂマーケティング ・アクション

ラーニング
顧客マッピング

・アクション
ラーニング
ターゲット顧客
の攻略戦略策定

・アクション
ラーニング
ターゲット顧客
への具体的な
プロポーザル

・アクション
ラーニング
最終発表会

・懇親会

・ケーススタディ
B2B企業Ⅰ

・ケーススタディ
B2B企業Ⅱ

・ケーススタディ
ビジネスモデル
イノベーション

・個別面談

・アクション
ラーニング
ターゲット顧客へ
の提案の検証1

・アクション
ラーニング
ターゲット顧客へ
の提案の検証2

・アクション
ラーニング
プレゼンと徹底
した議論2

・アクション
ラーニング
プレゼンと徹底し
た議論1

・グループワーク
組織的アクショ
ン改革案の議論

・グループワーク
組織的アクショ
ン改革案の議論

・レクチャー
ビジネスモデル

・事前課題・
リベラルアーツ
発表

・事前課題・リベ
ラルアーツ発表

・ワークショップ
自身の立ち位
置を知る

・ワークショップ
社外の成功・
失敗事例

・ワークショップ
自社の組織文
化の特徴を考
察する

・経営戦略のケース
「グローバル企業」

         コマはアクションラーニングです。マーケティングと戦略に特化した講義での学びを生かしながら、ターゲット顧客へのプロポーザルを策定し、徹底的に議論することが  
当カスタマイズ研修の大きな特徴となっています。最終的には自社の組織的なアクション改革案をまとめ、発表し、議論を尽くします。

Ｃ社：マーケティングおよび営業戦略研修

社内研修

WBF研修の例

B社：人材グローバル融合研修
対象：海外現地採用社員・
        本社社員

A社：コア人材養成研修
対象: 社内の幹部候補 (選抜)

Ｃ社：マーケティングおよび営業戦略研修
対象: 社内の幹部候補 (選抜)

経営者
取締役・執行役員クラス向け研修

日本 海外

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターでは、企業のグローバル人材、エグゼクティブ人材育成の課題に対応すべく、
カスタマイズ研修の開発・実施を行っています。企画、設計段階から企業の人事担当者とコーディネーターの教員がコンサルティ
ングを重ね、個別の課題解決に向けてプログラムを策定し、提供します。

早稲田大学
ビジネス・ファイナンス研究センター
TEL：03-3200-2436　　
E-mail: wibf@list.waseda.jp

お 問 合 せ 先

社内の事業部長・部長クラスより選抜された幹部候補 （20名前後）
社内の経営幹部候補者がより高い視座、広い視野で経営できるリーダーになることを目指したプログラム。
社内の様々な部門から参加することで、ネットワークの強化も図る。

対 象
研修の目的

■カリキュラム構成
Module
実施月
場所
回

午前

午後

夜

Ｍ１
10月

都内ホテル

Ｍ２
11月

都内ホテル

Ｍ３
12月

都内ホテル
1 2 3 4 6 7 8 95

・開講式
・イントロダクショ
ンと自己紹介

・国際経営の基本
 講師：池上重輔

・基調講演
講師：大手企業経営者

・経営戦略の基本
講師：淺羽茂

・エクイティとガバ
ナンス
講師：平野正雄

・ BtoBマーケティ
ング
講師：池上重輔

全体討議
「経営課題の本質」

・個人ワーク
　「経営課題の本質」

・グループワーク
「経営課題解決」

・グループワーク
「経営課題解決」

・グループワーク
「経営課題解決」
ＣＥＯへの発表
準備

・グループワーク
「経営課題解決」
ＣＥＯへの発表
準備

・修了式

・懇親会

・経営戦略と現場力
講師：遠藤功

・経営者視点の　
ファイナンス
講師：米田隆

・グループ発表を
　受けた全体討議

・変革のリーダー
シップ
講師：内田和成

・グループ発表
ＣＥＯへの発表・
提言

・ゲスト講演
講師：外部コンサル
タント

・全体討議
　「全社戦略」

グループ討議
「経営課題の本質」

初日懇親会

・経営戦略と現場力
講師：遠藤功

・経営者視点の
ファイナンス
講師：米田隆

・トップリーダーと
　戦略
講師：内田和成

・企業変革へ向
けて
講師：内田和成

・グループワーク
ＣＥＯへの発表・
提言準備

・グループ発表
「経営課題解決」

         のコマは自社の経営課題を考えるワークとなっています。講義での学びを生かしながら、経営者視点で課題に取り組んでいただき、最終アウトプットとしてＣＥＯへの提言を策定します。 
最終日はＣＥＯに研修会場へお越しいただき、プレゼンを実施します。そして、ＣＥＯを交え、自社の課題について議論を交わすことが、当カスタマイズ研修の大きな特徴となっています。

プログラムコーディネーター
早稲田大学ビジネススクール教授 
池上 重輔

プログラムコーディネーター
早稲田大学ビジネススクール教授 
池上 重輔

プログラムコーディネーター
早稲田大学ビジネススクール教授 
池上 重輔

A社：コア人材養成研修

事業部長・部長クラス向け研修

課長・グループリーダークラス向け研修



早稲田大学ビジネススクールと日経ビジネススクールが共同で開催する本プログラムは、MBAカリキュラムから「ビジネスに
役立つエッセンス」を平日夜間に集中して開講することで、お忙しいビジネスパーソンの方々に無理なく効率的に学んでいただ
けるプログラムです。過去4年間に、3,000名を超す受講者に参加いただきました。
「ビジネスクールがどんなものか知りたい」、「MBA取得のための予備知識を身につけたい」、「フルタイムのビジネススクールに
通う時間がない」、さらには「一度学んだビジネスの知識をもう一度ブラッシュアップしたい」といった方々にとっての最適な学
びの場を提供しているのがMBA Essentialsです。
今年度も様々な講座が開講されますので、最新情報は是非HPをご覧ください。   早稲田大学　MBAエッセンシャルズ　で検索。

早稲田大学MBA×日経ビジネススクールPresents   MBAエッセンシャルズ
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❖プログラム概要

ビジネスパーソン全般、又はＭＢＡ入学を考える方
＜総合コースⅠ＞2017年4月19日（水）～6月21日（水）
＜総合コースⅡ＞2017年10月17日（火）～12月12日（火）
1講義2時間 19:00～21:00（2時間）
早稲田大学早稲田キャンパス  
・8科目一括申し込み（ネットワーキングパーティー含む） 43,200円（税込み）
・単科（1科目ごと）申し込み　7,560円（税込み）
※総合コースⅠ、Ⅱはそれぞれの受け付け期間内に申し込みが必要です
各回500名程度
6講座以上の受講でWBFから修了証を授与します。

対 象
期 間

実 施 時 間
会 場
受 講 料

定 員
備 考

MBA Essentials 2017 総合コース

■2017年度講義予定

第 1回 4/19（水）
第２回 4/26（水）
第３回 5/10（水）
 5/16（火）
第４回 5/24（水）
第５回 5/31（水）
第６回 6/ 7（水）
第 7回 6/14（水）
第 8回 6/21（水）

10/17（火）
10/25（水）
10/31（火）
11/ 8（水）
11/16（木）
11/22（水）
11/29（水）
12/ 6（水）
12/12（火）

内田和成教授
西山茂教授
山田英夫教授
ネットワーキングパーティ※
川上智子教授
入山章栄准教授
鶴谷武親容員准教授
池上重輔教授
杉浦正和教授

内田和成教授
今村英明客員教授
長谷川博和教授
大滝令嗣教授
ネットワーキングパーティー
平野正雄教授
樋原伸彦教授
菅野寛教授
根来龍之教授

総合コースⅠ 総合コースⅡ

※ネットワーキングパーティ：総合コースⅠ、Ⅱともに 8 科目一括申し込みの方がご参加
いただけます。参加者同士や教員との交流ができ、毎年好評をいただいております。

総合コースではMBAの様々な分野の基礎を、ケーススタ
ディーやディスカッション、レクチャーといった実際の授
業と同じスタイルで学ぶことができます。MBAのコア科
目を学ぶ＜総合コースⅠ＞と、ビジネススクールならでは
の特長的な科目を学ぶ＜総合コースⅡ＞を準備しており
ます。担当講師の大きな特長は、プロフェッショナルファー
ムなどでの高度な実務経験を持つ教員が多く、学問的知識
やスキルだけではなく、理論に裏付けされた経営で使える
実戦的なノウハウを叩き込むところにあります。

2017年8月29日（火）～10月24日（火）
19:00～21:00（2時間）×8回
早稲田大学 早稲田キャンパス
64,800円（税込み）総合コースお申込の
方には割引特典があります
単科（1科目ごと）申込 10,800円（税込み）
各回200名程度

期 間
実 施 時 間
会 場
受 講 料

定 員

MBA Essentials 2017 管理職向けコース
本コースは、平日夜間に集中して開講することで無理なく
効率的に学べるプログラムです。管理職の皆様に多くの知
見と新しい視野を得られる、エグゼグティブ MBAの基礎
科目を中心に、将来を担う上級幹部候補生向けカリキュラ
ムをご用意しています。企業内において既に相当の権限と
責任を持たれ、将来を担う上級経営幹部候補生となる方々
が、更なる問題解決能力向上へのニーズを満たすことに特
化し、そのエッセンスを凝縮したプログラムです。 上級幹
部候補生が押さえるべき基本を様々な角度から学びながら
も、最新の経済情勢やグローバル競争を見据えたタイム
リーな内容を扱うことで、実践的で即効性のある内容とな
ります。

※日程等の詳細はHPでご確認ください。

お問合せ先 MBA ESSENTIALS事務局
TEL：03-6812-8695　（平日9：30～17：30）　　E-mail：mba_essentials@nikkeipr.co.jp 

MBA Essentials 2017 ファイナンス総合コース
このコースは、昨年ものべ4,000名以上のビジネスパーソ
ンに受講いただいた、MBAカリキュラムから「ビジネス
に役立つエッセンス」をピックアップし、人気講師が講
義する屈指の人気プログラム「MBA Essentials ＜総合
コース＞」から、とりわけグローバル時代のファイナン
ス数字力を鍛えるべく、派生して発展を遂げ、誕生した
ものです。＜総合コース＞同様、WBFの本格的な MBA
教育を平日夜間に気軽に体験いただける設計となってお
ります。

2017年10月11日（水）～11月15日（水）
19:00～21:00（2時間） ×6回
早稲田大学 早稲田キャンパス
43,200円（税込み）　総合コースお申込みの
方には割引特典があります
単科（１科目ごと）申込み 8,640円（税込み）
各回200名程度

期 間
実 施 時 間
会 場
受 講 料

定 員

6/24（土）、7/29（土）、
9/2（土）、9/30（土） ※全4回
13:30～17:30（第1回 13：30～18：00、
第4回 13：30～18：30）
早稲田大学早稲田キャンパス
86,400円（税込み）
40名程度

期 間

実 施 方 法

会 場
受 講 料
定 員

MBA Essentials 2017 プロフェッショナルコース＜内田塾＞～ビジネス実践講座 for Women
本コースは、「女性ならでは」の視点を重視したビジネス実
践講座です。ボストンコンサルティンググループ日本代表の
経歴をもつ内田和成教授の熱意と問題意識から生まれまし
た。意識高く働こうとするビジネスウーマンのために内田教
授がビジネスで使える実戦的なノウハウを実技指導するとと
もに、グループワークやさまざまな演習・発表を通して女性
ならではの問題解決法を身につけることがねらいです。なお、
モチベーションの高い方々が集う、
より良い講義運営のため、応募時
に簡単な志望動機をご記入願いま
す。本講座を通して、悩みや課題
を共有し、共に高めあえる、かけ
がえのない社外ネットワークをぜ
ひ築いてください。 早稲田大学ビジネススクール　教授　内田 和成

複数科目を順次開講 
※開講日時の詳細はHPでご確認ください。
早稲田大学早稲田キャンパス
48,600円（税込み）  総合コースお申し込みの
方には割引特典があります
各回150名程度

期 間 お よ び
実 施 方 法
会 場
受 講 料

定 員

MBA Essentials 2017 アドバンスコース
❖プログラム概要
MBA Essent i a l s＜アドバンスコース＞は、MBA 
Essentials＜総合コース＞の第2弾として、MBAの科目別
に集中講義を行うコースです。＜総合コース＞の受講者
から、特に要望の多かった「アカウンティング」「経営戦
略」などのテーマで WBFが誇る教授陣が密度の濃い講
義を展開します。
実際の MBAの授業から抜粋した講義では、理論や知識、
フレームワークのエッセンスなどを身に付けることがで
きます。どの科目もビジネスを行なううえで必要不可欠
なテーマであり、初学者も歓迎しますが、＜総合コース
＞を受講し、さらに深く MBAを学びたいと考えている
方にとっても最適な学びの場をご提供します。

■MBA Essentials 2017 アドバンスコース講義（実施決定分） 

デジタル化と破壊的イノベーション  根来 龍之教授 

5 月 9 日（火）～ 6月 13 日（火）全 5回  各回 19：0 0 ‒ 21：00 

HRM 杉浦 正和教授、竹内 規彦教授  

9 月 9 日（土）～ 9月 30 日（土）全 4回　 各回 14：00 ‒ 17：00

アカウンティング  西山 茂教授 

5 月 13 日（土）～ 6月 3日（土）全 4回  各回 14：00 ‒ 17：00

マーケティング 川上 智子教授 

10 月 7 日（土）～ 10 月 28 日（土）全 4回　 各回 14：00 ‒ 17：00

経営戦略  淺羽 茂教授 

8 月 24 日（木）～ 9月 14 日（木）全 4回　  各回 19：00 ‒ 22：00

新規事業 長谷川 博和教授 

11 月 14 日（火）～ 12 月 5 日（火）全 4回　 各回 19：00 ‒ 22：00



本講座は、投信・投資顧問会社（アセットマネジメント会社）をメインにした資産運用ビジネスの実務全般を学ぶ講座です。年４
回（四半期ごと）の定期開講なので、ご自身の長期スケジュールに沿って受講できます。資産運用に関する各種業務を網羅的に理
解したい方、専門実務をピンポイントでスキルアップしたい方、双方のニーズに応える実践的なプログラムです。旬なトピック
テーマなども適宜取り上げています。本講座は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の教育継続対象講座です。

※日経メディアマーケティング株式会社が企画運営面で協力しています。

ファンドマネジメント講座
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資産運用会社勤務で、専門実務のスキルアップを図りたい方
資産運用関連システムの企画・開発・営業を行っている方
資産運用会社とのビジネス接点が多く、各種業務の実際を把握したい方
投資一任業務を始めるにあたって、体制構築上注意すべき点を確認しておきたい方
早稲田大学日本橋キャンパス　または　早稲田大学早稲田キャンパス
各回38,000円（税込）　　　　定　　　　員　各回30名
日経メディアマーケティング株式会社　早稲田大学FM&IB講座事務局
TEL 03-5295-6240（休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時）
E-mail｠wasedafmib@nikkeimm.co.jp
HPをご覧下さい。　http://www.nikkeimm.co.jp/solution/waseda/fund.html

対 象

会 場
受 講 料
お 申 込 み
お 問 合 せ

詳 細

ファンドマネジメント総合基礎
資産運用会社の主な部門について、その概観と基本的な業務内容をわかりやすく解説します。それぞれの役割や組織全体での位置づけ、一連
のオペレーションプロセスが把握できます。なお、本講義のみ、業務経験が比較的浅く、まずは必要となる基礎知識を固めておきたい、とい
う方を対象にしています。
詳細・講師 資産運用業界の概観と資産運用業務　 出水 里香（野村アセットマネジメント リーガル・コンプライアンス部 シニア・マネージャー）
 コンプライアンス業務の基礎
 バックオフィス業務の基礎 和村 雅義（NRI プロセスイノベーション 投資顧問サービス事業本部長）
 ミドルオフィス業務の基礎 工藤 協一（アセットマネジメントOne 運用リスク管理部長）

投資信託約款の読み込み方～根拠法や明文化されていない業界の知見を理解する

日本橋キャンパス　12月 1日 (金 )
投信約款は投資信託の根幹ともいえますが、一般的に体系立って学習する術がないこともあり、分かり辛く、とっつきにくいと敬遠されるき
らいがあります。本講義では、苦手意識を和らげるために実際の約款を教材の柱に据え、基本をきちんと押さえた後、実務上でよくある質問
に答えるように条文を噛み砕いていく、腑に落ちるような説明をしていきます。
詳細・講師 約款を読み込むための基本知識／本文からポイントを学ぶ１ 

本文からポイントを学ぶ２／３  
宮園 喜明（三井住友信託銀行 受託業務推進部 投信受託課 調査役） 

日本橋キャンパス　12月 1日 (金 )

資産運用におけるAIとデータサイエンスのデザイン
資産運用業務における AI技術適用の実際を学びます。ここ数年で AI技術は様々な分野に用いられるようになりましたが、資産運用への適用に
ついては、金融市場の特殊性ゆえに、克服すべき課題がいくつか存在しています。これらの課題を整理し、解決法を概観しながら、AIの研究
開発はどのように進めていけばよいか、実例を紹介しながら考察していきます。
詳細・講師 資産運用におけるAI の可能性

AI による資産運用研究開発の実際
AI 運用／AI 運用の開発プロセス 

長尾 慎太郎（大和証券投資信託委託 クウォンツ運用部 シニア・ファンドマネージャー）

西村 方斗英（日興アセットマネジメント オルタナティブ運用部 ファンドマネージャー） 

新規
テーマ

債券ポートフォリオマネジメント業務｠｠

日本橋キャンパス　12月 1日 (金 )
ベンチマークに対するグローバル債券アクティブ運用に焦点を当て、ポートフォリオ・マネジャーが実際にどのような業務を行っているのか、
市場の分析から戦略立案、ポートフォリオにおける戦略の実行、債券売買までの実務につき解説します。また、昨今の低金利環境下における
債券運用の課題や最近のトレンドも紹介します。
詳細・講師 実務で必要な基礎知識／経済指標及びマーケットの見方  

債券運用戦略の実行  
低金利（マイナス金利）環境における債券運用のトレンド  

横谷 宏史（アライアンス・バーンスタイン 執行役員 運用戦略部長） 

新規
テーマ

会場
早稲田大学日本橋キャンパス
（地下鉄日本橋駅直結）
東京都中央区日本橋 1-4-1  COREDO日本橋 5F
WASEDA NEO

■カリキュラム例　̶ 春季・夏季・秋季・冬季 開講 ̶

本講座は、企業金融の実務を幅広い範囲で基礎から応用までフルに学ぶ講座です。企業金融とは、企業価値を最大化するための
投資行動と財務手段で、具体的には、M&A・事業投資や株式・債券発行による資金調達の実践です。専門的かつ高度な分野です
が、長年の経験に裏打ちされたインベンストメント・バンカーが体験談を踏まえて説明しますので、より深い理解が得られます。

※早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターと日経メディアマーケティング株式会社との共催です。

インベストメント・バンキング講座

資産運用会社の主な部門について、その概観と基本的な業務内容をわかりやすく解説します。それぞれの
役割や組織全体での位置づけ、一連のオペレーションプロセスが把握できます。なお、本講義のみ、業務経
験が比較的浅く、まずは必要となる基礎知識を固めておきたい、という方を対象にしています。
■金融法人
投資銀行及びコンサルティングファームの実務者アセットマネジメント会社の運用部門の方
■事業法人
経営企画部門 M&A担当の方/財務部門 資金調達担当の方/
新規事業開発担当の方/投資事業管理部門の方/IR部門の方
早稲田大学早稲田キャンパス　　　　定　　　　員　　各回25名
日経メディアマーケティング株式会社　早稲田大学FM&IB講座事務局
TEL 03-5295-6240（休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時）
E-mail｠wasedafmib@nikkeimm.co.jp
HPをご覧下さい。　http://www.nikkeimm.co.jp/solution/waseda/investment.html

対 象

会 場
お 申 込 み
お 問 合 せ

詳 細

基
礎

M
&
A

M&A 戦略の構築と実務プロセス
M&Aの目的と具体的な進め方。ディールのキックオフからクロージングまでの流れを追いながら、現場で直面する様々な問題を取り
上げます。
受講料 27,000 円 講師 宮川 圭治（リンカーン・インターナショナル会長／元ドイツ証券 副会長 M&A部門責任者）

財
務

M&A プライベート・エクイティ～オリジナル・ケーススタディ
投資ファンドの行動様式。増加の一途をたどるプライベート・エクイティ（投資ファンド）絡みの M&A。その実像と行動様式につい
て学びます。
受講料 27,000 円 講師 河野 公泰（ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント オルタナティブ・インベストメンツ・アンド・マネージャー・セレクション部長）

M&A Go or Not Go の意思決定モデル～オリジナル・ケーススタディ
各種分析手法の研究。経営者と資本市場の双方が重視する EPS変動分析と、ファンドが買手の場合に使用される LBO収益モデル分析
を解説します。
受講料 32,000 円 講師 服部 暢達（早稲田大学大学院 経営管理研究科 客員教授）

受講料 27,000 円 講師 小泉 泰郎（FiNC 代表取締役副社長 CFO兼 CSO／元ゴールドマン・サックス証券 資本市場本部 共同本部長）

ベンチャーファイナンス～オリジナル・ケーススタディ
未公開企業の資金調達。企業価値の算出方法から、具体的な株式発行、ストックオプションの留意点、EXITとしての IPO、M&Aま
で解説します。

新規株式公開（IPO）～オリジナル・ケーススタディ
体験談と完成度の高いケーススタディで、新規株式公開（IPO）のプロセスが実感を伴って理解できます。
受講料 27,000 円 講師 早川　亮（元ドイツ証券株式会社　株式資本市場部 ディレクター）

■カリキュラム例　̶ 夏季・冬季 開講 ̶

財務分析
財務戦略の前提知識となる財務諸表・財務指標分析など、財務会計の基礎を学習します。
受講料 32,000 円　時間 13:00 ～ 17:00 講師　内倉 栄三（元ゴールドマン・サックス証券 投資調査部門／投資銀行部門） 

財務戦略の理論と実務～オリジナル・ケーススタディ
財務戦略に関する理論的な知識武装を目的とし、基本的な企業価値評価のフレームワークを学びます。
受講料 48,000 円　時間 13:00 ～ 17:00 講師　植木 務（元 J.P. モルガン証券 投資銀行本部 金融法人部共同責任者）  

早稲田大学 26号館
（地下鉄早稲田駅徒歩 5分）
東京都新宿区早稲田鶴巻町 516-1
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理論と実務のバランスを重視した人材育成プログラムにより、事業会社の財務戦略を担う人材を育成します。財務戦略を理解す
るための必須科目を短期間で集中的に学び、知識の体系化を図ります。

OFF-JT研修プログラム  コーポレートファイナンスの基礎
高度金融人材産学協議会 産学連携プログラム～財務戦略を実務に即して体系的に学ぶ～

・事業法人の財務担当者
・営業・事業部門において財務の知識を身につけたい方
・金融機関において事業法人の財務部門との取引やアドバイスを行う方
早稲田大学早稲田キャンパス      
30名        
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1　11号館3階
FAX 03-3202-4274　E-mail｠wibf@list.waseda.jp
HPをご覧ください。　http://www.waseda.jp/fcom/wbf

対 象

会 場
定 員
お 申 込 み
お 問 合 せ

詳 細

スポーツビジネスとマネジメントを学び実力アップに繋げたいと願う方
早稲田大学早稲田キャンパス
20名        
早稲田大学スポーツ科学研究センタースポーツMBA Essence事務局
TEL 0429-47-6849　E-mail｠sport-mbaessence@list.waseda.jp
HPをご覧ください。　http://www.waseda.jp/prj-sportmba/

対 象
会 場
定 員
お 申 込 み
お 問 合 せ
詳 細

スポーツMBA Essence（Sport Master of Business Administration Essence） は、スポーツビジネスに関わる仕事に携わるなど、
これからのスポーツビジネス界を担うためにスポーツマネジメントに関する知識を必要とする社会人向けの教育プログラムで
す。学位取得を求めないノンディグリーのプログラムで、週1回、半年間という限られた時間の中で、スポーツビジネスに関連す
る重要な要素を体系的に学ぶことができます。スポーツビジネスを専門とする早稲田大学スポーツ科学学術院の教授陣に加え
て、ビジネスの専門家である早稲田大学ビジネススクール教授陣によっても講義やディスカッションが展開されます。

スポーツMBA Essence
～スポーツビジネスに必要な知識を集中的に習得する～

財務諸表分析
・企業の財務的な健全性等の評価　・予測財務諸表と財務計画の作成
講　師 海老原 崇 ( 武蔵大学経済学部 教授 )

資本構成と資金調達
・ファイナンスの基礎　・デットファイナンスと格付け　・エクイティファイナンスと IR　・DCFによる企業価値算定　・最適資本構成
・事業会社の格付けに関するポイント　・資本政策とマーケット
講　師 内倉 栄三（株式会社YUMEキャピタル 代表取締役）
 保田 隆明（神戸大学大学院経営学研究科 准教授）
 久保田 穣（大和証券株式会社　グローバル・インベストメント・バンキング担当役員付　審議役）

企業価値と投資決定
・EVAの活用方法＋投資評価の手法　・グローバル企業の資本コストとケーススタディ　・株価倍率指標分析　・類似会社比較と類似案件比較
・M&Aの意思決定 
講　師 内倉 栄三（株式会社YUMEキャピタル 代表取締役）
 鈴木 一功（早稲田大学大学院経営管理研究科 教授）
 服部 暢達（早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授）

資産運用の基礎と企業年金
・ポートフォリオ理論の基礎と資本コスト　・年金財務
講　師 鈴木 一功（早稲田大学大学院経営管理研究科 教授）
 枇杷 高志（有限会社あずさ監査法人 パートナー） 

デリバティブと為替管理
・為替リスクマネジメント　・オプション理論の考え方と応用
講　師 若林 公子（有限会社アイデクス代表取締役）
 大村 敬一（早稲田大学大学院経営管理研究科　教授）

■ 2017年度スケジュール
■ 2017年度カリキュラム例　－8月下旬から3月下旬　毎週月曜日夜19時から22時開講－2017年12月4日（月）、12月12日（火）、12月19日（火）、2018年1月12日（金）、1月22日（月）、1月29日（月） ※全6日間

スポーツを取り巻く環境（文化・社会）を理解する基礎的な科目
詳細・講師 近代スポーツの歴史 石井 昌幸（スポーツ科学学術院 教授）
 スポーツとメディア 佐野 慎輔（産業経済新聞社特別記者兼論説委員）
 スポーツインテグリティ 友添 秀則（スポーツ科学学術院 教授）

スポーツビジネス・マネジメントに関する専門的な科目
詳細・講師 アジアのスポーツビジネス 大井 義洋（電通 スポーツ局サッカー事業室長）
 国際サッカーのガバナンス 杉原 海太（FIFAコンサルタント）
 スポーツスポンサーシップ 秦 英之（ニールセンスポーツ代表取締役社長）
 スポーツと社会貢献 原田 尚幸（和光大学　教授）
 スポーツビジネス概論、スポーツツーリズムと地方創生 原田 宗彦（スポーツ科学学術院 教授）
 スポーツマーケティングⅠ・Ⅱ 松岡 宏高（スポーツ科学学術院 教授）
 スポーツビジネスと法 松本 泰介（スポーツ科学学術院 准教授 弁護士）
 スポーツ政策／スタジアム・アリーナビジネス 間野 義之（スポーツ科学学術院 教授）
 スポーツと経済 ̶ メガスポーツイベントの波及効果 ̶ 三﨑 冨査雄（野村総合研究所 コンサルティング事業本部パートナー）

ビジネススクール科目
詳細・講師 経済学 岩村 充（WBS 教授）
 人材・組織 杉浦 正和（WBS 教授）
 マーケティング・戦略 永井 猛（WBS 教授）
 アカウンティング　 西山 茂（WBS 教授）
 新規事業戦略 長谷川 博和（WBS 教授）
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早稲田大学ビジネススクールエグゼクティブ教育担当講師一覧 （50音順）

淺羽 茂 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Shigeru Asaba
•専門分野：経営戦略
東京大学経済学部卒業。東京大学大学院経済学研究科修了。博士（経済学）。カリフォルニア大学ロサンジェル
ス校経営大学院修了。Ph.D（Management）。学習院大学を経て、2013年から現職。競争戦略、企業戦略、国際経営、
ビジネスモデル、ファミリービジネスが現在の研究分野。

蟻川 靖浩 早稲田大学ビジネススクール准教授 Assoc. Prof. Yasuhiro Arikawa
•専門分野：経済、コーポレートファイナンス
1992年早稲田大学政治経済学部卒業。2000年同大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。
山形大学人文学部助教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科開設準備室助教授等を経て現職。
専門はコーポレート・ガバナンスとコーポレート・ファイナンス。
Journal of Economic Behavior & Organizationなど国際的な学術誌に積極的に論文を発表している。

井上 達彦 教授（商学部） Prof. Tatsuhiko Inoue
•専門分野：ビジネスモデル・デザイン、経営組織論
早稲田大学商学学術院教授、早稲田大学インキュベーション推進室室長。1997年神戸大学大学院経営学研究科
博士課程修了、博士号（経営学）を取得。広島大学社会人大学院マネジメント専攻助教授、早稲田大学商学部助教
授などを経て、2008年から早稲田大学商学学術院教授。2003年経営情報学会論文賞受賞。経済産業研究所ファカ
ルティフェロー（2011-2013）米ペンシルベニア大学ウォートン経営大学院シニアフェロー（2012-2014）を歴任。

今村 英明 早稲田大学ビジネススクール客員教授 Prof. Hideaki Imamura  
•専門分野：経営戦略、ビジネス・マーケティング、企業変革のマネジメント、リーダー育成
東京大学経済学部経済学科卒業、スタンフォード大学経営大学院修士課程修了（MBA）。三菱商事、ボストン・
コンサルティング・グループ（BCG）に勤務。BCGではマネージングディレクター、上海事務所所長、日本法人
代表取締役などを歴任。現信州大学社会科学系学術研究院教授。

岩村 充 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Mitsuru Iwamura
•専門分野：金融論
東京大学経済学部卒業。日本銀行を経て1998年より早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授。2007年、研究
科統合により現職。2014年～2016年早稲田大学WBS研究センター所長。博士（国際情報通信学）。

植岡 敬典 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師 Prof. Yukinori Ueoka  
•専門分野：経営戦略、事業戦略、経営再建・事業再生、事業再成長、経営者育成
慶應義塾大学文学部心理学科卒業。服部セイコー（現セイコーHD）、三井銀行（現三井住友銀行）・三井銀総合研
究所（現日本総研）、コーポレイトディレクションを経て、 2000年ストラテジーコンサルティングパートナーズ
代表取締役社長に就任、現在に至る。ミスミ執行役員（2000-2002）、ユアサバッテリー販売社外取締役（2002-2004）、
リリカラ社外取締役（2014-）を兼務。

内田 和成 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Kazunari Uchida  
•専門分野：競争戦略論、リーダーシップ論
東京大学工学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA）。日本航空を経て、ボストンコンサルティ
ンググループ（BCG）入社。2000年6月から2004年12月まで BCG日本代表。2006年から現職。

大滝 令嗣 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Reiji Ohtaki  
•専門分野：グローバル組織、人材マネジメント、グローバルリーダーシップ
東北大学工学部卒。カリフォルニア大学電子工学科博士課程修了。博士（工学）。（株）東芝を経てマーサージャ
パン代表取締役社長、同社アジア地域代表、ヘイコンサルティング社アジア地域代表、エーオンヒューイットジャ
パン代表取締役社長を歴任。元シンガポール経済開発庁取締役。2006年から現職。

川本 裕子 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Yuko Kawamoto  
•専門分野：金融機関の経営、コーポレートガバナンス
東京大学文学部社会心理学科卒業。オックスフォード大学大学院開発経済学修士課程修了。東京銀行、マッキ
ンゼー＆カンパニー東京支社、パリ勤務等を経て現職。

入山 章栄 早稲田大学ビジネススクール准教授Assoc. Prof. Akie Iriyama  
•専門分野：経営戦略論、国際経営論
慶應義塾大学経済学部卒業。三菱総合研究所を経て、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院より Ph.D.（経営
学）を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授に就任。2013年から現職。

恩藏 直人 教授（商学部） Prof. Naoto Onzo   
•専門分野：マーケティング戦略
早稲田大学商学部卒業。同商学部助教授等を経て、1996年教授。2008年9月より2012年9月まで早稲田大学商学
学術院長兼商学部長。2013年から早稲田大学理事、広報室長。博士（商学）。公職は財務省「財政制度等審議会」
専門委員、日本消費者行動研究学会会長、公認会計士試験委員などを歴任。

大村 敬一 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Keiichi Omura   
•専門分野：コーポレートファイナンス、応用ファイナンス
慶應義塾大学商学部卒業。同大学院経済学研究科博士課程終了。法政大学より経済学博士号取得。法政大学経済学
部教授、早稲田大学商学部教授、マサチューセッツ工科大学客員研究員、ミシガン大学客員研究員、ニューヨーク大
学客員研究員等を経て、現職。この間、早稲田大学大学院ファイナンス研究科長、証券アナリスト試験委員／カリキュ
ラム委員長、大蔵省財務総合政策研究所特別研究官、内閣府官房審議官、日本ファイナンス学会会長、日本リアルオプ
ション学会会長等を歴任。

川上 智子 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Tomoko Kawakami 
•専門分野：マーケティング
大阪大学文学部卒業。ミノルタカメラ株式会社（現コニカミノルタ）入社。基礎研究所で新製品開発・マーケティ
ングに従事。大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。
博士（商学）。関西大学教授等を経て、2015年から現職。

川口 有一郎 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Yuichiro Kawaguchi   
•専門分野：不動産金融工学、リアルオプション、マクロ・ファイナンスと不動産経済学
防衛大学校（土木工学）卒業、博士（工学）東京大学。英国ケンブリッジ大学土地経済学科客員研究員、東京大学
空間情報科学研究センター客員教授、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授、京都大学経済
研究所客員教授、明海大学不動産学部教授等を経て現職。新しい実学「不動産金融工学」を創始、日本不動産金
融工学学会会長。

太田 正孝 教授（商学部） Prof. Masataka Ota  
•専門分野：国際マーケティングマネジメント、異文化マネジメント
早稲田大学第一商学部卒業。同大学院商学研究科博士前期課程修了。同後期課程単位取得満期退学。博士（商学）。
同大学商学部助教授を経て、1994年から教授。1999年～2001年 MITスローンスクール客員研究員。2004年～
2008年 早稲田大学大学院商学研究科長、2008年～2010年早稲田大学常任理事（教務・国際担当）。2010年から早
稲田大学アジア・サービス・ビジネス研究所所長。2014年 IMD客員教授、ケンブリッジ大学Associate。

池上 重輔 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Jusuke Ikegami
•専門分野：国際経営、経営戦略、マーケティング、新規事業開拓
早稲田大学商学部卒業。一橋大学経営学博士。英国ケンブリッジ大学経営大学院MBA。ボストンコンサルティン
ググループを経て、マスターフーズブランドマネジャー、ソフトバンクECホールディングス新規事業統括ディレ
クター、ニッセイ・キャピタル（株）チープベンチャーキャピタリストなどを歴任。早稲田大学商学部准教授、同
大留学センター准教授を経て、2016年より現職。グローバル企業向けのエグゼグティブプログラムの立案・運営・
講義の経験が豊富。

菅野 寛 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Hiroshi Kanno
•専門分野：オペレーションマネジメント、経営戦略、経営実践論
東京工業大学工学部卒。同大学院修士課程修了。㈱日建設計に勤務した後、米国カーネギーメロン大学にて経営工学修士取得。
その後、ボストン・コンサルティング・グループに入社し、十数年間、日本およびグローバル企業に対してさまざまなコンサルティング・
サービスを提供。主として製造業、ハイテク/IT、テレコミュニケーション、メディア企業のコンサルティングを手掛ける。BCGにおいて
パートナー＆マネージング・ディレクター職、Technologies, Media and Telecommunication Practiceのアジア/パシフィック地
区リーダーを経て2008年より一橋大学 大学院 国際企業戦略研究科 教授。 2012年4月から2014年3月まで一橋大学大学院 
国際企業戦略研究科 研究科長。 2016年9月より早稲田大学ビジネススクール教授。



杉浦 正和 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Masakazu Sugiura  
•専門分野：人材マネジメント、組織マネジメント、人事マネジメント、リーダーシップ開発
京都大学卒業（社会学専攻）。スタンフォード大学経営大学院修了（MBA）。日産自動車（海外企画部）、ベイン、マー
サー（コンサルテング）、シティバンク（リーダシップ開発）、シュローダー（グループ人事部長、確定拠出年金部長）
を経て、2004年から早稲田大学で教鞭を取り、2008年から現職。

早稲田大学ビジネススクールエグゼクティブ教育担当講師一覧 （50音順）
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西山 茂 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Shigeru Nishiyama 
•専門分野：会計学、企業財務論
早稲田大学政治経済学部卒業。ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営学修士課程修了（MBA）。博士（学術）
（早稲田大学）。公認会計士。監査法人ト－マツ等を経て、2002年から早稲田大学大学院で教鞭をとる。

根来 龍之 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Tatsuyuki Negoro  
•専門分野：競争戦略、ビジネスモデル、ネット＆モバイルビジネス、プラットフォーム戦略、ITと経営
京都大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA）。鉄鋼メーカー、英ハル大学客員研究員、
文教大学などを経て、2001年から現職。早稲田大学 IT戦略研究所所長。 経営情報学会会長、国際CIO学会副会長、
CRM協議会副理事長、オンラインショッピング大賞実行委員委員長、マイルズ賞（VE）審査員などを歴任。

守口 剛 教授（商学部） Prof. Takeshi Moriguchi  
•専門分野：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、消費者行動論
早稲田大学 商学学術院 教授早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。東京工業大学大学院博士課程理工学研究科
経営工学専攻修了。博士（工学）。財団法人流通経済研究所、立教大学を経て、2005年から現職。 

山田 英夫  早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Hideo Yamada
•専門分野：競争戦略、ビジネスモデル
慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA）後、（株）三菱総合研究所にて大企業のコンサルティングに従事。
1989年早稲田大学に移籍。博士（学術）早稲田大学。山之内製薬（株）（2001～2005）、アステラス製薬（株）（2005～
2012）、NEC（株）（2001～）の社外監査役を歴任。

米田 隆 早稲田大学ビジネススクール客員教授 Prof. Takashi Yoneda  
•専門分野：財務戦略、ファミリービジネス、金融マーケティング
早稲田大学法学部卒業後、（株）日本興業銀行入行。同行より米国フレッチャー法律外交大学院に企業派遣留学。
法律外交大学院修士号取得。1991年同行退職後、国際経営コンサルティング会社（株）グローバル・リンク・アソ
シエイツ（GLA）を設立、代表取締役に就任。1996年（株）グローバル・ベンチャー・キャピタルを共同設立パート
ナーとして設立。同社取締役に就任。1999年LPL日本証券株式会社（現 PWM日本証券株式会社）を設立、代表取
締役社長に就任。2010年同社取締役会長を退任し、GLAに復帰。2012年公益社団法人アナリスト協会プライベー
トバンキング教育委員会委員長就任。 

樋原 伸彦 早稲田大学ビジネススクール准教授 Assoc. Prof. Nobuhiko Hibara  
•専門分野：金融仲介論（VC、銀行）、企業金融（CVC、内部資本市場）、イノベーションのためのファイナンス戦略、 
               金融市場と政治
東京大学教養学部教養学科（国際関係論）卒業、東京銀行（現・三菱東京UFJ銀行）入行。世銀コンサルタント、
通商産業研究所（現・経済産業研究所）客員研究員、米コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所助手、
カナダ・サスカチュワン大学ビジネススクール助教授等を経て、2011年から現職。米コロンビア大学Ph.D。

長谷川 博和 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Hirokazu Hasegawa  
•専門分野：新規事業開発・ベンチャービジネス・ファミリービジネス
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程修了（学術博士）。野村総合研究所、株式会社ジャフコを経
てグローバルベンチャーキャピタル株式会社を創業。代表取締役社長を経て現在も会長。2012年から現職。
2016年より早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター所長。

̶ 早稲田大学ビジネススクール（専門職学位課程）プログラムのご案内 ̶

鶴谷 武親  早稲田大学ビジネススクール客員准教授 Assoc. Prof. Takechika Tsurutani  
•専門分野：クリティカルシンキング教育、ベンチャー経営、UI、ITビジネス、コンテンツビジネス
埼玉大学教養学部卒。セコム、デジタルハリウッド取締役、ドコモ子会社取締役を経て、ポリゴンマジック株式会社・
フューチャーインスティテュート株式会社代表取締役、NPO法人 CANVAS評議員、メディカルフィットネスラ
ボラトリー代表取締役会長。多摩美術大学講師を経て、2005年より早稲田大学大学院で教鞭をとる。

永吉 実武 静岡大学学術院融合・グローバル領域 講師、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター招聘研究員Adjunct Researcher, Institute for Business and Finance Sanetake Nagayoshi

•専門分野：経営情報システム、経営管理、ビジネスプロセスマネジメント、企業変革
一橋大学商学部卒業。筑波大学大学院修了 修士（経営学）。東京工業大学大学院修了 博士（学術）。株式会社
NTTデータ、株式会社 ヘッドストロング・ジャパン、東京工業大学大学院・社会理工学研究科 経営工学専攻特
任准教授。エジプト・日本科学技術大学 特任准教授等を経て、2013年より現職。

平野 正雄 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Masao Hirano  
•専門分野：企業経営戦略、M&A、グローバル化
東京大学工学部反応化学科修士課程修了、スタンフォード大学経済工学修士課程修了、工学博士（東京大学）。
日揮を経てマッキンゼー・アンド・カンパニー、カーライル・グループに勤務。元マッキンゼー・アンド・カンパニー 
ディレクター／日本支社長、元カーライル・グループ マネージングディレクター/共同代表。

竹内 規彦 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Norihiko Takeuchi  
•専門分野：組織行動学／人材・組織マネジメント／産業・組織心理学
名古屋大学大学院国際開発研究科博士後期課程修了。博士（学術）学位取得。
東京理科大学経営学部准教授、青山学院大学大学院経営学研究科（戦略経営・知的財産権プログラム）准教授等
を経て、2012年より現職。個別の専門領域は、従業員のモチベーション、キャリア開発、チーム・ビルディング、リー
ダーシップ、組織変革など。

平井 孝志 早稲田大学ビジネススクール客員教授 Prof. Takashi Hirai  
•専門分野：総合経営、経営戦略論、グローバルマーケティング、ビジネスモデル
東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、ベイン･アンド･カンパニー、デル及びスターバックスなど複数
の事業会社を経て、ローランド・ベルガーに参画。米国マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 MBA。
博士（学術）早稲田大学。現ローランド・ベルガー執行役員、シニアパートナー。
2015年より早稲田大学ビジネススクール客員教授。

詳しくは、HPをご覧ください。　https://www.waseda.jp/fcom/wbs/

■全日制グローバル  グローバルマインドを備えたビジネスリーダーを育成
■１年制総合（全日制）  凝縮された１年間の学びで価値あるジェネラリストに
■夜間主総合  総合能力+αを手に入れる高密度プログラム
■夜間主プロフェッショナル マネジメント専修  高度な知識を備えたMBAホルダーに
■夜間主プロフェッショナル ファイナンス専修  財務・金融のスペシャリストを養成
■MSc in Finance（全日制）  グローバルに活躍するファイナンスのプロを養成
■早稲田－ナンヤンダブルMBA  英語で学び世界へ羽ばたくリーダーに

早稲田大学ビジネススクール（WBS）は、1年
または2年間での学位取得を目指した専門職
学位過程（大学院）です。
グローバルな環境下での将来のビジネスリー
ダー・経営幹部およびマネジメント・ファイナ
ンス分野の専門を究めたプロフェッショナル
育成を教育目標として右記7つのプログラム
を提供しています。

鈴木 一功 早稲田大学ビジネススクール教授 Prof. Kazunori Suzuki
•専門分野：コーポレート・ファイナンス
東京大学法学部卒業。富士銀行（現みずほ銀行）に入社し、主にM&A部門のチーフアナリストとして、企業価値評
価モデル開発等を担当。INSEAD（欧州経営大学院）よりMBA取得。その後、ロンドン大学（London Business 
School）よりPh.D.（Finance）を取得。中央大学国際会計研究科教授等を経て、2012年より現職。「証券アナリスト
ジャーナル」編集委員、みずほ銀行コーポレートアドバイザリー部の企業価値評価外部アドバイザーも務める。

謝　凱宇 早稲田大学ビジネススクール准教授 Assoc Prof. Kai-Yu HSIEH
•専門分野：グローバル経営、人材組織
台湾出身。国立清華大学工学部卒業、国立台湾大学経営学研究科修了。英ロンドン・ビジネス・スクールより経
営学修士号、博士号（PhD）を取得。英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、シンガポール国立大学を経て、
2014年から現職。
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