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アジアの2大拠点、シンガポールと東京で学び、

国際派ビジネスパーソンとしての能力アップをめざす約14か月の集中プログラムです。

プログラムの大きな特長は、ナンヤン・早稲田両校の学位を同時に取得できるダブルMBAである点です。

すべての授業は英語で行われ、コア科目は主にシンガポール国立南
ナン

洋
ヤン

理工大学ナンヤンビジネススクール（NBS）で、

また専門科目は主に早稲田大学ビジネススクール（WBS）で受講します。

シンガポールと東京で学び
ふたつのMBAを英語で取得

シンガポール国立ナンヤン理工大学のビジネススク
ールは、世界MBAランキングで常に上位に名を連ね
ています。本プログラムは、日本のビジネススクール
として最上位※のWBSと連携した、新たな時代を切
り拓くビジネスリーダーの育成プログラムとして高い
評価を得ています。
※ QS Global MBA Rankings 2020, Eduniversal Best Masters 

Ranking 2019 (MBA full time)

アジアトップクラスの 
ナンヤンビジネススクールとの連携

1特色
TOKYO



グローバルな企業の第一線で活躍するビジネスパー
ソンが参加するカリキュラム構成を実現。現役のマネ
ジメント層を授業に招聘し、国際的な企業との交流
も実施しています。またJapan Industry Studiesで
は、日本を代表する世界的な企業を訪問します。この
視察は、日本の製造および技術管理がどのように実
践されているかを直に学習、観察する絶好の機会と
なっており、ディスカッションを通して理解を深めます。

ビジネスと直結した
実践的なカリキュラム

本プログラムでは、WBSおよびNBSに入学する350
名超の学生達が同期生となります。世界各国から集
まってきた優秀な人材と共に学ぶことができ、ダイ
バーシティに富んだネットワークづくりに最適な環境
です。また、両校が有する幅広い修了生ネットワーク
とビジネス界との強い絆は、急速な発展を遂げるア
ジアビジネスにおける貴重な財産となります。将来、
様々な国で活躍するグローバルリーダーをめざす学
生にとって、飛躍への基盤になることでしょう。

世界の学生との
ネットワーク

2特色 3特色
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1学期

WBS Course 専門科目 ・Organizational Strategies of Japanese Companies in Asia

＜モジュール＞
Leading People 

Globally

ナンヤン
理工大学

NBS Courses コア科目

・Finance
・Accounting
・Marketing
・Technology & e-Business (full course)
・Economics and Markets (half course)

2学期
NBS Courses

コア科目
・Strategic Management
・Analytics for Decision Making (half course)
・Corporate Governance and Ethics  (half course)

専門科目
・Enterprenuership
・Supply Chain Management (half course)
・Leading People Globally

WBS Courses 専門科目 ・Life Sciences: A Business Perspective
・Business Strategy in Content Business

3学期
WBS Courses

コア科目 ・General Management

早稲田大学専門科目

・Operations Management
・Human Resource Development of Global Business Leader
・Technology Strategy and Management
・Problem Solving from General Management Perspective
・Japanese Management
・Venture Capital Financing
・Strategic IT Management
・Management Issues in Japan Business
・Technology and Operation Management
・Innovation Management
・Strategic Service Management

Specialized Reserch & Paper ・Japan Industry Studies

早稲田-ナンヤンダブルMBAは、日本とシンガポールの二つのトップビジネススクールがパ
ートナーシップを組み、日本で最初の国際ダブルMBAとして2006年から提供しているプロ
グラムです。このプログラムでは、両国それぞれにおいて特徴のある学びを提供するカリキュ
ラムが組まれています。
プログラム設立当初から目指しているのは、日本企業を含む大手多国籍企業の幹部として、
グローバル、特にアジア地域で活躍する人材の育成です。このプログラムに参加する人材に
求められるものは、卒業後、成長性の高いアジア市場で活躍しようという志です。そのため
に人的なネットワークを積極的に活用して行こうとする強い意志も必要でしょう。
ナンヤン理工大学においてはMBAの基礎となるコア科目を中心に履修し、グローバルリー
ダーとしての基礎を身に付けます。早稲田大学においてはそれぞれの興味関心に応じた専
門科目を中心に履修することで、プログラムを通して基礎から応用までバランスよく学ぶこと
ができます。厳選されたプログラムを14か月に凝縮して学ぶこのダブルMBAに、グローバ
ルなビジネスリーダーを目指す皆さんの参加をお待ちしています。

ふたつのトップ校が連携して提供する
ベストプログラム

早稲田-ナンヤン ダブルMBA
プログラムディレクター

大滝 令嗣 教授

＊講義内容は変更されることがあります。

シンガポールと東京で学ぶ、約1年間のプログラム

［ 年間スケジュール ］オリエンテーション：7月末
第1学期（シンガポール）：8月～10月　第2学期（シンガポール）：11月～2月　第3学期（東京）：4月～8月

［　 カリキュラム　 ］修了要件：9基礎科目＋Leading People Globally Module＋16専門科目＋Japan Industry Studyゼミ
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1. Application Form （願書）
2. Resume or CV 
　（Curriculum Vitae、 英文履歴書）
3.  Transcripts of Academic 

Records
4. GMAT又はGREスコア
5. TOEFL又はIELTSスコア
6. Referee’s Report （推薦状）
7. 写真（パスポートサイズ）
8. 出願料 100シンガポールドル

出願書類

日本の早稲田から、世界のWASEDAへ

QS World University Ranking : 
Global MBA Rankings 2020

アジア

位17
日本国内

位1
日本国内

位1
東アジア

位5Eduniversal Best Masters 
Ranking 2019 (MBA full time)

［出 願 情 報］

世界各国から優秀な人材の受け入れを目指し、AO（Admissions Office）方式
による入学選考を採用しています。一般にAO方式は、志願者から提出された出
願書類すべてに対する審査を行い、特に職務経歴、学習意欲と問題意識を重視
して総合的な判定を行う選考方法です。
出願はNTUウェブサイトにてオンライン出願方式によ
り受け付けております。詳細は右記よりご確認下さい。

入学者選抜方法・出願方法

・学士号以上の学位を取得した者
・ 入学時点で、満2年以上の実務経

験を有する者
・ 優秀なGMAT又はGREいずれか

のスコアを有する者
・ 優秀なTOEFL又はIELTSいずれか

のスコアを有する者

出願資格

（英語を母語とする者および大学に
おける履修言語が英語であった者
を除く）

学生数、常勤教員数ともに日本最大規模を誇るWBSは、多様性に富んだ学びの環境や、規模を活かしたビ
ジネスネットワークの実現を可能にしている国内屈指のビジネススクールです。「実務とアカデミズムの融合」
が大きな特徴で、研究者としての実績を持つ教員、ビジネスの第一線で実務経験豊かな教員、実務とアカデ
ミックの両方のバックグランドを兼ね備えた教員など、多様性に富んだ人材がそれぞれの強みを活かして講
義を展開します。このように「実践知」を標榜し、今やグローバルスタンダードである「ビジネス＋ファイナンス」
というバランスのとれたカリキュラム展開は実業界・学界からも高い評価を受けています。WBSは2019年
にEQUIS※、2020年にAACSB※の認証を受け、NBSと同様にダブルクラウンとなりました。

早稲田大学ビジネススクール（WBS）

※ EQUIS（European Quality Improvement System） ビジネス研究・経営学カリキュラムの品質評価と資格認定を行うシステム
　AACSB（The Association to Adavanced Collegiate Schools of Buisiness） マネジメント教育の水準を認定している認証機関



毎年10月1日から出願期間が開始
されます。
出願期間は下記の通りです。
Round 1：10月1日～11月1日
Round 2：11月2日～1月15日
Round 3：1月16日～3月31日

出願期間

費用

入学金 10,000

授業料 56,340.00

諸経費 522.50

合計 66,862.50

※GSTを含む。シンガポール及び日本
での住居費や生活費は含まれません。

（参考：NBS寮費 S$400～）

費用（シンガポールドル）※

奨学金額200万円（最大）
ダブルディグリー取得をめざす日本
人学生※を対象とした奨学金制度
で、出願時に申請し、入学前に採用
が内定します。

予約型（入学前）奨学金

※在留資格が「永住者」「定住者」「日
本人（永住者）の配偶者、子」の方も
対象になります。

1. 大学での成績、学力
  （TOEFL又はIELTS、GMAT又はGRE）
2. 実務経験
3. 小論文および推薦状
4. 一次選考合格者に対する面接

選考基準

（シンガポール国内の出願者は対
面、同国外からの出願者は電話もし
くはスカイプやTV会議システム等
利用）

アジアトップ校のナンヤンビジネススクールで学ぶ

MBA世界トップ100
（Financial Times 2020） 位35

世界国際競争力ランキング
（IMD World Competitiveness ranking 2019）

位1シンガポール　

世界水準を誇り、アジアでトップクラスのビジネススクールに選ばれているNBSは、アジアでは3番目にEQUIS

とAACSBの両方から認証を受けたビジネススクールです。アジアを中心にグローバルなビジネスリーダーを
育成するという使命を掲げ、優れた教育、革新的なカリキュラムと質の高い研究に取り組んでおり、世界のト
ップクラスの大学との提携を通じて、学生が国際的な場での経験を重ねることのできる有益な機会を提供し
ています。150名の専任教授陣は、経営、マーケティング、IT、ファイナンス、会計の分野において第一線で活躍
しています。また、卒業生はシンガポールやアジアの産業界や政府機関で重要な地位を占めています。

ナンヤンビジネススクール（NBS）

※シンガポール国立南
ナン

洋
ヤン

理工大学とは　
QS World University Rankings 2020では11位にランキングされる、アジア屈指の名門国立大学です。専門性の高い職業・産業・ビジ
ネスのトップに立つリーダーの育成と、ビジネス・技術・コミュニケーション・教育・生命科学の分野における研究開発の促進を使命とし、
世界中から精鋭の研究者が集まっています。そして卒業生はアジアやその他の地域における学問、社会、経済の発展に影響を与えています。



修了年月：2019年9月
丸紅株式会社企業派遣

多田 亮介さん

本プログラムがダイバーシティを1つの特
色として打ち出している通り、2018年度入
学のMBAクラスは計25か国、88名で構成
され、勤務地、職務経歴、年齢、性別、専
門分野もしっかりと分散されていた為、講
義内でのクラスメートとの議論はもちろん、
日々の何気ない会話からも視野が広がる多
くの刺激を受けることができました。特に早
稲田・ナンヤン ダブルMBAの場合は、日
本の文化や日本人の感性が日本企業をど
のように形作り、影響を与えているのか、と
いった「日本企業のグローバル化」に欠か

せない論点をグローバルな仲間たちと学び
合うことになります。通常のビジネススクー
ルで学べるファイナンスや会計、マーケテ
ィング、人事戦略などの知識に加え、本プ
ログラムでは自らの価値観、人生の在り方
を根本から見つめなおす貴重な機会と刺
激が得られることをお約束します。シンガポ
ールと東京で共同生活をすることで他では
得られない強固な友情が築かれます。私自
身、日々のビジネスシーンで互いにコミュニ
ケーションを取り合っており、これは一生の
宝物です。

2030年のアジア経済を担う次世代リーダー達から受ける強烈な刺激

Broadening career horizons

I was very surprised by the quantity 
and quality of guest speaker sessions
included in this program. The sessions 
were insightful, allowing participants 
to interact with managements and see 
things from different perspectives.
The attractivenes of the program 
are the diversity of the participants 
and the opportunity for culture 
immersion in Japan and Singapore. 
Having classmates coming from 
different cultures and backgrounds 
made for a truly international and 
exciting environment that fostered 

friendly competition and learning 
from each other. Most importantly, 
to make friends and build networks 
at Waseda, there are “Circles” for all 
MBA participants who are working 
or interested in the same industry. 
The system provides a platform for 
industry messaging and network 
exchange that can be helpful for those 
who are looking for jobs in Japan.
What I have learned and gained 
from this program will broaden my 
career horizons and continue to bring 
changes and surprises to my life.

修了年月：2018年9月 
出身：台湾

HSU, Ning

Challenging as the first student from Latin America

As the first student joining this 
program from Latin America, I had 
the expectation of becoming one of 
the first few people in the region who 
could understand Asian culture and 
how businesses are made there. 
This program allowed me to come 
into contact with cultures I was never 
exposed to. It was interesting how 
much interaction I had to have with 
my classmates have different beliefs, 
languages, and backgrounds. To 

discover how Latin Americans are 
perceived abroad was also surprising. 
I could strongly commit to building 
the soft skills needed in the business 
world to approach organizational 
problems. The best two gifts from 
this program were the building of a 
network that will last forever and my 
switching of industries after finishing 
the program to a cybersecurity firm 
as Chief Marketing Officer.

修了年月：2018年9月 
出身：コロンビア

Maria Clara Tamayo
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〒169-8050　東京都新宿区西早稲田1-6 -1　早稲田キャンパス11号館 3階
Tel：+81（0）3 5286 8719　Fax：+81（0）3 5273 4371　

E-mail：wbs-admissions@list.waseda.jp
HP：https://www.waseda.jp/wbs/ntu/index.html 

＊プログラム内容、出願手続、要件等についてのご質問、ご相談は当研究科事務所にて承ります。

（早稲田大学大学院経営管理研究科）
早稲田大学ビジネススクール

お問い合わせ先


