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● 電車をご利用の場合
　･ 地下鉄東京メトロ東西線早稲田駅………… 徒歩 5分
　･ 都電荒川線早稲田駅………………………… 徒歩 5分

● バスをご利用の場合
　都バス｢学 02｣（学バス）
　「高田馬場駅」乗車 － 「西早稲田」または「早大正門」下車
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WBS３つのポイント
多様なビジネスリーダーを養成する 専門職大学院

国内外で研究者として多くの実績を持つ教員、海外の著名大学に 

おいて教育研究に携わった教員、実業界におけるトップリーダーと

しての経歴を持つ教員など、多彩な教授陣が「アカデミズムと実践

の融合」を実現するプログラムを提供します。

理論と実践の融合

国際認証EQUISとAACSBを取得した
競争力の高いビジネススクール
2019年の国際認証EQUISに続き、2020年2月に国際認証AACSBを

取得しています。マネジメント教育を認証する主要な二つの国際機

関から認証を取得したことで、WBSの教育研究事業が世界最高水準

の品質であると国際的に評価されたものです。早稲田大学ビジネス 

スクールは、EQUISとAACSBの2つの国際認証を取得した日本で

唯一のビジネススクールとなりました。

多様なニーズに応える充実したプログラム
平日昼間に通う全日制プログラムだけでなく、働きながら平日夜間・土

曜日に学べる夜間主プログラムを提供し様々な学修スタイルに対応。

「国際派ビジネスパーソンの養成」や「ジェネラリストの育成」、「高度な

専門知識の探究」、「財務・金融のスペシャリストの育成」などプログラ

ムによって目指すゴールも多様です。
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Mission & Dean's Message

The mission of Waseda Business School is 

to create actionable management knowledge
and to develop insightful and responsible 
leaders with global perspectives. 
Here, we foster a dynamic learning community 
of faculty and students.

専門職大学院としてのビジネススクールは、経営学を教える学

部、大学院とはいろいろな点で大きな違いがあります。ビジネスス

クールにも経営学の理論的研究や企業経営の実情に対する知的

好奇心を満たすために学んでいる人はいるでしょうが、主たるター

ゲットは、社会人としてより高いレベルのキャリアを目指したい、進

むべき道を変えたいと考えている人です。現在勤務している企

業で昇進し、より挑戦的な仕事をしたい、経営に携わりたいという

だけでなく、転職、起業、事業承継など、変化の道は多様です。	

かかわる組織も、営利企業に限らず、非営利組織、公的機関など

さまざまでしょう。そのような考えを持つ学生に早稲田大学ビジネ

ススクール（WBS）はキャリアアップ、キャリアチェンジに必要な知

識、能力を修得していただき、変化を後押ししたいと考えています。

このように強く動機づけられた人が学んでいるため、ビジネス	

スクールでは受け身の授業はあり得ません。授業の多くは、ケース

メソッドなど、参加者が中心となって作り上げる形態をとっていま

す。すなわち、学生が相互に、あるいは教員とのディスカッションを

通じて、自分の意見をぶつけ、相手の意見を吸収し、新たな視点、	

考え方を作り出していく、きわめてダイナミックな学習なのです。

もちろんOJTや社内研修でも、さまざまな知識を身につけるこ

とはできます。しかし、キャリアアップ、キャリアチェンジを行うため

には、それでは不十分です。転職するのであれば、これまで蓄積

してきた知識が適用できなくなるのは明らかです。トップマネジメ

ントになれば、他の組織構成員とは異なる次元の視点が必要とな

るでしょうし、現在の職務に特有なスキルとは異なる能力が必要	

となります。月並みな言い方ですが、今日の社会は急速な変化に

直面しています。新しい技術が次 と々現れ、市場が変質し、社会

がグローバル化するなか、これまでの経験が役に立たない問題が

山積しています。経験したことのない問題に取り組むためには、

組織、業界、地域に特有なローカル知識ではなく、グローバル・	

スタンダードである経営知識が役に立ちます。

さらに現在、新型コロナウィルス感染症の拡大で我々の生活は

一変しました。この混乱が収まったとしても、以前の日常に戻るこ

とはなく、ニュー・ノーマルのビジネス、働き方を模索しなければ

なりません。そのためには、問題の本質を見極め、解を生み出し、

それを実行していく問題解決能力、実践的なスキルが不可欠であ

り、その意味で、ビジネススクールはますます重要な役割を果たし

ていくと考えています。

しかしながら、欧米あるいはアジアの諸外国におけるビジネスス

クールと比べると、まだまだ日本のビジネススクールやその市場は

発展途上だと言わざるを得ません。それは日本企業の労働環境、

人事制度が諸外国のそれとは異なり、MBA取得者が十分に評

価されていないからだと考えられます。

MBA取得者の評価を高め、市場を拡大し、ビジネススクールを

一層発展させるために、われわれは優秀な卒業生を輩出し、社会	

的評価を高めていかなければなりません。ビジネススクールの市

場を拡大するためには、WBSだけでなく、すべてのビジネススクー

ビジネススクールは人生を変える
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WASEDA BUSINESS SCHOOL
Graduate School of Business and Finance, Waseda University

早稲田大学大学院 経営管理研究科

The mission of Waseda Business School is 

to create actionable management knowledge
and to develop insightful and responsible 
leaders with global perspectives. 
Here, we foster a dynamic learning community 
of faculty and students.

早稲田大学ビジネススクールが掲げるミッションは、
３つの要素から成り立っています。
多様かつ急速に変化する社会において、ビジネスリーダーは問題の本質を見極め、解を創造・実行しなければなりません。 

WBSのミッションの1つ目であるactionable management knowledgeは、その時に不可欠な知識です。WBSの教員には、経験豊富な実務家教員と、 

第一線の研究者教員が揃っています。ゆえに、机上の空論ではなく、かつ経営経験の単なる伝承でもない、実践知を生み出せるのです。 

またわれわれは、グローバルな視点と強い倫理観を持って社会的課題を見極め、解決していくリーダーを育成したいと考えています。 

これがミッションの2つ目に掲げる insightful and responsible leaders with global perspectivesです。WBSには、英語で全教育を行うプログラムがあるため、 

多国籍の学生が学んでいますし、海外のトップスクールとの学生・教員レベルの交流が盛んです。その結果WBSでは、おのずと異文化交流が行われ、 

グローバルな視野が身につきます。さらに、実践知の創造、リーダーシップの醸成には、学生が相互にあるいは教員と議論し、 

新たな考え方を創造していくダイナミックな学習が不可欠です。この学習の場が、ミッションの3つ目のdynamic learning communityです。 

WBSは、多様なバックグラウンドを有する多くの優れた学生が集う、素晴らしいラーニング・コミュニティを形成しています。

ルが切磋琢磨すること、すなわち競争していくことが必要でしょう。

当然われわれWBSは、国内のビジネススクールとの競争に勝ち

抜き、トップスクールの地位を確立したいと考えています。そのた

めには、優れたカリキュラム、質の高い教育・学習環境の整備な

ど、多くの課題に挑戦し、進化していかなければなりません。

さらに、WBSは、海外のビジネススクールとも競争していかな

ければなりません。WBSは、EQUISとAACSBという２つの国

際認証を取得しましたが、ようやく世界のビジネススクールと同じ

土俵に上ったにすぎません。より多様な地域から今まで以上に	

優秀な多くの留学生が早稲田の地で学んでもらうとともに、日本

のビジネス・パーソンがWBSで学ぶことによってグローバルに	

活躍してもらえるようになる、真の国際的なビジネススクールに	

なることを目指しています。そのために、カリキュラムも、グローバ

ルな視野、異文化コミュニケーション、倫理などを重視するように	

変わってきています。

多くの優秀な方がWBSで学び、ご自身のキャリアアップ、キャ

リアチェンジを実現されるとともに、社会の諸課題の解決、ビジネ

ススクールの発展に一緒に力を尽くしていただけることを願って	

います。

竹原  均　教授
筑波大学社会工学類卒業、同大学院博士課程社会工学研究科単位取得退学。博士（経営工
学）。エムティービーインベストメントテクノロジー研究所（現三菱UFJトラスト投資工学
研究所）、筑波大学大学院システム情報工学研究科助教授を経て、2006年から早稲田大学大
学院ファイナンス研究科教授、2016年4月から現職。日本ファイナンス学会理事、日本経営
財務研究学会評議員。専門分野は、アセットプライシング、ポートフォリオマネジメント。
主な著書に Reform and Price Discovery at the Tokyo Stock Exchange: From 1990 to 
2012 （Palgrave Macmillan, 2015年，第59回日経・経済図書文化賞）, Corporate Social 
Responsibility and Corporate Finance in Japan （Springer, 2018年）などがある。
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多様性と創造性に 富むコミュニティは
継続的に学び高め  合える生涯の財産に

Professors' Interview

川上　新型コロナウイルス感染症の影響が広がった2020年以降も、WBSにおけ
る学生の国際性や多様性の豊かさは変わっていません。オンラインを活用したハ
イフレックス型講義のいち早い導入により、来日が難しい海外学生も世界各地か
ら授業に参加し、高い意欲を持って学んでいます。WBSは、EQUISとAACSB
という2つの国際認証を取得し、その教育研究事業が世界最高水準の品質であ
ることが国際的に評価されています。グローバルスタンダードに則って教育の質を
きちんと管理・保証する一方で、教え方を画一化していない点もWBSらしさであり、
各教員の個性が際立つ授業が展開されています。
池上　ミッションの1つにdynamic	 learning	communityの形成を掲げる

WBSでは、学生が相互に、あるいは教員と議論を重ねながら、新たな考え方を創
造していくダイナミックな学びの場があります。異なるプログラムやゼミ間の交流も

盛んで、学生を見ていると、それぞれのコミュニティに
おいてTakeするだけでなくGiveできる存在でありた
いとの意思を持った人が多いですね。自分の意見を主
張しつつ、異なる考えや価値観も尊重し合い、建設的
に合意点や解決策を見いだしていく理想的な関係性
が築かれています。
川上　支え合って切磋琢磨する温かなコミュニティは、

WBSに根付くカルチャーと言えますね。欧米のビジネススクールでは、学生は互
いを競争相手と捉え、議論の場でいかに自己の主張を通すかに価値を置く傾向が
あり、その点は対照的だと感じます。コロナ禍においてWBSが注力してきたDX（デ
ジタルトランスフォーメーション）推進の取り組みでも、教職員のみならず学生たち
も各自の知見やスキルを持ち寄ってクリエイティブに課題解決にあたる場面が多く
見られ、WBSのコミュニティの底力と素晴らしさ再認識しました。
池上　われわれ教員は日頃から授業で「ピンチをチャンスに」と学生に伝えていま
すが、コロナ禍はまさにその実践の機会となり
ました。2020年度には「WBS教授陣の考え
るコロナ危機とその後の世界」と題したオンラ
イン講義シリーズを在学生・修了生向けに無
料で開講。毎回1000名を超す参加者を集め、
活発な意見交換も行われました。2021年度
も内容をさらに進化させ、多様な教員で実施
を予定しています。
川上　独自の「ERSアワード※」を設けるなど、
経済合理性だけでなく、グローバルな視点と強
い倫理観を持ったリーダーの育成に注力して
いることもWBSの特色です。コミュニティに	

各教員の個性が際立つ講義や
ゼミ活動が展開されています

池上　早稲田大学ビジネススクール（WBS）が提供するプロ
グラムの最大の特色は、形式や内容におけるバリエーションの
豊富さと、クオリティの高さの両方を、極めて高レベルで兼ね
備えている点と言えます。昼間と夜間の選択肢があることで、
各自の状況や目的に合わせて学修を進めることができ、また、
ジェネラルマネジメントを幅広く学ぶほかにも、特定分野に特化
して専門性を深めることも可能です。国内のビジネススクール
では数少ない英語で全教育を行うプログラムも提供し、多国
籍の学生が集う環境の中でグルーバルな視野が培われます。

川上 智子　教授
大阪大学文学部卒。精密機器メーカー勤務後、2000年神戸大学で博士号 
取得、関西大学教授を経て2015年より現職。2019年マーケティング国際 
研究所（MII）を設立、所長に就任。ワシントン大学（アメリカ）・INSEAD（フ 
ランス）・南洋理工大学（シンガポール）の客員研究員を歴任。2006年日本商業
学会賞・日本経営学会賞を受賞。2014年よりJournal of Product Innovation 
Management編集委員に日本から唯一参画。2017年アジア・マーケティング
研究者トップ100に選出。日本マーケティング学会常任理事、日本商業学会 
本部理事、国際企画委員長、学会賞審査委員長、文部科学省・会計検査院委員
を歴任。2019年より宝ホールディングス株式会社社外取締役。専門はマーケ
ティング論、イノベーション論。
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多様性と創造性に 富むコミュニティは
継続的に学び高め  合える生涯の財産に

根付くギブ・アンド・テイクの精神も、根底に倫理観があるからこそと言えるでしょう。
WBSでは今後も、ERSの趣旨に沿う在学生・修了生の活動を奨励し、ERSにお
いて世界をリードする人材を輩出できるスクールを目指していきます。
池上　WBSには、経験豊富な実務家教員と研究者教員が非常にバランス良く	
揃い、すべての教員がactionable	management	knowledgeの実践というミッ	
ションを共有し、ビジネスへの適用を意識して講義を行っています。学内外の研究
機構への参画や、産業界とのつながりなど、教員一人ひとりがエッジの利いたリソー
スを持ち、そこで得た最先端の知見や成果を授業に反映させていることもWBS
ならではの強みだと思います。

川上　各教員が担当するゼミも、社会や企業との接点を重視した多彩な内容が展
開されています。私が担当するマーケティングゼミでは、ビジネスプランを作るだけ
で終わらせず、実践にまでつなげたいとの思いから、オー
ケストラとタッグを組んでクラシックコンサートの企画・
プロモーションを手がけたり、クラウドファンディングサー
ビスのMakuakeと連携したプロジェクトを実施したり
と、学生主体でさまざまな活動に挑んでいます。失敗し
ても許されるのが学生の特権。授業を通して経験値を
上げ、実務に持ち帰ってほしいと考えています。
池上　コンサートという、モノではなくコトのマーケティング経験を積めることや、ブ
ルー・オーシャン理論の実践という点でも、学生にとって非常に有意義な学びにな
りますね。私のゼミでは、経営戦略に関する日本語と英語両方の文献の輪読・発
表に重点を置き、集大成として海外の著者本人をゲストに迎えたオンライン講義を
開くほか、学生の関心ある分野で実務の第一線にいるゲストもお呼びします。こう
した経験を通して学生たちは、知識のみならず、ビジネスに不可欠な伝えるスキル
や作法も学び、1年あるいは2年を通して目覚ましい成長を遂げていきます。

川上　今般のコロナ禍を受けて、勤務先の事
業や組織の課題に直面した人、あるいは自ら
の今後のキャリアを見つめ直した人も多いこと
でしょう。こうした課題は1人で悶 と々考えてい
ても答えは見つかりにくいものです。その点で、
業種や職種、世代や国籍の枠も超えて人との
つながりが広がるビジネススクールは、異なる
角度から状況を捉えて課題の本質に迫り、突
破口を見いだす場となり得ます。何より、利害
関係なく本音で語り合えるコミュニティを社会
人になってからもう一度持てることに大きな意
義があります。

建設的に議論できる関係性や
助け合う文化もWBSの魅力

WASEDA BUSINESS SCHOOL
Graduate School of Business and Finance, Waseda University

早稲田大学大学院 経営管理研究科

池上　まったく同感で、社内では会えない異質な学生や教員と
の議論を通して、自身が置かれた状況を冷静客観的に捉え直
し、今後のキャリアを考える上での軸を手に入れられるでしょう。
われわれ教員は正解を教えるのではなく、考えるための材料や
方法論を提供します。言うなれば、見えない未来に対して「適
切に悩み考えられる」場と仕組みがここにはあります。時代が
不確実性を増す今こそ、ビジネススクールで学び、未来の選択
肢を自らの力で広げてほしいと願っています。

池上 重輔　教授
早稲田大学商学部卒業。一橋大学より博士号（経営学）を取得。ボストン・ 
コンサルティング・グループ（BCG）、MARS JAPAN、ソフトバンクECホー
ルディングス、ニッセイ・キャピタルを経て、2016年より現職。専門分野
は経営戦略、グローバル経営。Academy of International Business （AIB） 
Japan chair、国際ビジネス研究学会（JAIBS）理事・国際委員会委員、異文化
経営学会理事。早稲田ブルー・オーシャン戦略研究所所長、早稲田グローバル・
ストラテジック・リーダーシップ研究所幹事。2015年より東洋インキSCホー
ルディングス社外監査役。英国ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院MBA、
英国国立シェフィールド大学政治学部大学院修士課程国際関係学修士、 
英国国立ケント大学社会科学部大学院修士課程国際関係学修士。近著に 
『インバウンド・ビジネス戦略』（日本経済新聞社）などがある。

※ERSアワード…ERS（Ethics,	Responsibility	and	Sustainability）の趣旨に沿う在学生・修了生の活動を表彰するアワード
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グローバルに活躍するファイナンスのプロを養成
ファイナンス理論をコアとして、企業活動等において必要となる
知識・技能を備えた人材を育成します。修了に必要なすべての科
目、演習（ゼミ）は英語で行われます。

MSc in Finance（全日制）

［ 標準修業年限 ］ 2年 ［ 授 業 時 間 ］平日昼間中心
［ 入 学 時 期 ］9月 ［ 履 修 言 語 ］英語
［ 授 与 学 位 ］ファイナンス修士（専門職）／
 Master of Science in Finance
［ 入 学 試 験 ］AO入試、企業派遣入試

実践＋アカデミズムの研鑽で
市場価値ある人材に

英語で学び世界へ羽ばたくリーダーに
WBSとシンガポールのトップ校、ナンヤンビジネススクールで学び、両校
のMBA学位を取得できるプログラム。国際派ビジネスパーソンとしての
能力を磨き上げ、自立したグローバルリーダーとなることを目指します。

早稲田 -ナンヤン ダブル MBA

［ 標準修業年限 ］  14か月 ［ 授 業 時 間 ］平日昼間中心
［ 入 学 時 期 ］7月 ［ 履 修 言 語 ］英語
［ 授 与 学 位 ］Master of Business Administration, Nanyang Technological University
　　　　　　　早稲田大学経営管理修士（専門職）／
 　　Master of Business Administration
［ 入 学 試 験 ］AO入試
［ 履 修 場 所 ］シンガポール（7月～2月）、東京（4月～8月）

グローバルマインドを備えたビジネスリーダーを育成
各国から留学生を積極的に受け入れ日常的に「世界」と接することのできる、国際性と多様性に富んだ学びの環境を提供。ビジネスの知識だけでなく、
国際的センスを備えた新時代のビジネスリーダーを育成するプログラムです。

全日制グローバル

［ 標準修業年限 ］ 2年 ［ 授 業 時 間 ］平日昼間中心
［ 入 学 時 期 ］ 4月 ［ 履 修 言 語 ］日本語
［ 授 与 学 位 ］ 経営管理修士（専門職）／Master of Business Administration
［ 入 学 試 験 ］一般入試、企業派遣入試、事業承継者入試

日本語

［ 標準修業年限 ］ 2年 ［ 授 業 時 間 ］平日昼間中心
［ 入 学 時 期 ］ 9月 ［ 履 修 言 語 ］英語
［ 授 与 学 位 ］ 経営管理修士（専門職）／Master of Business Administration
［ 入 学 試 験 ］ AO入試、事業承継者入試

英　語

WBSの国際評価

プログラム概要

EQUISは、現在、全世界で約180のビジネススクールのみが取得している国際
認証です。早稲田大学ビジネススクールは、2019年3月に本認証を取得する
ことが決定し、日本で2校目のEQUIS認証校となりました。本認証を取得す
るにあたっては、認証団体が定める多くの基準を満たす必要があり、研究科内
の制度改善・改良を重ね、教員の業績やその他データ収集・分析にもとづく
自己評価書を作成しました。EQUISは、EQUIS認証団体で、マネジメント教
育に関する国際的な教育品質評価機関である、EFMDが任命した専門員から
なる審査団が、90を超える項目について審査現地査察を行い、その厳正な審査
基準を満たした教育研究機関のみが、取得することができる資格です。
AACSBは、1916年アメリカのビジネススクールが中心となって発足した 

マネジメント教育分野での最初の国際認証機関で、EQUISと並んで権威ある
国際認証として世界中に認知されています。現在、全世界のビジネススクール

のおよそ5%にあたる約870校がAACSBの認証を取得しており、早稲田大学
ビジネススクールは2020年2月にAACSBを取得しました。AACSBは、グロー
バル基準に則ったビジネススクール教育の質の維持・改善を目的としており、
とりわけ改善プロセスを重視しています。早稲田大学ビジネススクールでは、
認証取得にあたり15項目にわたる認証基準について、数年にわたる自己評価
報告書の作成とAACSBの委員会におけるその審査、AACSBが任命した有識
者3名で構成された査察団による実地審査など、厳正な審査を受け、結果とし
てWBSの教育の質の高さ、および複数年にわたる改善計画が評価されました。
これらの、マネジメント教育を認証する主要な二つの国際機関から認証を取
得したことで、WBSの教育研究事業が世界最高水準の品質であると国際的に
評価されたものです。早稲田大学ビジネススクールは、EQUISとAACSBの 

2つの国際認証を取得している日本で唯一のビジネススクールとなりました。

国際認証EQUISに続き、2020年国際認証AACSBを取得
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凝縮した1年間の学びで価値あるジェネラリストに
ビジネスで必要とされる広範な知識を修得しながら、分析力、判断
力、実行力をブラッシュアップ。バランス感覚に優れたジェネラルマ
ネジメントのプロを目指す、1年間の集中プログラムです。　　

1年制総合（全日制）

［ 標準修業年限 ］1年 ［ 授 業 時 間 ］平日昼間中心
［ 入 学 時 期 ］4月 ［ 履 修 言 語 ］日本語
［ 授 与 学 位 ］経営管理修士（専門職）／
 Master of Business Administration
［ 入 学 試 験 ］一般入試、企業派遣入試

高度な専門知識を備えたMBAホルダーに
マネジメントの主要各分野にフォーカスする「マネジメント専修」
は、スペシャリティを武器に経営幹部となることを目指す人のため
のプログラムです。

夜間主プロフェッショナル マネジメント専修

［ 標準修業年限 ］ 2年 ［ 授 業 時 間 ］平日夜間・土曜
［ 入 学 時 期 ］4月 ［ 履 修 言 語 ］日本語
［ 授 与 学 位 ］経営管理修士（専門職）／
 Master of Business Administration
［ 入 学 試 験 ］一般入試

財務・金融のスペシャリストを養成
ファイナンス分野にフォーカスする「ファイナンス専修」は、専門的
で高度なファイナンス知識を持ちながら高い判断力と柔軟な思考
力を備えた人材を養成するプログラムです。

夜間主プロフェッショナル ファイナンス専修

［ 標準修業年限 ］ 2年 ［ 授 業 時 間 ］平日夜間・土曜
［ 入 学 時 期 ］4月 ［ 履 修 言 語 ］日本語
［ 授 与 学 位 ］経営管理修士（専門職）／
 Master of Business Administration
［ 入 学 試 験 ］一般入試、企業派遣入試

総合能力＋αを手に入れる高密度プログラム
ジェネラルマネジメントについて幅広く学びながら、ゼミ等を通
して自身の「強み」となる得意領域を構築。働きながら学べる2年
制プログラムにより、豊かで多様な人脈も獲得できます。

夜間主総合

［ 標準修業年限 ］ 2年 ［ 授 業 時 間 ］平日夜間・土曜
［ 入 学 時 期 ］4月 ［ 履 修 言 語 ］日本語
［ 授 与 学 位 ］経営管理修士（専門職）／
 Master of Business Administration
［ 入 学 試 験 ］一般入試

「次代」のビジネス界で求められるのはアカデミズムに裏打ちされた確かな知識と実践力。
それらを確実に活かすことで自らの市場価値を高め、ビジネス界で真に
活躍する人材となるために、WBSでは特徴ある8つのプログラムを用意しました。

QS社（Quacquarelli Symonds社）は世界大学ランキングで有名な評価機関のうちの1つで、WBSはQS Global MBA Rankings 2020で世
界のトップビジネススクール200校に選ばれています。
また、日本国内では第2位にランクされており、WBSは世界ランキングにおいても国際的な評価を獲得しています。

QS Global MBA Rankings 2021

世界のトップビジネススクール200校、日本国内で第2位に選出

Eduniversalは、様々な高等教育機関を専門とする格付機関の中でも最も網羅性が高いとされており、世界150か国以上で約1000校のビジ
ネススクールを選定しています。同機関が発表する「Eduniversal Best Masters Ranking 2019 (MBA full time)」において、WBSは東アジ
アで第4位、日本国内で第1位に選出されています。全体評価も、最高水準の「5 Palms of Excellence」を獲得しています。

Eduniversal Best Masters Ranking 2021 (MBA full time)

日本国内で第1位、東アジアで第4位
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豊かな国際性を備えたMBAホルダーに

英語 2年日本語 2年全日制グローバル

フルタイムで2年間学び、グローバルマインドを備えたビジネスリーダーとなることを
目指すプログラムです。本プログラムでは、各国からの留学生を積極的に受け入れ、日
常的に「世界」と接することのできる環境を構築しています。日本語科目と英語科目、日
英科目（日本語生と英語生が一緒に学ぶ科目）をバランスよく配置するほか、海外で行う
集中授業なども提供しています。入学後に配属されるゼミも、『英語ゼミ』、『英語生・
日本語生合同型』、『英語ゼミ・日本語ゼミ交流型』など、能力と意欲に応じた多様な形
態を用意しています。このような環境下で身につけた多様性を理解する柔軟性、コミュ
ニケーション能力、マネジメント能力は、将来ビジネスリーダーとして活躍する際、必ず
活きてくることでしょう。2年間のゼミでの成果は、専門職学位論文として集約しており、
日本語・英語いずれの言語でも学位を取得することが可能です。日本語生には交換留学
を推奨しており、留学先で取得した単位は、修了要件単位として認定申請することができ
ます。日本語で履修したコア科目を、再度英語で履修することができる制度も設けてい
ます。日本語生は、英語生との共同ゼミなどのプログラムを通じて英語力を高める意欲
が求められます。

2022年度開講ゼミ（予定）
入学後に選択します。 

●  相葉 宏二 教授 事業戦略と総合経営
●  伊藤 秀史 教授 市場と組織のインセンティブ設計 
●  大滝 令嗣 教授 企業のグローバル化と 
 ビジネスリーダーシップ 
●  長内 厚 教授 日本のイノベーションと価値創造戦略
●  川上 智子 教授 マーケティング
●  菅野 寛 教授 組織戦略とオペレーション戦略
●  木村 達也 教授 マーケティング・マネジメント
●  COAD, Alex 教授 Firm Growth, Innovation and  
 Industry Dynamics
●  柴崎 暁 教授 金融法務事情
●  清水 信匡 教授 企業の戦略と管理会計
●  張 明恩 准教授 Risk Management 
●  長沢 伸也 准教授 デザイン＆ブランド・イノベーション 
●  西山 茂 教授 企業価値 
●  東出 浩教 教授 アントレプレヌールシップと 
 起業家的リーダーシップ 
●  牧 兼充 准教授 イノベーションとアントレプレナーシップ 
●  LAU, David 准教授 Power of Financial Numbers

＊ 開講ゼミは変更となる可能性があります。

深い知識と国際的センスを備えた
グローバルリーダーを育成
これからのビジネス界では、日本という国だけを注視する
狭い意識は通用しません。 全日制グローバルプログラムでは 

日々さまざまな形で 「世界」と接することを通し、
豊かな国際性、世界で通用する実践力を高めていきます。

視線の先には  「世界」 が。

Program

International MBA

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は、「実」「学」ともに国内最高水準の教員を擁し、飛躍中のビジネススクール
です。中でもこの全日制グローバルは「MBAの王道」プログラムと言えます。二年間、きっちりと経営の 
基礎的な知識から実践への応用までを学び、ゼミの指導教授との一対一のコミュニケーションの中で自分
の知見を深め、日本中から集まる多様なビジネスリーダー候補と切磋琢磨することで、皆さんのマインドにも 
大きな刺激になることは間違いありません。また、当プログラムは日本語と英語の両方の授業を用意しており、
日本語中心で授業を受けることもできれば、英語での授業にチャレンジして世界中から集まる優秀な学生と
交流することもできます。ぜひ当プログラムに参加して、新時代のリーダーへと飛躍してください。

入山 章栄 教授

※2022年度は特別研究期間のため、ゼミは開講いたしません。
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予約型（入学前）給付奨学金  （出願時に申請し、合格者発表時に採用が内定する奨学金です）

仕事から離れて学ぶ学生のために全日制グローバルには、予約型（入学前）給付奨学金を設けています。

奨学金名称、金額については、昨年の実績を記載しています。
＊1  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。

奨学金名 種別 奨学金額 出願資格

経営管理研究科専門職奨学金 給付 入学初年度学費全額（単年度） 全日制グローバル志願者で、かつ、日本人等＊1

英語スコア（TOEIC800点以上）

私費外国人留学生授業料減免奨学金 給付 入学初年度学費半額（単年度） 私費外国人留学生 （入学後に在留資格「留学」を取得予定の方）

渡日前入試予約採用給付奨学金 給付 年額50万円
（2年目継続判定あり。継続の場合は追加で50万円給付。）

渡日を要さない入試に国外から出願した私費外国人留学生
（入学後に在留資格「留学」を取得予定の方）

早稲田 -ESCPダブルディグリー制度 WBS（英語 /日本語）1年～
ESCP（英語）1年 

ESCPヨーロッパ・ビジネススクールは、旧パリ高等商業学校を母体
とし、その歴史は19世紀初頭までさかのぼる、世界でも古い歴史を持
つビジネススクールです。商業系グランゼコール・トップ3の一つで
あり、マルチキャンパス・ビジネススクールの最初のモデルとして、
ヨーロッパ5都市（パリ・ロンドン・ベルリン・トリノ・マドリード）
で開校しています。
学生の出身国は約90か国、提携校も世界44か国約100大学に及
び、留学生比率が約40％と非常に高いのも特長です。また、海外の
トップスクール約30校とダブルディグリー協定を締結し、EQUIS、
AACSB、AMBAの3つの国際認証を受けている数少ないトリプル・
クラウン校の一つです。当研究科における学びの後、パリの中心地に
位置するESCPキャンパスで学びます。所定の修了要件を満たした
学生には二つの学位が授与されます。

東京とパリ 二つの都市で学び、二つの学位を取得

ESCPヨーロッパ・ビジネススクール   Ecole Supérieure de Commerce de Paris 

選考
全日制グローバルプログラム入学予定者・在学生の中から、学内選考を経
てESCPへの推薦者が決まります。その後、両校から選出された委員で構
成される選考委員会により、本学での成績評価（または入学時の成績）、イン
タビューの評点等に基づいて選考が行われます。

費用
参加学生は早稲田大学に学費等を支払うことで、ESCPでの授業料は免除
されます。
※  留学先での生活費や住居費、渡航にかかる費用、保険料、ESCP学籍登録料（2年間分）
等は、参加学生の自己負担となります。

取得学位
●  早稲田大学 経営管理修士（専門職）（Master of Business 

Administration, Waseda University）
●  Master in Management Grande École, ESCP Europe

下平 哲大 2020年 4月 全日制グローバルプログラム入学（企業派遣入試にて）

私は、大学院卒業後、ライオン株式会社に入社し、研究所
にて頭痛薬バファリンの研究に従事しました。入社当初は
製品改良を担当していたため、先輩方が確立した開発手
法で仕事を進められました。しかし、新製品や新規事業プ
ロジェクトをリードする立場になるにつれ、自身でゼロから
アイデアや開発手法を考える機会が増え、イノベーション
の理論と経営視点が不足していると痛感し、WBSに入学

することを決意しました。WBSでは、幅広い専門分野の
先生方からのご指導に加え多様なバックグラウンドの学生
との討議を通して、経営戦略や組織、ビジネスエコシステ
ムという新しい観点からイノベーションを捉えられるよう
になりました。今後は、WBSでの学びを最大限に活用し、
日本の製造業の新しいイノベーションモデルの創造に挑
戦したいと考えています。

最先端のイノベーション理論の習得と新しい創造の場に向けて Student's
Voice
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必修コア科目
マーケティング、ファイナンス、財務会計、人材・組織、経営戦略、総合経営、グローバル経営

選択必修コア科目
企業データ分析、企業の経済学、技術・オペレーションのマネジメント、管理会計、アントレプレヌールシップ

選択科目

総合経営系
世界の企業の戦略変革、コンサルティング実践、経営戦略の策定　ほか

マーケティング系
マーケティング＆ブランド・マネジメント、マーケティング・リサーチ、消費者行動論、マーケティング戦略　ほか

人材・組織系
戦略的人材組織マネジメント、グローバル・ビジネス・リーダーの育成と活用、組織における人間行動、ビジネスコーチング　ほか

アントレプレヌールシップ系
上場制度とリスク管理経営、ファミリービジネスの経営、グローバル・ベンチャー企業の創出と経営　ほか

グローバルビジネス系
グローバルM&Aのマネジメント、グローバルビジネス理論、グローバルビジネスのマネジメント　ほか

アカウンティング系
金融ビジネスの会計、戦略的マネジメント・コントロール、企業価値創造型経営　ほか

ファイナンス系
M&A戦略、証券経済論、ベンチャー・ファイナンス、金融市場と企業財務戦略　ほか

技術経営系
IT戦略マネジメント、イノベーション・マネジメント、イノベーションのための経営システム設計、製品デザイン・開発論　ほか

研究技法・思考法系
ケースメソッド論、ビジネスファシリテーション、イノベーションのためのロジカルシンキング＆ネゴシエーション　ほか

日英科目
マネジメント・ディレンマ：日本語と英語によるケース討議、GOTOワークショップ（オックスフォード大学連携科目）　ほか

海外開講科目
Organizational Strategy of Japanese Companies in Asia、 The Neuroscience of Leadership

※ 全ての科目は2単位です。

2年以上在学して50単位以上を修得し、演習および研究指導を経て専門職学位論文を執筆します。論文審査および試験
に合格した者に対して、「経営管理修士（専門職）」の学位が授与されます。
なお、全日制グローバルでは修了要件とは別に、「言語科目」の履修を推奨します。言語科目は、８単位以上の履修を目
標としますが、修了要件単位数に算入されません。主に日本語で履修する学生はグローバルエデュケーションセンター
の英語科目を、主に英語で履修する学生は日本語教育研究センターの日本語科目を履修します。当研究科の他言語コア
科目（4月入学生は英語、9月入学生は日本語）を言語科目として履修することも可能です。この場合、成績はPass/Fail

での評価となります。

必修コア科目 選択必修
コア科目

選択科目 専門研究
計 言語科目

（推奨）日英科目または
海外開講科目 一般選択科目 演習 研究指導 専門職

学位論文

14 6 ～ 6 ～ 8 ～ 8 合格 4 50 8

※  早稲田大学内の他研究科や交換留学先の海外大学院に設置されている科目の単位は、審査の上、修了必要単位に算入できる場合があります。
※ 「研究指導」は単位付与はありませんが、所定の指導を受け合格する必要があります。「研究指導」は2年次以降配当となります。

修了要件

科目紹介  （2022年度予定）
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前職で多国籍メンバーを擁するマーケティングプロジェクトに参加
し、文化が異なる相手とビジネスを進める難しさを感じるとともに、自
分自身のビジネス知識や論理的思考力の不足を痛感しました。それら
を身につけた上でビジネスの現場に戻って来たいと考え、会社を辞めて 

ビジネススクールで学ぶことを決意。多様な国籍の学生と英語で学べる
プログラムを探し、WBSの全日制グローバルを選びました。
在学中は子育てとの両立などで時間的な制約もありましたが、海外 

留学にも匹敵する国際的な環境で学業に打ち込むと同時に、興味を持っ
たことには何でも挑戦しました。授業では先生方のわかりやすい説明や
素晴らしいファシリテーション力、的確な課題設定により、議論や考え
が深まり、多くの学びを得ました。各分野の最先端にいる方々をゲスト
に迎え、今現場で何が起こってるのかを学べる科目も印象に残っていま
す。国籍も年齢も経歴も様々な仲間からも、挑戦する姿勢や柔軟な考え
方、エッジのきいた視点など、多くを教わりました。
現職では、これまで経験のなかった分野の業務に就いていますが、 
自分が何を知らず、何を知るべきなのかを把握できるのは、ビジネスを体
系的に学んだからこそだと思います。問題に直面しても次のアクション 

を広い視野で柔軟に考えられるようになりました。この先の目標とし
て、グローバルプロジェクトに参画したいと考えています。

学びを通して広がった視野と
柔軟な思考力を活かし
新たなフィールドで研鑽中

菅尾 祐美さん　2020年3月修了

2007年関西学院大学文学部卒業。精密機械メーカーの医療機
器事業部に勤務し、海外営業部や在米子会社勤務を経て、マーケ
ティング業務に従事。2018年3月に退職し、翌月WBSに入学。
在学中は入山章栄教授の「フロンティアの経営学」ゼミに所属。
修了後、テルモ株式会社に入社し、現在はヘルスケア製品の商品
開発と新規事業検討を担当している。

修了生

　教科書出版を主な事業とするファミリービジネスの承継を決断した
ことが、WBSへの進学のきっかけです。新卒でテレビ局に就職した当
時は家業を継ぐ考えはなく、その後もディレクター業に充実感を覚え
ていましたが、数年前、厳しい経営状況に苦悩しながらも尽力する父の
姿を見て、受け継ぐことが自分の役目ではないかとの思いに至りまし
た。WBSを選んだのはアカデミックと実務面をバランス良く学べるカリ
キュラムや、多様な学生と交流できる環境に魅力を感じたからです。
　所属する牧ゼミの活動はケーススタディやゲストを交えてのディス
カッションなど多岐にわたりますが、学んだことを抽象化し実務にどう
活かすのかという思考が常に求められます。これにより、一見自分とは
遠い業種や分野の内容もすべて自分ごととして還元し得ることを学び
ました。また、ファミリービジネスの経営を学ぶ科目もあり、受講者がそ
れぞれの家業の現状や今後の戦略についてプレゼンやディスカッション 

を行い、非常に多くの示唆を得ました。同じ全日制プログラムは勿論、 
他のプログラムも含めて自分で起業している人や企業の経営層にいる
人、留学生も多く、切磋琢磨し合いながら視座を高く持つとともに、この
先の事業承継への土台となるものを少しずつ構築できている実感があ
ります。
　「自分を変えたい」という願望を持つ人にとって、WBSは来るべき価
値があるところだと思います。在学中にどれだけ学ぶかは自分次第です
が、求めれば求めた分だけ得られる環境がWBSにはあります。

多様な立場の学生と学び合い
ファミリービジネス承継への
土台を築いていきたい

佐々木 威憲さん　2019年4月入学

2008年京都大学経済学部卒業。株式会社TBSテレビに入社し、 
主にスポーツ中継番組を担当。世界陸上やオリンピック中継で
ディレクターを務める。家業の承継を見据えて退職し、2019年
4月WBSに入学。牧兼充准教授の「イノベーションとアントレ
プレナーシップ」ゼミに所属。卒業後はファミリーカンパニー
に入社し、将来的に経営の立場に就く予定。

在学生
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シンガポールと東京で学び、
MBA をダブル取得

早稲田-ナンヤンダブルMBA

アジアのビジネス拠点である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
ての能力アップを目指す14か月間のプログラムです。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を育成していくことが目
的であり、その大きな特徴は、ダブルMBAプログラムとして、ナンヤン・早稲田両校の
学位を取得できる点です。すべての授業が英語で行われ、コア科目は主にシンガポー
ルの国立ナンヤン理工大学（NTU）のビジネススクールで、専門科目は主にWBSで提
供されます。WBSで学ぶ第３学期（4～8月）にゼミを実施し、その成果は研究論文とし
てまとめることが求められます。シンガポールは、アジアにおいて「貿易」「IT」「金融」「バ
イオ」などの中心的機能を集積し、「総合的なビジネスのハブ」を実現しています。アジ
ア経済の中心の一つとなったシンガポールで学習することで、アジアでのビジネスネッ
トワークの獲得も期待できます。

【入学選考について】
本プログラムはWBSとNTUが共同で入学選考を実施します。出願資格や必要書類等
の詳細はウェブサイトにて確認してください。なお、出願期間は10月～翌年3月です。

カリキュラム
履修場所の講義区分が変更になる場合があります。 

としての能力を最大限に伸ばす
ダブルディグリープログラム
日本とシンガポール、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むことで実現したプログラム。
WBSとシンガポール国立ナンヤン理工大学ビジネススクールで
学び、両校のMBA 学位を取得することができます。

国際派ビジネスパーソン

1. 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
2. 世界の学生とのネットワーク
3. ビジネスと直結した実践的カリキュラム

履修場所 講義内容 学期

ナンヤン
理工大学

モジュール

コア科目
1学期

（7月末-10月）

コア科目

2学期
（11-2月）

必修科目

専門科目

早稲田大学

ゼミ

コア科目

3学期
（4-8月）

専門科目

MBA世界トップ100
ナンヤンビジネススクール

第37位
（Financial Times 2021）

2020
世界国際競争力ランキング

シンガポール

第1位
（ IMD World Competitiveness ranking 2020）

Program

早
稲
田-

ナ
ン
ヤ
ン
ダ
ブ
ル
M
B
A

英語14か月

3つの特色

予約型（入学前）給付奨学金  

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す。
入学前に採用が内定します。

＊ 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。

奨学金額 出願資格

最大200万円
（単年度）

ダブルディグリープログラム志願者で、
かつ、日本人等＊

経営管理研究科専門職奨学金奨学金名 給付種別

WASEDA-NANYANG Double MBA

14



凝縮された濃密な学びで
手にする確かな成果

日本語1年

総合的な経営知見を集中的に学ぶ1年間の集中プログラムです。MBAのコア科目を
中心に学び、ビジネスで必要とされる広範な知識を修得します。限られた時間のなか
で行われる凝縮した学びは、自立心、実践力の向上にも役立ち、ジェネラルマネージャー
そしてリーダーとして活躍する将来へとつながっていくでしょう。授業の多くは同一 

クラス単位で行いますが、他プログラムに設置されている科目も履修可能です。科目
の選択によっては英語生との積極的な交流も望めます。集中型の海外開講授業にも、
多くの1年制総合学生が参加しています。入学直後にゼミに所属し、今後のビジネス
で活きるプラスαの得意領域を獲得し、その成果をプロジェクト研究論文としてまとめ 

ます。1年間の濃密な学びを求める人に最適なプログラムです。

1年制総合（全日制）

ビジネス全般について学びを深める集中プログラム。
1年間の凝縮した学びは、広範な知識のみならず
自立心や判断力、実践力の向上をもたらし
ジェネラルマネージャーとしての活躍を可能にします。

ジェネラルマネジメントの
プロを育成

バランス感覚を備えた

2022年度開講ゼミ（予定）
入学後に選択します。 

●  相葉 宏二 教授 競争戦略と総合経営 
●  池上 重輔 教授 経営戦略と市場創造 
●  小宮山 賢 教授 財務情報と企業評価 
●  杉田 浩章 教授 市場創造と 
 トランスフォーメーション
●  田村 泰一 准教授 テクノロジー企業戦略と 
 新規事業マネジメント
●  東出 浩教 教授 起業プロセスとビジネスプラン 
●  山田 英夫 教授 経営戦略の策定 

＊ 開講ゼミは変更となる可能性があります。

Program

One-year MBA

プログラムコーディネーター

ビジネススクールでは様々な学びがあります。経営のあらゆる局面で通用する知の技術を身につけることは 
イメージしやすい学びでしょうが、ともに学ぶ仲間と議論し考えることを通じて、自分自身をよりよく知ることも 
重要な学びの一つです。何が自分の得意で何が不得手なのかは、本質的に同質者の集団である職場の 
日常の中では、なかなか理解できません。しかし、同じスクールに通う多様なバックグラウンドを持つ仲間たち 
と「学び」の時間と場とを共有することにより、今まで知らなかった自分自身を新たに発見することができるはず 
です。その発見は、自分が何者であるかを知り、自分の潜在力を最大限に活かすきっかけとなるでしょう。 
１年制総合は、約半数を企業派遣者が占めるコンパクトなプログラムです。プログラムを同じくする学生が、 
あたかも一つのクラスのように講義とゼミの時間を共有する意義は大きいと思います。様々な企業がどの 
ような前提を置いて事業を行っているかもよく見えてくるでしょう。それを鏡として自社もしくは以前に自分が 
働いていた会社が、どのような前提をおいて事業を行っているのかも見えてくるでしょう。ここは「仲間と学び 
合いたい」という志を持った学生を待っているプログラムです。ぜひ、私たちの１年制総合プログラムで、 
皆さんの生涯の糧となる人のネットワークを築いてください。

池上 重輔 教授
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１年以上在学して50単位以上を修得し、プロジェクト研究および研究指導を経てプロジェクト研究論文を執筆します。 
論文審査および試験に合格した者に対して、「経営管理修士（専門職）」の学位が授与されます。

※  早稲田大学内の他研究科や交換留学先の海外大学院に設置されている科目の単位は、審査の上、修了必要単位に算入できる場合があります。
※ 「研究指導」は単位付与はありませんが、所定の指導を受け合格する必要があります。

修了要件

必修コア科目 選択必修
コア科目

選択科目 専門研究
計

日英科目 海外開講
科目 一般選択科目 プロジェクト

研究 研究指導 プロジェクト
研究論文

14 6 ～ 20 ～ 4 合格 2 50

必修コア科目
マーケティング、ファイナンス、財務会計、人材・組織、経営戦略、総合経営、グローバル経営

選択必修コア科目
企業データ分析、企業の経済学、技術・オペレーションのマネジメント、管理会計、アントレプレヌールシップ

選択科目

総合経営系
世界の企業の戦略変革、コンサルティング実践、経営戦略の策定　ほか

マーケティング系
マーケティング＆ブランド・マネジメント、マーケティング・リサーチ、消費者行動論、マーケティング戦略　ほか

人材・組織系
戦略的人材組織マネジメント、グローバル・ビジネス・リーダーの育成と活用、組織における人間行動、ビジネスコーチング　ほか

アントレプレヌールシップ系
上場制度とリスク管理経営、ファミリービジネスの経営、グローバル・ベンチャー企業の創出と経営　ほか

グローバルビジネス系
グローバルM&Aのマネジメント、グローバルビジネス理論、グローバルビジネスのマネジメント　ほか

アカウンティング系
金融ビジネスの会計、戦略的マネジメント・コントロール、企業価値創造型経営　ほか

ファイナンス系
M&A戦略、証券経済論、ベンチャー・ファイナンス、金融市場と企業財務戦略　ほか

技術経営系
IT戦略マネジメント、イノベーション・マネジメント、イノベーションのための経営システム設計、製品デザイン・開発論　ほか

研究技法・思考法系
ケースメソッド論、ビジネスファシリテーション、イノベーションのためのロジカルシンキング＆ネゴシエーション　ほか

日英科目
マネジメント・ディレンマ：日本語と英語によるケース討議、GOTOワークショップ（オックスフォード大学連携科目）　ほか

海外開講科目
Organizational Strategy of Japanese Companies in Asia、 The Neuroscience of Leadership

※ 全ての科目は2単位です。

科目紹介  （2022年度予定）

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

履修例  （1コマ＝90分）

9：00　

12：00　

18：00　

24：00　

1限目～5限目
の中から 

3コマ受講

1限目～5限目
の中から 

2コマ受講

1限目～5限目
の中から 

3コマ受講

ゲスト
スピーカーと
討論

1限目～4限目
の中から

3コマ受講

5限目・6限目で

ゼミ受講
（2コマ）

1限目～4限目
の中から

2コマ受講

同級生とディスカッション

発表資料作成・
研究テーマ文献
調査等

3限目・4限目
２コマ受講

翌週の授業の
予習などの 
準備

予習 予習

レポート作成 予習クラスメイトと
グループ
ワーク

課題／レポート
作成
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英国ファッションブランドの輸入代理店業を家業とする家に育ち、
幼い頃から将来はファミリービジネスに携わりたいと思っていまし
た。この先、家業を支える一員となるために、体系的なビジネスの知識
を身につけたいと考えMBA取得を目指しています。1年間で学位取得
が可能である点や、スクールとして規模が大きく多様な先生方や学生
が集まる環境に魅力を感じ、WBSの1年制総合を選びました。
入学後は日々新しい学びの連続で、充実感とともに、あっという間に
時間が過ぎる感覚があります。グローバルな視点で経営戦略を学びた
いと考えて選んだ池上先生のゼミでは、理論を自身の所属する業界や
自身の経験に当てはめて考えたり、ゼミ生との議論を通して異なる業
界の実例に触れたりしながら理解を深めることができ、毎回が非常に
刺激的です。社会人になってから仕事以外の場でこうして人との縁を
豊かに広げられることにも喜びを感じています。さまざまな履修科目
を通して、これまで実務で感じていた疑問や悩みについて、その背景や
理由が理論的に説明されて腑に落ちる瞬間が何度もありました。

1年制総合は、同期が20名前後のため近い距離で互いのバックグラ 

ウンドを知りながら切磋琢磨できる良さがあり、加えて他のプログラ
ムの学生とも相互交流を深められるWBSの良さを実感しています。 
一つひとつの経験や出会いを大切に、この貴重な1年を全力で学び抜き
たいと思います。

実務で感じた疑問や悩みが
理論を通して解き明かされる
MBAの学びの醍醐味を体感

中橋 ゆり子さん　2021年4月入学

2012年明治学院大学法学部政治学科卒業。英国に渡り、婦人
服ブランドでアシスタントとして新コレクションの企画やPR
活動の補助などに携わる。帰国後、国内ファッションブランド 
の生産管理職を経て、2015年より家業の渡辺産業株式会社 
にて複数の部署の業務経験を積む。2021年4月にWBSに 
入学し、池上重輔教授のゼミに所属。

在学生

 

職場を1年間離れてWBSで学ぶにあたり、自身の目標として、経営の体
系的な知識を身につける、他の業界について学ぶ、それらを踏まえて自社
がなすべきことを徹底的に考える、の3つを念頭に置きました。受講した
相葉ゼミでは、実在のケースを読み解く経験を通して、一見自分とは関係
の薄い業種や分野の事例でも、抽象化し自分ごとにすることで、実務に活
かせる知見を得ることができました。討議の進行役もゼミ生が交代で務
めるため、学生の立場とは違った視点での思考力やファシリテート能力
が鍛えられ、いまビジネスの場で会議や議論の進行を担う際に役立って
います。「出版取次の事業再生」をテーマに取り組んだプロジェクト研究
論文では、自社の抱える課題をフラットな目線で見据え、目指すべき方向
性を深く考察することができました。授業時間以外にも、マーケティング
や会計、人材組織など、テーマを決めて同期と定期的に勉強会を行ったこ
とも心に残っています。
修了後の現在は、新規事業に関わる部署で業務に就いています。昨今の
出版業界を取り巻く環境を考えると、状況を俯瞰的に分析する目や、物事
を前に進める実行力に加えて、「価値観の転換」も求められていると感じ
ます。そうした思考を持続するには、自分一人では限界があります。「他
人の脳みそを借りる」ことの大切さを知り、また、生涯のカウンターパー
トとなり得る人たちに多く出会えた点でも、WBSの門を叩いたことは人
生の転換点の一つとなった実感があります。

他業種のケースを読み解き
抽象化して考察することで
実務に活きる知見を獲得

岡田 淳さん　2021年3月修了

2008年中央大学文学部卒業。株式会社トーハンに入社し、書店
営業を担当。店頭での商品展開提案、図書館や学校への書籍・教
科書の調達業務に従事。2018年に営業統括部へ異動後は、デー
タを用いた書店への分析資料の提示や、全社の予算・実績管理
を担う。2020年4月、企業派遣でWBS に入学。在学中は相葉宏
二教授の「競争戦略と総合経営」ゼミに所属。

修了生
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日本語 2年夜間主総合

マネジメントの総合能力に加え
自身の「強み｣となる

働きながら、今後のビジネスパーソンに求められる
ジェネラルマネジメントの広範な知識を学べるプログラムです。
1年次に各ゼミのエッセンスをオムニバス形式で学んだ上で、
2年次からゼミに所属。独自の「強み｣を獲得します。

得意領域を手に入れる

総合能力＋αを手に入れる
高密度プログラム
働きながら学べる、平日夜間および土曜日開講の2年制プログラムです。ジェネラル
マネジメントについて幅広く学びながら、ゼミ等を通して自身の「強み」となる得意領域
を構築します。授業を通じて、知識はもとより、ともに学ぶ仲間との強いつながり、確か
な人脈を得ることも可能です。そして、2年次に移行する際にゼミ選考が行われ、その
結果ゼミの配属が決定されることになります。ゼミにおいては専門領域の深堀を行い、
最終的に研究論文をとりまとめて発表を行います。このように夜間主総合は広範な知
識と専門性をバランスよく追究したい方に最適なプログラムと言えます。

2022年度開講ゼミ（予定）
入学後に選択し、2年次に履修します。

●  池上 重輔 教授 競争戦略と市場創造戦略
●  伊藤 秀史 教授 市場と組織のインセンティブ設計
●  今村 英明 客員教授 企業・事業戦略
●  入山 章栄 教授 フロンティアの経営学
●  及川 直彦 客員教授 デジタル・イノベーションと 
 マーケティング
●  長内 厚 教授 イノベーションと価値創造戦略
●  菅野 寛 教授 経営戦略とオペレーション戦略
●  木村 達也 教授 マーケティング・マネジメント
●  小宮山 賢 教授 財務情報と企業評価
●  佐藤 克宏 客員教授 戦略とファイナンス
●  重本 彰子 准教授 サステナブルビジネスと戦略的CSR
●  柴崎 暁 教授 金融法務事情
●  澁谷 覚 教授 デジタル環境下の消費者行動
●  清水 信匡 教授 企業の戦略と管理会計
●  杉浦 正和 教授 戦略的人材マネジメント
●  杉田 浩章 教授 市場創造とトランスフォーメーション
●  竹内 規彦 教授 組織行動
●  田村 泰一 准教授 経営戦略と新規事業マネジメント
●  鶴谷 武親 客員教授 企業経営と社会変革
●  長沢 伸也 教授 デザイン&ブランド・イノベーション
●  西山 茂 教授 企業価値創造のための経営と管理
●  根来 龍之 教授 経営戦略の理論と実践
●  長谷川 博和 教授 ベンチャーと新規事業のマネジメント
●  平井 孝志 客員教授 経営戦略とビジネスモデル
●  平野 正雄 教授 グローバル経営の戦略
●  牧 兼充 准教授 科学技術とアントレプレナーシップ
＊ 開講ゼミは変更となる可能性があります。

Program

Evening MBA (General)

夜間主総合プログラムは、WBSで最大の学生数を
擁するパワフルなプログラムです。多様なバックグ
ラウンドとモチベーションを持つ人材が一堂に集い、 
お互いに切磋琢磨し、新たな友情を育み、ビジネス
リーダーとして共に成長していく姿は壮観です。この
プログラムの1年目は、戦略からファイナンス、会計か
ら組織人材論まで、WBSが誇る第一線の教授陣に
基礎から応用まで叩き込まれます。経営に関するリテ
ラシーを飛躍的に高めて、広範な経営課題に対する
問題解決能力を涵養するのが狙いです。2年目は、
特定のゼミに所属して、その分野のトップ教員から 
マンツーマンの指導を受けることで専門的な知識や
深い洞察力の獲得を目指します。ただし、希望のゼミ
に入るためには、良い成績を収め、教員にアピールす
ることも必要です。こうして縦にも横にもストレッチさ
れた思考力と、共に競い学んだ仲間たちは、生涯続く
自己成長の旅の礎になるはずです。

平野 正雄 教授プログラムコーディネーター

授業開講時間
平日

▲

18：50～22：00　土曜

▲

 9：00～19：45
※ 早稲田大学では全学的に2023年4月より100分授業に移行します。

2023年度からの授業開講時間（予定）
平日

▲

18：30～22：00　土曜

▲

 8：50～20：10
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

春休み秋学期後半秋学期前半夏休み春学期後半春学期前半

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

論文提出・公開審査会

科目履修（1科目程度）

ゼミ

科目履修（5科目程度）

ゼミ

論文のための文献研究、調査、論文執筆

科目履修（6科目程度） 科目履修（6科目程度）  夏期集中講義（1～2科目）

  夏期集中講義（1～2科目）

 冬期集中講義（1～2科目）

春休み秋学期後半秋学期前半夏休み春学期後半春学期前半

■1年目

■2年目

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

※ 夜間主総合および夜間主プロフェッショナルのゼミは、金曜夜間または土曜午前中に設置される予定です。
※ 早稲田大学では全学的に2023年4月より100分授業に移行します。

履修例  （1コマ＝90分）

9：00　

12：00　

18：50　

24：00　

翌週の授業の
予習などの準備

計2コマ受講

勤務
オフィスを
定時上がり

授業の予習や
レポート作成

授業の予習や
レポート作成

計2コマ受講

勤務
オフィスを
定時上がり

翌週の授業の
予習などの準備

発表資料の
準備

勤務 勤務
移動時間に

発表資料の作成

計2コマ受講

クラスメイトと
グループワーク

勤務
オフィスを
定時上がり

課題を仕上げる

2コマ受講
（ゼミ）
空き時間に
グループワーク

入
学

ゼミ選考・
配属先決定

MBA
キックオフ
講座

2年間のスケジュール

夜間主総合プログラムは幅広くMBA 

の知識を修得し、プラスαの力（専門
分野）を身に付けて修了するプログラ
ムです。夜間主プロフェッショナル
プログラムは、MBAに必要な知識を
ベースにして、2年間で専門分野を深
堀りするプログラムです。

夜間主総合と夜間主プロフェッショナルの学びの違い

専
門
分
野

MBAの包括的知識

専
門
分
野

MBAの包括的知識

夜間主総合

学びのイメージ

夜間主プロフェッショナル

19

WASEDA BUSINESS SCHOOL
Graduate School of Business and Finance, Waseda University

夜
間
主
総
合



必修コア科目
マーケティング、ファイナンス、財務会計、人材・組織、経営戦略、グローバル経営、総合経営

選択必修コア科目
企業データ分析、企業の経済学、技術・オペレーションのマネジメント、管理会計、アントレプレヌールシップ

選択科目

総合経営系
会社法、競争戦略のフロンティア、経営者の意思決定、デジタル化と産業構造変革、トップ企業家との対話　ほか

マーケティング系
顧客関係マネジメント、サービス･マネジメント、マーケティング・リサーチ、消費者行動論、マーケティングと新市場創造　ほか

人材・組織系
戦略的マネジメントコントロール、グローバル人事管理、経営と脳科学、組織における人間行動　ほか

アントレプレヌールシップ系
スタートアップ・ファクトリー、ファミリービジネスと国際化、スタートアップマネジメント　ほか

グローバルビジネス系
グローバルＭ＆Ａのマネジメント、グローバルビジネス理論、グローバルビジネスのマネジメント　ほか

アカウンティング系
財務分析と財務管理、企業分析と経営指標（KPI）、金融ビジネスの会計、戦略的マネジメント・コントロール　ほか

ファイナンス系
金融機関マネジメント、コーポレート・ファイナンス、フィンテックー金融革新とインターネット、ブロックチェーンによるビジネス変革、 
不動産とファイナンス　ほか

技術経営系
ＩＴ戦略マネジメント、実務者のための生産管理・経営管理、製品デザイン・開発論、技術と戦略　ほか

研究技法・思考法系
イノベーション研究のための定量分析、イノベーションのためのロジカルシンキング＆ネゴシエーション、実践事例研究　ほか

海外開講科目
Organizational Strategies of Japanese Companies in Asia、 The Neuroscience of Leadership

2年以上在学して50単位以上を修得し、プロジェクト研究および研究指導を経てプロジェクト研究論文を執筆します。
論文審査および試験に合格した者に対して、「経営管理修士 (専門職 )」の学位が授与されます。

※  早稲田大学内の他研究科や交換留学先の海外大学院に設置されている科目の単位は、審査の上、修了必要単位に算入できる場合があります。
※ 「研究指導」は単位付与はありませんが、所定の指導を受け合格する必要があります。
※ 「プロジェクト研究」および「研究指導」は２年次以降配当となります。

修了要件

科目紹介  （2022年度予定）

必修コア科目 選択必修
コア科目

選択科目 専門研究
計

日英科目 海外開講
科目 一般選択科目 プロジェクト

研究 研究指導 プロジェクト
研究論文

14 6 ～ 20 ～ 4 合格 2 50

※ 全ての科目は2単位です。
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素材メーカーで営業・マーケティング職として経験を積む中で、外部
環境や企業内部の資源を構造的に分析し、事業戦略を立案できるように 

なりたいとの思いを強くしました。そのためには体系的な経営理論や、 
論理的思考力を身につける必要があると考え、WBSに入学しました。
所属した池上ゼミでは、多様な業界の仲間と各自の課題意識に基づき
議論をすることで、独学では得られない実践的で幅広い戦略知見を獲得
できました。「戦略的CSR経営」の授業では、講義やディスカッション、
ESG経営に最前線で取り組むゲストの講演などを通じて、それまで自分
には無縁だと思っていたCSRと事業の繋がりを深く掘り下げて学び、 
今後の生き様を考える機会になりました。このほか、イノベーション創出
について理解を深め、自らの思考の枠を大きく広げることができた「技術・ 

オペレーションのマネジメント」も印象に残っています。何より、夏季や
冬期の休業期間も自主的に勉強会を開くほど、多くの濃い仲間に恵まれ、
一生学び合い切磋琢磨しながらキャリアを築いていけるコミュニティに
包まれていると感じました。

WBSの授業を通して視座が社会全体や世界へと高く引き上げられる
瞬間が何度もあり、ビジネスや事業の力で社会課題の解決や持続可能な
世界の実現に貢献したいという新たな目標も生まれました。その道のり
はまさにWBSで培ったスキルやマインドセットのフル活用であり、楽し
みながら自分らしく挑戦を重ねていきたいと思います。

培った知識と思考力を発揮し
ビジネスや事業を通して
社会課題の解決に挑みたい

小川 一幸さん　2021年3月修了

2014年早稲田大学教育学部卒業。東レ株式会社で電子部品に 
用いられるプラスチックフィルム材料の国内・海外営業を担当。
自動車の電動化にかかわる製品戦略、マーケティング、新製品 
開発の推進に従事する。2019年4月にWBSに入学し池上重輔
教授「競争戦略と市場創造戦略」ゼミで学ぶ。修了後の2021年 
7月よりコンサルティングファームに所属。

修了生

新卒入社以来、一貫して超音波の医用応用に関する研究開発に携
わってきました。研究成果を上げ、技術的な価値は認められたものの事
業化には至らず、世の中の役に立てていないもどかしさがありました。
今後のキャリアパスを考える上で、社会を動かしているビジネスとは
どのようなものかを知りたいとMBA取得を志しました。仕事や育児と
の両立の観点からフルオンラインの海外MBAも検討しましたが、人と
のつながりが欲しく早稲田の夜間プログラムを選びました。
夜間主総合は、ゼミ配属までに1年の熟考期間がある点が特長です。

入学当初は漠然と技術戦略のゼミを考えていましたが、1年目にさま
ざまな分野の先生方の講義を受けた上で、自らのバックグラウンドと
は異なるゼミへの挑戦を決めました。平野ゼミでは問題解決トレー 

ニングやデータエンジニアリングなどの多彩な内容を通してグローバ
ル経営への理解を深めるとともに、ビジネスパーソンとしてのスキル、 
ナレッジ、マインドのあらゆる面が鍛えられていることを実感します。
新卒から同じ会社にいるため視野が狭くなりがちでしたが、WBSで

多様な業界のあらゆる職位の人と話すことで、見える世界が広がった
気がします。講義やゼミを通して研究戦略の立案に関心が高まり、その
思いを上司に伝えたところ、これまでのキャリアから少しピボットした 

新しいプロジェクトへの参加も実現しました。修了後は、WBSでの学び 

を活かし、技術とビジネスを橋渡しする役目を担いたいと考えています。

研究開発におけるキャリアと
WBSで得た知見を活かし
技術とビジネスの橋渡し役に

浅見 玲衣さん　2020年4月入学

2005年アメリカ・カリフォルニア大学ロサンゼルス校生化学 
専攻卒業。株式会社日立製作所に入社し、研究開発部門で超音
波を用いた癌治療の基礎研究や、診断装置向けイメージング技
術の開発などに携わる。特許・論文多数。2021年3月に富士フィ
ルムヘルスケア株式会社に移籍。2020年4月にWBSに入学し、
平野正雄教授のゼミに所属。

在学生
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日本語 2年夜間主プロフェッショナル マネジメント専修Program

2年間かけて深堀りし磨き上げる
専門性の高いMBA
スペシャリティを武器に経営幹部となることを目指す人に向けた２年間のプログラム
です。授業は平日夜間と土曜日に開講されるため、働きながら自身をブラッシュアップ 

することが可能です。指導教員を指名して入学するモジュール制（マーケティング、 
人材・組織マネジメント、事業創造とアントレプレナー、グローバル経営、技術・生産
マネジメント、スポーツビジネス）を採用し、専門分野と関連分野双方に通じたプロ
フェッショナルの育成を目的としています。
入学直後から始まる2年間のゼミを通して、個々の問題意識に沿ったテーマに決め、
その深堀（問題の発見・仮説・調査・分析・考察）の成果として専門職学位論文を 

まとめます。

モジュールとは、一種のサブコースであり、各モ
ジュールに１つの演習と5～8の専門科目が配置
されます。モジュールは出願時に選択します。

専門別モジュール制により、マネジメントの主要各分野を
深く掘り下げて学べる「マネジメント専修」。

スペシャリティを武器に
活躍する人材を輩出

専門分野を深く究め

Evening MBA (Specialized) Management Track

夜間主プロフェッショナルプログラム・マネジメント専修は、モジュール（ゼミ）という仕組みを通じて、2年間
で特定の専門科目をより深く学べる点が大きな特徴です。通常の必修・選択科目を履修しつつ、モジュー
ル科目を集中的に履修することによって、経営幹部職としてのステップアップと専門性の深化を同時に追求
することができます。入学時点で所属するゼミがすでに決まっているため、専門職学位論文の執筆にも十
分な準備時間をかけて取り組めます。同じ分野を専攻し、長い時間を共に過ごすゼミ仲間とは、より深い知
見を共有することができ、現役生同士だけでなく、修了生との間にも家族のような強い絆が築かれます。毎
週行われるゼミでの議論はもちろん、ゼミごとに特徴のある企業見学やスタディツアーといった対外的な活
動を通じて、外部との間でも多様な化学反応とネットワークが生まれています。こうした学びのプロセスで得
られた広範で濃密な人脈は、今後の人生にとって、必ず有益なものとなるはずです。

長谷川 博和 教授プログラムコーディネーター

モジュールとは ?

演
　習

専
門
科
目

専
門
科
目

専
門
科
目

専
門
科
目

専
門
科
目

専
門
科
目

モジュール

授業開講時間
平日

▲

18：50～22：00　土曜

▲

 9：00～19：45
※ 早稲田大学では全学的に2023年4月より100分授業に移行します。

2023年度からの授業開講時間（予定）
平日

▲

18：30～22：00　土曜

▲

 8：50～20：10
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2022年度設置モジュール
マーケティング　川上 智子 教授

多様化する今日の市場や消費者の実態を的確に把握するための分析力と、効果的かつ創造的なマーケ
ティング戦略を策定するための構想力の双方を養成することを目的とします。本モジュールの基本的な 
スタンスは、理論と実践との有機的な連動をはかることにあります。授業やゼミを通じてマーケティング
の基礎理論と先端理論の学習をすすめるとともに、事例を題材とした考察、実務で活躍しているマーケ 
ティングのスペシャリストとの議論などを通じて、理論と実践とを架橋するための姿勢や考え方についても
学んでいきます。

  主な専門科目  

●  マーケティングと新市場創造 ●  マーケティング・リサーチ
●  ブランド戦略 ●  サービス・マーケティング　など

2年間のスケジュール
■1年目

■2年目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

科目履修（5科目程度） 科目履修（1科目程度）夏期集中講義（1科目程度）

春休み秋学期後半秋学期前半夏休み春学期後半春学期前半

論文のための文献研究・調査、論文執筆 論文提出・口述試験

夏期ゼミ合宿（任意）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研究テーマ検討 専門職学位論文テーマ決定

MBA
キックオフ
講座

科目履修（6科目程度） 科目履修（6科目程度）夏期集中講義（1～2科目） 冬期集中講義（1～2科目）

春休み秋学期後半秋学期前半夏休み春学期後半春学期前半入
学

夏期ゼミ合宿（任意）

事業創造とアントレプレナー　長谷川 博和 教授

本モジュールのねらいは、「事業創造とアントレプレナーに関するマネジメント」の分野における高度
な専門性を獲得することです。その中心的受講生は、①将来ベンチャー企業を創業することを想定す
る方、②大企業で新規事業や新たな収益源を生み出したい方、③ファミリービジネスの事業承継者、の
３分野です。この３分野における成功・失敗要因を評価・分析し、不連続な技術革新についての対応
力をつけ、更にはオープンイノベーションを推進するために、大企業、ベンチャー企業とファミリー企
業との連携の在り方等を検討することによって、専門職学位論文を仕上げることを目的とします。こ
れら３分野は独立して存在するのではなく、相互に関連しながらダイナミックに成長してゆくもので
あり、その相関性について重点的に議論していきます。本モジュールの基本姿勢は、実践と理論の融
合を重視して進めてゆくこと、「明るく厳しいモジュール」となります。

  主な専門科目  

●  スタートアップ・ファクトリー ●  事例で学ぶベンチャー経営・新規事業の創造
●  ファミリービジネスと国際化 ●  ベンチャー・ファイナンス　など

人材・組織マネジメント　杉浦 正和 教授

「経営はつまるところ『ひと』と『組織』だ」―そのように考えている方には、本モジュールが最適です。
通称は「プロの人材ゼミ」。経営の様々な課題について特に「ひと」と「組織」に焦点を当てて深く考
え抜くことを目的としています。2年間行われるゼミの初年度は、個々の問題意識を共有したうえ
で理論・枠組み・事例について学びます。2年目は、実務に応用する「howの問い」と原理を探求する
「whyの問い」を同時に大切にしながら、論文を仕上げます。同時に、ゼミの1期前後のメンバーおよ
び卒業生たちや夜間主総合の人材ゼミのメンバーたちと縦横にネットワークを広げていきます。広
く「ひと」と「組織」に関わる問題意識を持つ方や人材のマネジメントとディベロップメントを通し
て組織に貢献しチームをリードしたい方が、活発な意見交換を通してじっくりと考えを深化してい
くことのできる機会を提供します。

  主な専門科目  

●  ミッション経営とリーダーシップ　●  グローバル人事管理　●  人的資源マネジメントの国際比較分析　 
●  戦略的人材組織マネジメント（隔年）/ビジネス・リーダーシップ（隔年）　●  ビジネスコーチング　 
●  ビジネスファシリテーション　●  経営と脳科学　など
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修了要件

必修コア科目
選択科目 専門研究

計
日英科目 海外開講科目 一般選択科目 演習 研究指導 専門職学位論文

14 24 ～ 8 合格 4 50

※ 早稲田大学内の他研究科や交換留学先の海外大学院に設置されている科目の単位は、審査の上、修了必要単位に算入できる場合があります。
※ モジュール専門科目（所属するモジュールが指定する選択科目）の中から、3科目6単位以上修得することを履修指導します。
※ 選択必修コア科目（MBAプログラム）を修得した場合、一般選択科目の単位として算入します。
※ 「研究指導」に単位付与はありませんが、所定の指導を受け合格する必要があります。
※ 「研究指導」は2年次以降の配当となります。

2年以上在学して50単位以上を修得し、演習および研究指導を経て専門職学位論文を執筆します。
論文審査および試験に合格した者に対して、「経営管理修士（専門職）」の学位が授与されます。

スポーツビジネス　松岡 宏高 教授

スポーツビジネス、つまりスポーツに関連する事業のマネジメントやマーケティングについての理解を深
めることをねらいとしています。スポーツをバックグラウンドにビジネスを学びたい方、ビジネスをバック 
グラウンドにスポーツビジネスを学びたい方、両者に受講してほしいモジュールです。スポーツマネジ 
メントやスポーツマーケティングという学問の面白さは、そのプロダクトと消費者行動のユニークさに起
因します。「なぜ、負けても負けても試合会場に行くのか？」「なぜ、スポーツには多くのスポンサーがつく 
のか？」これらの疑問の背景にある固有の理論や概念をスポーツビジネスの実践とリンクさせながら学ぶ 
ことを目的としています。本モジュールでは、講義形式に加えて、ケースメソッドやグループワークなどを
用いて、理論的かつ実践的に学びを深めます。

  主な専門科目  

●  スポーツビジネスマネジメント特論 ●  スポーツビジネスマーケティング特論
●  マーケティングと新市場創造 ●  事例で学ぶベンチャー・新規事業の創造　など

グローバル経営　平野 正雄 教授

本モジュールは、グローバルをキーワードにしながら、第一線のビジネス現場にて活躍できる人材の育成
を目指しています。重点を置いているのは、学生一人一人のビジネスパーソンとしての総合力の底上げ
です。そのためにナレッジ（専門知識の深堀）、スキル（課題解決能力の修得）、そしてマインド（人間的な
成長）を総合的に強化するための独自の教育プログラムを提供しています。まず、ナレッジについては、主
に論文執筆を通して最新の経営理論を理解すると共に、実際の応用事例を学ぶことで、実践的な知識とし
て体得することを目指します。その際のテーマは、戦略策定、ビジネスモデル設計、組織人事改革、M&A、
イノベーションなど、学生自身の関心に応じて柔軟に設定することが可能です。また、当モジュールでは
個々人のスキル開発を特に重視しており、論理思考、戦略構想、データサイエンス、コミュニケーションな
どの課題解決力全般の強化に取り組んでいます。そのために独自の演習プログラムやワークショップを
実施するなど、体系的なスキルアップに注力しています。さらにマインドについても、仕事を離れて自分
自身を見つめ直す場を設けて、各自がこれからのキャリアやライフプランを考える機会も提供しています。
2年間かけて、じっくり自己を見つめ直し、一段の自己成長を目指される方々の応募をお待ちしております。

  主な専門科目  

●  グローバルビジネス理論 ●  グローバル人事管理
●  グローバルM&Aのマネジメント ●  グローバルビジネスのマネジメント　など

技術・生産マネジメント　藤本 隆宏 教授

このモジュールでは、企業・産業・現場のオペレーション（広義のものづくり）を、付加価値を担う設
計情報の「流れ」を管理し改善するという観点から分析します。具体的には、①現場において付加価値
を担う「良い設計の良い流れ」を制御するものづくり組織能力（例えばトヨタシステム）、②製品など
現物の設計思想つまり製品・工程アーキテクチャ、③「選ばれる力」である表層・深層の競争力の間の
動態的な関係を見ます。また、製品開発・生産・購買・販売・サービス等の現場の「良い流れ」（品質・ 
生産性・リードタイム・柔軟性：QCTF）の管理と改善、現場の生産資源（人的資源・設備・材料：3M）
の入手・維持・改良などについて学びます。多くの現場現物の実例を用います。製造業、サービス業、
農林水産業、生産部門、開発部門、サプライチェーン、ビジネスモデルなどをすべて含みます。デジタ
ル化、グローバル化、大災害対応、サステナビリティ対応など、さらに、インクルーシブなものづくり経
営、プラットフォーム競争時代の補完財戦略、アフターコロナ時代のサプライチェーンなどのテーマ
にもどんどん応用していきます。

  主な専門科目  

●  競争戦略のフロンティア ●  技術と戦略
●  生産・開発マネジメント（1） ●  生産・開発マネジメント（2）　など
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MBA取得を考えたきっかけは、入社3年目に新規事業に携わった際、 
会社にとって何が正しい選択なのか判断に迷い悩んだことでした。ビジ
ネスの意思決定ができる力をつけたいとWBSを志望しました。
所属した平野ゼミでは、特定の企業の経営戦略を立案する課題にチー
ムで取り組み、実際に従業員の方への聞き取りや店舗での調査を通して
仮説検証と戦略の練り直しを重ね、実務に活かせる経験を多く積むこと
ができました。知識やスキルだけでなく、ビジネスの世界で生きていく上
で必要な精神も鍛えられたゼミは、社会人経験が浅かった私にとって非
常に有意義な学びに満ちていました。また、教育現場支援のプロジェクト
を有志の仲間とプライベートで立ち上げたことも、ビジネススクールに
通って得た学業以外での大きな収穫です。
振り返ると以前の私は、自身を取り巻く環境を悲観視したり、過去の 

選択を悔やんだりしがちでした。WBSでの2年を経て、より良い状況を 

生むには何をすべきかを体系立てて考えるようになり、逆境や課題も楽
しみながら乗り越えていく力が備わりました。海外不動産開発という 

自社に前例のない事業で意思決定を求められる際も、WBSでの学びを
ベースにその時々に適した視点を持ち、可能性やリスクを鑑みて判断す
ることを心がけています。チームの協力を仰ぎながら解を導くことが 

自然とできるようになったのも、WBSで多くの仲間と出会い、議論や 

グループワークを重ねたことで、独力ではなく、チームの様々な知見を 

踏まえた最適解を導くことを学んだおかげだと実感しております。

切磋琢磨できる仲間と出会い
逆境や課題も前向きに捉えて
乗り越える力を獲得できた

梅村 桃子さん　2021年3月修了

2015年早稲田大学政治経済学部卒業。株式会社三越伊勢丹に 
入社し、店舗勤務を経て、不動産事業部でフィリピンの複合開発
案件の企画やオペレーションプランニングを担当。2019年4月
にWBSに入学し平野正雄教授の「グローバル経営」モジュール
で学ぶ。現在は海外事業推進部で引き続きフィリピンの不動産
開発案件にマネジャーとして携わっている。

修了生

勤務先企業でゼロから事業化まで社内起業を経験したことを機に、
実際の起業に関心が高まり、必要な知識やスキルを身につけたいと
MBA取得を志しました。ご自身が現役の投資家であり、起業のご経験
も豊富な長谷川博和先生のもとでアントレプレナーシップを2年間密
に学びたいと考え、WBSのマネジメント専修を選びました。

2年目に入った今、想像していた以上に深く広い学びや人脈形成が実
現できています。起業プロセスを疑似体験できる名物授業「スタート
アップ・ファクトリー」では、起業アイデアや具体的な事業計画をメン
バーと練り上げ、最終プレゼンを経て16チームの中で優勝を果たすこ
とができました。また、ゼミではディスカッションや年間を通して実施
されるイベントなど、起業やファミリービジネス、新規事業創造につい
て理解を深めています。現在、海外研修は難しい状況ですが、2月にはス
タートアップ先進国で知られるエストニアの起業家をゲストに迎えた
オンライン勉強会が実施され、多くの学びを得ました。
入学前と比較して、ビジネス全般に関する知識量は圧倒的に増え、起
業に対する考え方もよりポジティブに変わりました。自分の強みや得
意な部分が明確になり、自信が持てるようになったことも内面的に大
きな変化です。この先、企業の内外を問わず、新規事業の立ち上げを通
して社会への貢献を目指していく上で、WBSでの体系的な学びや実践
的な経験、培った人脈は、間違いなく役に立つと感じています。

起業プロセスの疑似体験など
実践的で濃い学びを通して
起業への考えがより前向きに

及川 敦輝さん　2020年4月入学

1998年東京理科大学理工学部卒業後、キヤノン株式会社でコ
ピー機の設計開発に従事。2005年ソニー株式会社に転職し、液
晶テレビの設計開発やテレビ用アクセサリのプロダクトマネ
ジャー、海外駐在などを経て、現在はオーディオ機器の設計開
発に携わる。2020年4月にWBSに入学し、長谷川博和教授の 
「事業創造とアントレプレナー」モジュールに所属。

在学生
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●  蟻川 靖浩 准教授 企業経済学
●  池田 昌幸 教授 金融経済学
●  宇野 淳 教授 マーケット・マイクロストラクチャー
●  川口 有一郎 教授 不動産・保険・金融
●  斉藤 賢爾 教授 ブロックチェーンと分散ファイナンス
●  鈴木 一功 教授 コーポレート・ファイナンス実証分析
●  竹原 均 教授 ポートフォリオ・マネジメント
●  中里 大輔 教授 コンピューテーショナル・ファイナンス
●  四塚 利樹 教授 債券投資戦略

＊ 開講演習科目は変更となる可能性があります。

夜間主プロフェッショナル ファイナンス専修Program

理論から実践まで、バランスの取れた
カリキュラムで実務に直結する力を修得
ファイナンス専修のカリキュラムは、ファイナンス理論・技法を中核に、関連科目がそ
れらを側面から支える形で、ファイナンスの業務に必要な知識が総合的・相互補完的
に修得できるように体系づけられています。学修内容は、実務を進める上で求められ
る能力を基礎に、総合的に構築・編成されており、従来のジェネラリスト志向のMBA

プログラムでは学べなかった、ファイナンス関連知識の深掘りを目指す点が最大の
特徴です。MBAプログラムに共通する必修コア科目に加えて、ファイナンスを体系
的に修得するために必要な科目としてファイナンスモジュール専門科目3科目の履
修が推奨され、さらに選択科目を通じて専門知識を深めながら実務経験者として培っ
てきたものをアカデミックな裏付けとともに論理的に理解していくことになります。 
さらに第２セメスター以降は異なる３つのテーマの演習を受講するとともに、担当教員
の指導の下、２年間の成果をプロジェクト研究論文としてまとめることが求められます。

財務・金融のスペシャリストを育てる「ファイナンス専修」。
興味・関心に応じて柔軟に学びを広げることが可能です。

財務・金融の
スペシャリストを養成

総合的ファイナンススキルを備えた

Evening MBA (Specialized) Finance Track

2022年度開講演習科目（予定）
入学後に選択し、第2セメスターから履修します。 

日本語 2年

当プログラムの特徴は、ファイナンスという学問分野が高度に専門化していることに鑑み、各教員
の専門性に応じてテーマを絞り込んだ演習科目を設置し、在学中に３名の教員の３つの演習を履修
するように工夫していることにあります。このことで、各教員の特に強い分野の知見を組み合わせ
ることができ、学生はより高度な指導を受けられます。学生は、通常その３名の教員のうち１名を
指導教員として、講義や演習で学んだ専門知識を組み合わせ、プロジェクト研究論文を作成します。
論文作成を通じて、金融、経済のデータ分析等を行い、自ら構築した仮説を検証したり、ビジネス上
の問題に関する理解を深めたりする機会を得られます。

鈴木 一功 教授プログラムコーディネーター

授業開講時間
平日

▲

18：50～22：00　土曜

▲

 9：00～19：45
※ 早稲田大学では全学的に2023年4月より100分授業に移行します。

2023年度からの授業開講時間（予定）
平日

▲

18：30～22：00　土曜

▲

 8：50～20：10
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履修モデル

必修コア科目（7科目）に加え、ファイナンス専修では、以下の5科目のうち3科目を履修することを推奨しています。

ファイナンスモジュール専門科目

コーポレート・ファイナンス エクイティ・インベストメント 企業データ分析 債券インベストメント デリバティブ

 CASE 1   コーポレート・ファイナンスを中心に学びたい
コーポレート・ファイナンスでは、企業の血液ともいえるお金（キャッシュ
フロー）の価値を、リスクとの関係からひもとき、企業の資金調達や投資、資
本・配当政策に関する意思決定、M&Aにおける価値評価などの理論と実務
との関係を学びます。経済活動がグローバル化する中、企業の財務関係者
はもちろんのこと、経営・事業の企画部門で活躍する上でも不可欠の知識
になっています。

　想定される職種　　

事業会社：財務部門、経営企画部門、事業企画部門

　選択科目　

コーポレート・ガバナンス、CFOの役割と課題、事業再生、M&A、M&Aと企
業価値評価　など

 CASE 2   インベストメントを中心に学びたい
英語の”Investment“の意味そのもので、今日の時点での資金を将来のリ
ターンの獲得を目的として投資対象資産に配分することが「投資」ですが、 
大切なことはリターン追求と同時にリスクをコントロールしなければなら
ないことです。このため国内外の株式、債券などの主要な投資対象の評価
のための理論・モデルの学習に加えて、統計学や計量経済学の基礎を固め
ることも必要になります。

　想定される職種　　

金融機関：ファンドマネージャー、証券アナリスト、ストラテジスト

　選択科目　  

アセットアロケーション、株式ポートフォリオ運用、年金マネジメント、ヘッジ 

ファンド、マーケットマイクロストラクチャー、ファイナンスのための計量 

分析　など

 CASE 4   金融システムを中心に学びたい
金融システムは、貯蓄と投資を結び付け、経済活動に必要なリスクと資金を
配分する仕組みであり、実体経済を支えるインフラです。金融システムが
円滑に機能するためには、市場や金融サービス産業は絶えず実体経済の変
化に対応して変貌と進化を続ける必要があります。金融システムを理解す
ることは、金融機関のみならず資金調達や運用にかかわる企業サイドの実
務家にとって不可欠です。

　想定される職種　　

事業会社： 財務部門、経営企画部門
金融機関：銀行部門、証券部門、運用部門

　選択科目　 

金融機関マネジメント、金融ビジネスとシステムデザイン、コーポレート・
ガバナンス、国際金融論　など

 CASE 3   数量分析や最新の金融工学を中心に学びたい
金融ビジネスでは、低金利環境のもとでより一層のリスクテイクを余儀な
くされており、その管理が重要課題となっています。本分野では、リスクを
確率・統計等を用いて定量的に把握し、デリバティブ等最新の金融工学を
駆使してテイク・コントロールする技法を学びます。これらの知識は、金利、
為替、株式、不動産等運用成果や貸出先の倒産確率の管理から仕組商品の開
発に至るまで幅広く応用されています。学習のハードルは高いですが、金
融工学の専門家として活躍できる分野でもあります。

　想定される職種　　

金融機関：融資・資産運用のリスク管理部門、ALM部門等

　選択科目　  

ファイナンスのための数学基礎、ファイナンスのための確率過程、ファイナン
スのための確率統計、ファイナンスのための計量分析、中級ファイナンス論、 
アセットプライシング、Asset Management、株式ポートフォリオ運用、ヘッジ 

ファンド、デリバティブモデリング、金利デリバティブ原理とクレジット 

リスク、不動産金融工学　など

 CASE 5   不動産とプロジェクト・ファイナンスを中心に学びたい
当研究科のこの分野は、不動産、インフラストラクチャ―、およびプロジェク
トのファイナンスに関する、日本で唯一かつアジアでトップランクの学びが可
能です。不動産は今や世界の市場ポートフォリオの20％を占めるアセットク
ラスです。また、インフラストラクチャ―およびプロジェクトの市場はニッチ
ではありますが急拡大しています。ファミリーオフィスからプロパティテック
といった新しい分野についても学べます。

　想定される職種　　

事業会社： 全部門
金融機関：全部門

　選択科目　 

不動産金融工学、不動産証券分析、不動産経済学、不動産とファイナンス、 
住宅とファイナンス　など
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2年間の履修・研究のイメージ
■1年目 ■2年目

2年次秋学期2年次春学期1年次秋学期1年次春学期

必修コア科目
選択科目 専門研究

計
日英科目 海外開講科目 一般選択科目 演習 研究指導 プロジェクト研究論文

14 28 ～ 6 合格 2 50

修了要件

※ 早稲田大学内の他研究科や交換留学先の海外大学院に設置されている科目の単位は、審査の上、修了必要単位に算入できる場合があります。
※ モジュール専門科目（所属するモジュールが指定する選択科目）の中から、3科目6単位以上修得することを履修指導します。
※ 選択必修コア科目（MBAプログラム）を修得した場合、一般選択科目の単位として算入します。
※ 「研究指導」に単位付与はありませんが、所定の指導を受け合格する必要があります。
※ 「研究指導」は2年次以降の配当となります。

2年以上在学して50単位以上を修得し、演習および研究指導を経てプロジェクト研究論文を執筆します。
論文審査および試験に合格した者に対して、「経営管理修士（専門職）」の学位が授与されます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2年間のスケジュール

■2年目

講義科目5科目程度 講義科目3科目程度

演習② 演習③

研究指導、論文のための文献研究・調査、論文執筆

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

講義科目7科目程度 講義科目7科目程度

演習①

■1年目

春休み秋学期後半秋学期前半夏休み春学期後半春学期前半入
学

MBA
キックオフ
講座

論文提出・公開審査会

研究指導演習① コーポレート・ファイナンス

演習② マーケット・マイクロ・ストラクチャー 演習③ 金融経済学

必修科目を中心に履修し、ベースと
なる知識を修得。加えて自身の興
味・関心のある選択科目を履修。

1年秋以降は半年ごとに違うゼミを
履修するとともに2年次から始まる
論文の分野を検討しつつ専門的な
科目を履修。

演習を履修し、プロジェクト研究論
文のテーマを多角的にみたうえで、
論文の執筆に必要な文献データな
どを収集。

ゼミを履修し、2年次春学期同様に
多面的に物事をとらえ、論文の分野
に関する理解を深める。2年間学ん
だ成果をプロジェクト研究論文と
して執筆。

春休み秋学期後半秋学期前半夏休み春学期後半春学期前半
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修了生

前職でIR業務に携わる中で、機関投資家に対して自社の中長期戦略
やコーポレートガバナンスの特色を定量的に説明する重要性と難しさ
を感じ、ファイナンスを体系的に学ぼうとWBSの門を叩きました。入
学して実感したのは、業種も職歴も多様な学生がともに学ぶからこそ、
どの科目でも教科書的な理解にとどまらず、実務的な議論を深められ
る環境のすばらしさです。専門科目の「エクイティ・インベストメント」
では、証券投資理論について、単に公式を暗記するのではなく、成立の
背景や導出方法も含めてアカデミックな観点から理解を深めることが
できました。企業データ分析の一連のプロセスを講義と演習を通じて
体得できた専門科目も印象に残っています。
勤務先では現在、IR業務と並行して中期経営計画策定のプロジェク
トにも参画しています。WBSでファイナンスの体系的な知識や、企業
のビジネスを定量的に分析するスキルに加え、SDGsやガバナンス、組
織、マーケティングについても幅広く学んだことで、使えるツールが格
段に増えた実感があります。自身の知見や強みをいかに実務に活かし
て貢献できるかを意識するようになったことも大きな変化です。
働きながら学べる大学院としてWBSのファイナンス専修は間違い
なくトップクラスだと思います。一人での学びでは難しい、さらなる高
みへの到達を実現するためにも、向学心を持った学生たちが集う優れ
たlearning communityに身を置くことを強くおすすめします。

体系的知識や分析スキルなど
IR 業務で実践的に活かせる
多様なツールを獲得できた

太田 甫さん　2021年3月修了

2011年早稲田大学商学部卒業。日東紡績株式会社で事業管理、
経理・財務、IR業務などを担当。2019年4月にWBSファイナン
ス専修に入学。竹原均教授の指導の下、統合報告書の有用性を
テーマにプロジェクト研究論文を執筆し、2021年3月修了。同
年4月より日本水産株式会社にて、主に株式投資家への情報発
信を行うIR業務に従事している。

アセットマネジメント業界に15年近く勤め、実務でファイナンスの
知見を活用する機会が多いことから、自身の知識や経験をより高める
ことを目指してWBSに入学しました。仕事と並行して、平日の2日と土
曜の履修を基本としています。上司が同じファイナンス専修の卒業生
で、学業との両立に理解が深いことにも支えられています。

WBSの特色である豊富な科目の選択肢の中でも、特にファイナンス
の専門科目群は充実していると実感します。専門科目は、5科目のうち 

3科目を履修することが推奨されていますが、私は5科目全てを履修し
ました。その分、課題などの負荷は大きくなるものの、ファイナンスの
理論を体系立てて網羅的に学ぶことができています。実務では見えに
くかった側面が、理論を通じて明確になることを何度も経験し、実務と
理論の両面からの高い相乗効果の手応えがあります。これまでは仕事
上で問題に直面した際に、焦りから表面的な対処法をとりがちでした。
しかし、WBSで学びを積み重ねてきた今、落ち着いて目の前の問題に
向き合い、深く考えた上で解決を図る習慣がつきました。知識の幅が広
がり、解決に至るまでのスピードも向上したと感じます。
変化の激しい市場環境において、資産運用のさまざまな手法や商品
を取り扱い、投資家に理論立てて説明する上で、WBSで培った知識や
経験は今後のキャリアの糧になると思います。業界を牽引できるビジ
ネスパーソンを目指し、積極的に新しい挑戦をしたいと考えています。

専門科目群を通して培った
体系的かつ網羅的な学びを
今後のキャリアの糧に

池田 拓郎さん　2020年4月入学

2006年大阪市立大学経済学部卒業。信託銀行、ブルームバーグを
経て、SOMPOアセットマネジメント株式会社に入社。株式や債券、
デリバティブなど、各種の資産運用の手法・商品を取り扱う。2020
年4月にWBSに入学。鈴木一功教授の指導の下、コーポレート 
ファイナンスの観点におけるESGやSDGsをテーマに、計量的 
分析を交えた研究を進めプロジェクト研究論文に取り組んでいる。

在学生

29

夜
間
主
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル 

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
専
修



グローバルに活躍するファイナンスの
プロフェッショナルを養成

英語 2年MSc in Finance（全日制）

ファイナンス理論をコアとして、企業活動等において必要となる知識・技能を備えたグ
ローバル人材を育成します。ファイナンスに関する基礎的な知識から高度な専門知識、
先端的な理論までを体系的に修得できるカリキュラム編成となっています。また、選択
科目では全日制グローバルプログラムの科目の一部を履修できるなど、ビジネスにつ
いての知識を併せ持ったファイナンスのプロフェッショナルとなることを目指します。

2022年度開講演習科目（予定）
入学後に選択し、第 2セメスターから履修します。 

●  蟻川 靖浩 准教授 Economics
●  池田 昌幸 教授 Financial Economics
●  宇野 淳 教授 Market Microstructure
●  川口 有一郎 教授 Real Estate/Finance/ 
 Data Science
●  COAD, Alex 教授  Hot Papers in Finance
●  鈴木 一功 教授  Empirical Analysis of Corporate 

Finance
●  竹原 均 教授 Portfolio Management
●  張 明恩 准教授 Risk Management
●  中里 大輔 教授  Advanced Risk Management
●  根本 直子 教授  Topics in Financial Markets/ESG/

SDGs
●  四塚 利樹 教授 Fixed Income Strategies
●  LAU, David 准教授  Accounting and Finance

＊ 開講演習科目は変更となる可能性があります。

基礎から最先端まで
ファイナンスを体系的に学び

ファイナンスに関する基礎的な知識から高度な専門知識、
先端的な理論までを体系的に修得する英語プログラムです。
世界に通用するファイナンスのプロフェッショナルを養成します。
修了者にはファイナンス修士（Master of Science in Finance）
が授与されます。

世界に通用する金融人材に

必修コア科目
Statistics, Mathematics for Finance, Microeconomics, Equity Investments,

Corporate Finance, Econometrics, Fixed Income Investments

選択必修コア科目
Risk Management, Advanced Risk Management, Asset Pricing, Advanced Microeconomics, 

Venture Capital Financing, Comparing Financial Systems, Market Microstructure, 

Derivatives Modeling, Asset Allocation, Derivatives, Exotic Options and Insurance, 

Management of Financial Institutions, Corporate Governance, Mathematical Finance, 

Contemporary Accounting Issues, Real Estate Finance, Risk Analysis, Financial Economics

※ 全ての科目は2単位です。

科目紹介  （2022年度予定）

Program

MSc in Finance Programは、ファイナンスにおいて必要不可欠な分析ツールを学ぶことを通じて、世
界のファイナンス業界で活躍できる人材の育成を目標としています。ファイナンスの研究や実務のフロン
ティア領域では、最新情報の大部分が英語で流通しています。英語で書かれた良質の論文、書籍を読
みこなし、自らも英語で発信することが日本人のファイナンス・プロフェッショナルにも強く求めらています。
本プログラムにおいては、外国人留学生と共に英語で学び議論することを通じて、そうしたスキル獲得の
ための訓練を受けることができます。またCFAやCIIA（オルタナティブ投資アナリスト）のようなグローバ
ルな資格を目指す人にとっても、このプログラムは最適な学びの環境となるでしょう。

蟻川 靖浩 准教授プログラムコーディネーター
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2年以上在学して、50単位以上を修得し、演習および研究指導を経て専門職学位論文を執筆します。論文審査および
試験に合格した者に対し、ファイナンス修士（専門職）「Master of Science in Finance」が授与されます。
入学時期は9月とし、修了に必要な授業、演習は全て英語のみで行います。

※  早稲田大学内の他研究科や交換留学先の海外大学院に配置されている科目の単位は、審査の上、修了必要単位に算入できる場合があります。
※ 演習は、1年次の第2セメスターから履修します。
※ 「研究指導」は単位付与はありませんが、所定の指導を受け合格する必要があります。
※ 「研究指導」は2年次以降の配当となります。

修了要件

必修
コア科目

選択必修
コア科目

選択科目 専門研究
計日英科目または

海外開講科目
一般
選択科目 演習 研究指導 専門職

学位論文

14 16 ～ 任意 6 合格 4 50

Financial Specialist Education  (two years)

New university graduates
who majored in areas such as economics, 
mathematics and physics 
who want to pursue a professional career in 
�nance

In such fields as
Wealth Management and Investment, Corporate Finance, Applied Finance, 

Quantitative Finance and Risk Management, Real Estate and Infrastructure, Internet Finance

In world financial centers such as 
Tokyo, New York, London, Hong Kong, Shanghai and Sydney

CFA Specialist / Professional Academia

Fundamental 
education for essential 
knowledge and skills

Advanced education 
for specialists and 
practical knowledge 
and skills

Related knowledge to 
support core theory of 
�nance

Global business skills 
and experience

Waseda Business School

Professionals
with work experience in related �elds such as 
business, banking etc.

Progress to doctoral program

Pathways

ボアガー マーク ヨセフ（出身：ドイツ） 2020年 9月　MSc in Finance入学

With the MSc in Finance Program, Waseda Business School offers an 
unparalleled academic experience for international students in Japan. Due to 
the great diversity of WBS I was able to widen my horizon and interact with 
students from a large variety of backgrounds. I was given invaluable insights 
by the professors, who possess both excellent academic experience as well 
as professional wisdom. On top of that the �exible curriculum offered by WBS 
has allowed me to focus on what interests me the most. With the excellent 
support of the Career Management Centre this program has given me a unique 
opportunity to launch my career as a �nancial professional in Asia. Ultimately, I’m 
happy about the great friends I was already able to make on Waseda University’s  
beautiful campus in the vibrant heart of Tokyo. 

Bridging Cultures and Perspectives
Student's

Voice
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グローバルネットワーク

コロナ禍の困難を仲間と
乗り越えられたことも大きな収穫に

田中 江里華 2020年 9月　夜間主プロフェッショナル・マネジメント専修修了

2年目の冬から約半年間アメリカのブランダイス
インターナショナルビジネススクールに留学しま
した。選んだ理由は、ボストンというMBA発祥
の地で今何が議論されているのか興味があり、日
本人が殆どいないグローバルな環境での学びに
魅力を感じたからです。経営戦略を中心に受講し
ましたが、世界中から集まった仲間と激しいディス

カッションが行われる授業は、枠にとらわれない自由な発想が飛び交い非常に
エキサイティングで、思考の幅が広がったと思います。新型コロナにより折り
返し地点でオンライン授業となり、困難も多かったですが、教授陣のリーダー
シップに助けられながら、仲間で協力し、柔軟に変化し対応する中で多くを学
べました。学校のサポート体制が充実しており、やる気のある学生を惜しみな
く応援し、良い部分は評価してくれる環境で、自信もつきます。帰国後、留学
先での経験を生かし、次に進むきっかけにできると思うので、挑戦されること
を強くお勧めします。 

Student's
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当研究科では、早稲田大学が研究者・学生の交換協定を結ぶ約600の海外の大学・教育研究機関に加え、海外トップスクー
ル36校とも学生交換協定を締結しています。セメスター単位の交換留学に加え、夏季休業期間等に実施される海外大学
での短期集中コースという選択肢もあります。
国内ビジネススクールとしてはもっとも活発に交換留学が実施されている当研究科ですが、「世界」とつながる環境づくりは、 
それだけにとどまりません。世界中から集う、今後各国のビジネス界をリードするであろう多くの外国人正規学生や交換留学 

生と授業の内外で接することにより、多様な価値観を肌で実感し、異文化コミュニケーション能力を養うことができます。
ビジネス知識に加えて国際感覚も磨き上げ、広く世界で通用する発信力・交渉力を身につけるため、当研究科が誇るグロー
バルネットワークを活用してください。

レンヌ第 1大学（フランス）

リヨン第 3大学（フランス）

ライデン大学（オランダ）

エラスムス大学ロッテルダム
経営大学院（オランダ）

ライプチヒ大学（ドイツ）

アウスブルク大学（ドイツ）

ヨーテボリ大学（スウェーデン）

マンハイム大学ビジネススクール（ドイツ）

インド経営大学院バンガロール校（インド）

ナンヤン理工大学経営大学院（シンガポール）
※早稲田 -ナンヤンダブルMBAを実施

チュラロンコーン大学サシン経済大学院（タイ）

インド経営大学院アーメダバード校（インド）

コペンハーゲン・ビジネススクール（デンマーク）

ブリュッセル自由大学 
ソルベイブリュッセル経済経営学院（ベルギー）

ザンクト・ガレン大学（スイス）

ローザンヌ大学（スイス）

シンガポールマネジメント大学（シンガポール）

EDHEC経営大学院（フランス）

ESCP ヨーロッパ・ビジネススクール（フランス）

リヨン経営大学院（フランス）

ESSEC経済商科大学院大学（フランス）

テルアビブ大学 
カラー経営大学院（イスラエル）
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Voice多国籍の学生と

切磋琢磨できる貴重な経験に

畠山 友里 2021年 3月　夜間主プロフェッショナル・マネジメント専修修了

中国のデジタル社会を経験したいという思い
から清華大学へ留学を希望しました。コロナ 

禍でオンライン留学となりましたが、デジタ
ル時代の新しい学びを経験することができ
たと思っています。例えば、現地開催のクラ
スに、各国の学生がリモート参加する場合、 
オンラインとオフラインが融合するようなカ
メラワークや画面分割、授業進行の工夫が 

されており、単に物理的な距離を無くすだけでなく、効果的なデジタル体験と
は何かを考えさせられる学びの環境がありました。また、現地の文化やサー
ビスを直接経験することはできませんでしたが、それがかえって客観的に互い
の文化や商習慣の違いについてディスカッションする機会となり、文化の多様
性の中で多くの刺激を受けることができたと思います。この経験を活かして、
新しい環境への柔軟な対応、自分の常識にとらわれない思考ができるビジネ
スパーソンとしてさらに成長したいと考えています。

エネルギー溢れる香港での
得難い経験

大塚 怜奈 2020年 3月　夜間主総合修了

2年目の9月から11月までのおよそ3ヶ月間、香
港中文大学MBAコースに留学しました。この大
学を選択した理由は、元々興味があった香港であ
ること、英語での授業であること、中国本土の雰
囲気を日本にいるよりも得られると考えたからで
す。留学先では、全日のクラスでファイナンスを、
夜間合同のクラスで中国経済とイノベーションの
授業を受講しました。授業全体を通して、WBSよ

りも実務に寄った内容であったと感じます。また、どのクラスも、グループワークの比
重が大きく、レポート、プレゼンテーションなどを中国、香港、インド、ドイツ、韓国の人
たちと、英語でディスカッションしながら仕上げていきました。社会的背景、バックグ
ラウンドが違うなかで、苦労もありましたが、1歩ずつ話をつめてまとめていく過程は、
とても勉強になりました。授業だけでなく、留学期間中には、国際ハブである香港の
立地を生かし、東南アジアや中国本土の複数の都市を訪問し、それぞれの都市の勢
いを肌で感じることができました。この経験を生かして、日本だけに留まらず、東南ア
ジアをはじめとしたグローバルでのビジネス展開を進めていきたいです。修士論文
の執筆を進めながらの留学は大変ですが、チャレンジすることをお勧めします。
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清華大学経済管理学院（中国）

北京大学光華管理学院（中国）

中欧国際工商学院（CEIBS）（中国）

上海交通大学安泰経済管理学院（中国）

浙江大学管理学院（中国）

浙江大学経済学院（中国）

モナシュ大学 経営・経済大学院（オーストラリア）

高麗大学校経営大学院（韓国）

国立中山大学（台湾）

国立成功大学（台湾）

東海大学（台湾）

香港中文大学ビジネススクール（香港）

延世大学校経営大学院（韓国）

国立政治大学商学院（台湾）

国立台湾大学管理学院（台湾）

国立台湾科技大学管理学院（台湾）

ブランダイス大学国際経済大学院（アメリカ）

ハワイ大学マノア校 シドラー・ビジネスカレッジ（アメリカ）

クイーンズ大学経営大学院（カナダ）

インディアナ大学ケリースクール・
オブ・ビジネス（アメリカ）

■ WBS箇所間協定校
■ 大学間協定によるWBS生派遣・受入実績校

正規生向けの交換留学提携校に加え、エグゼクティブ教育連携パー
トナーとして、アメリカの Wharton School of the University of 
Pennsylvania, Rady School of Management at the University 
of California San Diego, スイスの IMD等 世界のトップ校とも緊密
な関係を築いています。

クレアモント大学院大学ドラッカー・スクール・オブ・マネジメント（アメリカ）

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）経営大学院（アメリカ）

南カリフォルニア大学マーシャルビジネススクール（アメリカ）

ミズーリ大学セントルイス校経営管理学院（アメリカ）

33

WASEDA BUSINESS SCHOOL
Graduate School of Business and Finance, Waseda University



海外における集中授業等

WBSが提供する特別授業等

当研究科では、すべてのプログラム生に海外での多様な学習機会を提供することを目的として、
海外協定校への派遣留学に加え、海外開講授業等を実施しています。

シンガポールで英語漬けの
海外MBA体験

シュ ティンティン 2019年 4月　全日制グローバル入学

私は今までの実務経験で英語を話すチャンス
にあまり恵まれなかったのですが、WBSに入
学してから日本語による授業と英語よる授業
の両方が履修でき、授業の内容のみならず語
学力を磨くことができました。WBSでは、英
語科目や海外開講コースが豊富に設置されて
いることも魅力です。中でも、シンガポール
南洋理工大学（NTU）での集中講義に参加して
きたのでご紹介させてください。この集中講

義は8月上旬に開講され、わずか10日間ではありますが、充実した非常に有意義
な時間を過ごすことができます。国籍も多様でさまざまなバックグランドを持つ
優秀な学生と一緒に専門知識を学ぶことができ、企業訪問ではオムロン、村田製
作所などの日系企業や、Facebook、DHLなどの海外企業のトップマネジメントに
インタビューするチャンスもありました。集中講義の終盤にはグループワークを通
じた課題研究及び研究発表があります。この講義を通じて、視野を広げ、人脈を
得ただけではなく、知らなかった自分自身の可能性もさらに引き出すことができた
ように思います。そして授業終了後の懇親会では、幅広い業界のエリート、普段は
あまり接点のない夜間主コースの先輩達と近い距離で交流ができ、より学びが深
まったと思います。アジア随一の国際都市という雰囲気の下、より一層頑張りた
いという気持ちが沸き上がってきて、パワーをもらえた気がします。非常に有意
義な機会ですので、興味のある方はぜひ挑戦してみてください！違う世界を見て、
様々な人々と出会って、楽しい体験に挑戦して、より良い自分を目指しましょう！
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イノベーションエコシステムを学ぶ

木村 耕史 2020年 3月　1年制総合修了

海外集中講義であるFinancing for Life Science Businessesは、WBSの各
プログラムから参加可能のサンフランシスコ・サンディエゴで行われる約一週
間の人気講座です。プログラムの内容は、カルフォルニア大学サンディエゴ校
において、大学発ベンチャーとのディスカッション、大手ヘルスケア企業のイン
キュベーション施設訪問を行った後に、サンフランシスコでは産官学連携の世
界最高峰のモデルであるスタンフォード大学において現地専門家のレクチャー
を受け、関連するライフサイエンス企業・CVCを訪問するという流れです。
日本においてもCVC設立や産官学連携に向かう企業は増えていますが、実際
に現地の企業や大学を訪問することで、日米の違い、また同じアメリカにおい
ても軍関連の産業を起点にしたサンディエゴと、スタンフォード大学を頂点とし
た企業集積を生かした連携が特徴のサンフランシスコとの違いを、現地で学ぶ
ことができます。海外講座は、座学だけでは体得しにくい現地の関係者の生
の声や、実現に向けた熱量、またその舞台となる施設を肌で感じられるため、と
ても有意義なものでした。
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特別授業 （2019年度実績）

開講授業（国・地域）

Financing for Life Science Businesses（サンフランシスコ・ベイエリア＆サンディエゴ）

Organizational Strategies of Japanese Companies in Asia（シンガポール）※2

The Neuroscience of Leadership（シンガポール）※2

Future of Work: GOTO Bilingual Workshop (Offered in collaboration with Said 
Business school, Oxford University)※1

※1 GOTO（Global Opportunities & Threats: Oxford）と呼ばれるウェブプラットフォーム 
を利用して、オックスフォード大学学生とのインタラクティブな交流ができる、オックス
フォード大学との共同授業です。

※2 2020年度はオンライン実施
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グローバル・ベンチャー企業の創出と経営
－起業家の価値創造戦略 一般財団法人大川ドリーム基金　寄附講座

ロジスティクス・SCM 株式会社プロロジス　寄附講座

持続成長戦略論
－グローバルリーダーの社会課題解決の実践－ 株式会社ＩＣＭＧ　提携講座

サービス・マーケティング＆マネジメント 医療法人社団美人会 共立美容外科　提携講座

スタートアップ・ファクトリー ウエルインベストメント株式会社　提携講座

パブリック・リレーションズの理論と実践 株式会社井之上パブリックリレーションズ　提携講座

グローバル人材マネジメント マーサージャパン株式会社　提携講座

早稲田大学では、教育研究の質的向上・発展に寄与することを目的として、学術研究提携等を行っています。その一貫として、
当研究科では、寄附講座及び提携講座を設置しています。産学連携を通じ、当研究科が有する学識や知見と、企業等のビジネ
ス経験を融合し、関係分野の教育・研究の更なる発展を図っています。

寄附講座・提携講座

当研究科が指定した研究科の修了生及び企業派遣の方を対象に科目等履修生制度を設置しています。
これは、当研究科が指定する授業科目の中から、学びたい科目を各学期1科目履修することができる制度です。
詳細は当研究科事務所へお問合せください。

科目等履修生制度

2021年度寄附講座

2021年度提携講座
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早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターは、早稲田大学 

ビジネススクールと連携し、双方の教育・研究システムを一体化する
ことで、ビジネス・ファイナンス分野の基礎的・応用的研究を通じて
世界水準の研究成果を生産・発信し、教育の現場ならびに広く社会 

に還元することを目的としています。ノンディグリーのエグゼクティブ 

教育活動、企業・団体・外部研究機関との共同研究や受託研究など
の研究活動、出版、講演、シンポジウムなどを多数展開しています。

ビジネス・ファイナンス研究センター

エグゼクティブ教育では、経営トップから若手までの階層別プログラム、個別企業のニーズに応えたカスタマイズ研修、個人が自己啓発を目的として参加できる講座な
ど多数のプログラムを取り揃えています。

コース名 対　象

トップマネジメント研修 上場企業執行役員以上及びそれに準ずる企業の経営者

EMBA Essence 上級幹部候補生（部課長クラス）

エグゼクティブプログラム　企業革新戦略講座 経営層を目指す中堅幹部以上の方

エグゼクティブプログラム　シニアマネジメント講座 経営層を目指す中堅幹部以上の方

ネクスト・リーダー・プログラム（Next Leader Program） 企業・団体からの推薦者（ミドルリーダークラス）

MBAエッセンシャルズ
総合コース /管理職向け総合コース /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

ビジネスパーソン全般、またはMBA入学を考えている方

インベストメント・バンキング講座 資産運用に関連の深いビジネスパーソン

ファンドマネジメント講座 金融法人にお勤めの方、またはM&Aや資金調達等を担当されている方

コーポレートファイナンスの基礎（OFF-JT研修プログラム） 事業法人の財務担当の方、財務の知識を身につけたい方、金融機関にて事業
法人の財務部門との取引やアドバイスを行う方

カスタマイズ研修 個別にお問い合わせください。

※  当センターが提供するノンディグリー教育プログラムの詳細は、以下のWEBサイトでご覧いただけます。 
https://www.waseda.jp/fcom/wbf

エグゼクティブ教育活動

日本のビジネス界の将来を担う上級幹部候補生（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。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。右記の２つのコースに分かれており、いずれのプログラムも期間は1年
間で、講師による講義のみならず、参加者の発表や、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-J   

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-G   

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などを通じて国内に居な
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 Essence
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ビジネス・ファイナンス研究センター

教員間のみならず、企業・団体・外部研究期間との活発な交流を通じて、様々な研究プロジェクトなどが推進されています。

研究テーマ等 研究代表者等

感性商品研究部会 長沢 伸也　教授

技術経営研究部会 長内 厚　教授

エグゼクティブ教育方法論研究部会 根来 龍之　教授

科学技術とアントレプレナーシップ研究部会 牧 兼充　准教授

アントレプレヌール研究会 東出 浩教　教授

日中ビジネス推進フォーラム 東出 浩教　教授

ソーシャルアントレプレナー研究会 東出 浩教　教授

知的資本研究会 西山 茂　教授

金融取引の私法学的接近 柴崎 暁　教授ほか

証券市場変革と資産運用へのインパクト 宇野 淳　教授ほか

人的資本の役割及びM&Aの研究 宮島 英昭　教授

日本企業の企業統治の変化に関する研究 鈴木 一功　教授

スター・サイエンティストと日本のイノベーション 牧 兼充　准教授

契約理論と組織の経済学研究 伊藤 秀史　教授

リスク管理戦略としてのCSRに関する研究 竹原 均　教授

当センターは、2010年より毎年「新たな日本の姿を模索する議論をすすめよう」をテーマに、日本を代表する経営者によって、企
業が抱える問題点や改革すべき諸問題について議論し、「魅力ある日本社会の創出」について議論する場である早稲田会議を実
施しています。11回目となる2020年度は、コロナ禍の中「緊急web早稲田会議」を追加で開催し、急激な社会変化に対する緊
急提言として発信しました。

これまでの参加企業・団体（企業名等は当時） 
INCJ／アクセンチュア／アスクル／ANAホールディングス／AGC／伊藤忠商事／エイチ・アイ・エス／NKSJホールディングス／ 

NTTデータ／オリエンタルランド／花王／亀田総合病院／カルビー／キッコーマン／キユーピー／ケイアンドカンパニー／コク
ヨ／コニカミノルタ／コーン・フェリー・ヘイグループ／サイボウズ／産業革新機構／サントリーホールディングス／JSR／
JFEホールディングス／J-オイルミルズ／JTB／塩野義製薬／静岡銀行／品川女学院／シマノ／清水建設／新生銀行／スター
精密／ストライプインターナショナル／セイコーマート／西武ホールディングス／セコム／セブン銀行／SOMPOホールディン 

グスグループ／第一生命ホールディングス／大和証券グループ本社／武田薬品工業／出前館／鉄蕉会／テラモーターズ／ 

テルモ／東京海上ホールディングス／東芝／豊田通商／中外製薬／ニコン／日華化学／日清オイリオグループ／日本交通／ 

日本総合研究所／日本電子／日本マイクロソフト／ネスレ日本／阪急阪神ホールディングス／Peach Aviation／東日本旅客 

鉄道／ビジョナリーホールディングス／日立製作所／広島県／フォスター電機／ブラザー工業／ベルリッツコーポレーション／
ボストンコンサルティンググループ／マブチモーター／丸紅／みずほ銀行／三井住友銀行／三井倉庫／三井不動産／三越伊勢丹
ホールディングス／三菱鉛筆／三菱ケミカルホールディングス／三菱重工業／明電舎／ヤフー／ヤマトホールディングス／ヤマ
ハ発動機／ユニ・チャーム／横河電機／ライオン／ライザップ／LIXIL／リクルートホールディングス／良品計画／ロイヤルホー
ルディングス／ロート製薬／ワーク・ライフバランス／ワールド　など

早稲田会議 ―CEOラウンドテーブル―

企業・団体・外部研究機関との共同研究や受託研究・寄附研究を積極的に推進し、様々な研究活動が行われています。研究
所の最新・最先端の研究成果を、ビジネススクールの講義やエグゼクティブ教育に迅速に反映させることにより、学生や実務
家に先端研究や応用研究の成果を還元する方針をとるなど、人材育成や社会貢献にも力を入れています。

研究活動

2020年度実績

WASEDA BUSINESS SCHOOL
Graduate School of Business and Finance, Waseda University
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■常勤教員

教員紹介
 1 専門 2 学歴 3 社会活動等

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2022年度にゼミを持つプログラム

■ 全日制グローバル
■ 1年制総合

1 経営戦略、総合経営　2 東京大学法学部
卒業。Harvard大学経営大学院修了（MBA）　 
3 ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）
パートナー、西友社外取締役、ドリーム・インキュ
ベータ社外取締役等を歴任。

相葉 宏二 教授

1 経営戦略　2 東京大学経済学部卒業。
UCLA経営大学院修了（Ph.D.）。東京大学大学
院経済学研究科修了（修士、博士）。　3 学習院
大学教授、組織学会会長等を歴任。現在、日本
甜菜製糖、沖電気社外取締役。

（2022年度 特別研究期間）

淺羽 茂 教授

■ 夜間主プロ（ファイナンス）
■ MSc in Finance

1 企業経済学、コーポレートガバナンス　2 早
稲田大学政治経済学部卒業、早稲田大学大学院
経済学研究科修士課程修了、早稲田大学大学院
経済学研究科博士後期課程単位取得退学。

蟻川 靖浩 准教授

■ 1年制総合
■ 夜間主総合

1 国際経営、経営戦略、グローバル・リーダーシップ
2 一橋大学　経営学博士、英国ケンブリッジ大学
MBA。　3 ボストン・コンサルティング・グループ 
 （BCG）、MARS JAPANを経て、ソフトバンクECホー
ルディングス新規事業統括部ディレクター、ニッセイ・
キャピタルチーフ・キャピタリストを歴任。

池上 重輔 教授

■ 夜間主プロ（ファイナンス）
■ MSc in Finance

1 金融経済学　2 東京大学経済学部卒業、東
京大学大学院経済学研究科博士課程退学、博士
（学術・東京工業大学）。3 東北大学助教授、
青山学院大学教授、一橋大学教授等を歴任。

池田 昌幸 教授

■ 全日制グローバル
■ 夜間主総合

1 組織の経済学、契約理論　2 一橋大学卒業、
Stanford大学経営大学院博士課程修了 （Ph.D.）
3 京都大学、大阪大学助教授、一橋大学教授等
を歴任。Co-editor, Journal of the Japanese 
and International Economies。

伊藤 秀史 教授

■ 夜間主総合

1 経営戦略、国際経営　2 慶應義塾大学卒業。
ピッツバーグ大学経営大学院博士課程修了（Ph.
D.）。　3 三菱総合研究所研究員、ニューヨーク
州立大学バッファロー校アシスタント・プロフェッ
サー、株式会社マクロミル社外取締役等を歴任。

（2022年度 特別研究期間）

入山 章栄 教授

■ 夜間主プロ（マネジメント）

1 マーケティング、イノベーション　2 大阪大学
卒業、神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程
修了。　3 関西大学教授、ワシントン大学連携教
授等を歴任。現在、日本マーケティング学会理事、
Journal of Product Innovation Management編集
委員、宝ホールディングス株式会社社外取締役他。

（2022年度 特別研究期間）

川上 智子 教授

1 会計学　2 早稲田大学商学部卒業。早稲田
大学商学修士。博士（商学）早稲田大学。　3 日
本経営分析学会会長、日本会計研究学会評議員、 
国際会計研究学会理事および日本ディスクロー
ジャー研究学会名誉会長。

（2022年度 特別研究期間）

薄井 彰 教授

■ 全日制グローバル
■ 夜間主総合

1 技術経営、競争戦略　2 京都大学卒業。同大学
経済学研究科博士後期課程修了。博士（経済学）　
3 ソニー商品戦略担当プレジデント付、神戸大学准
教授を歴任。ハーバード大学客員研究員、台湾東海
大学客員教授、組織学会評議員、日本台湾交流協会
ビジネスアライアンス委員などを歴任。

長内 厚 教授

■ 夜間主プロ（ファイナンス）
■ MSc in Finance

1 金融・証券市場の流動性、マーケット・メカニ
ズムと投資家行動　2 早稲田大学政治経済学
部経済学科卒　3 日本銀行金融研究所客員研
究員、Ca’Foscari University of Venice Visiting 
Researcherを歴任。現在、Research Fellow of 
the Center for Financial Studies。

宇野 淳 教授

■ 全日制グローバル

1 人材・組織マネジメント、グローバルリーダー
シップ　2 東北大学卒業。California大学博
士課程（応用物理）修了（Ph.D.）。　3 エーオン
ヒューイットジャパン元会長。シンガポール経済
開発庁元ボードメンバー。マーサーおよびヘイ
グループのアジア地域代表を歴任。

大滝 令嗣 教授

 （2021年7月現在）
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■ 夜間主プロ（ファイナンス）
■ MSc in Finance

1 ビジネス＆ファイナンス（不動産）、リアルオプ
ション　2 防衛大学校卒業、博士（工学、東京大
学）　3 Asian Real Estate Society 理事、日
本不動産金融工学学会理事。

川口 有一郎 教授

■ 夜間主プロ（ファイナンス）

1 フィンテック、分散ファイナンス　2 コーネル大
学コンピュータサイエンス学科工学修士課程修了
（M.Eng）。慶應義塾大学政策・メディア研究科博士
課程単位取得退学。博士（政策・メディア）。　3 慶
應義塾大学 SFC 研究所 上席所員。ビヨンドブロッ
クチェーン代表理事。アカデミーキャンプ代表理事。

斉藤 賢爾 教授

■ 1年制総合
■ 夜間主総合

1 財務会計、国際会計　2 一橋大学卒業。公
認会計士　3 あずさ監査法人代表社員、日本公
認会計士協会副会長等を歴任。

小宮山 賢 教授

■ 全日制グローバル
■ MSc in Finance

1 企業成長、企業パフォーマンス、イノベーション、 
ベンチャー企業　2 パリ第1大学Ph.D.,M.Sc. 
（経済）。HECローザンヌB.A.（経済）。　3 欧州 
委員会、OECD・世界銀行外部コンサルタント 
を歴任。Research Policy、Small Business  
Economics編集委員。

COAD, Alex 教授

■ 全日制グローバル
■ 夜間主総合

1 マーケティング、ブランド戦略　2 早稲田大学
卒業。英ランカスター大学大学院修了（MBA）。
学術博士（早大）　3 日米欧の企業にてブラン
ド・マネジャー、マーケティング・マネジャー、お
よび英オックスフォード大学、米コロンビア大学
客員研究員、上場企業の社外役員等を歴任。

木村 達也 教授

■ 全日制グローバル
■ 夜間主総合

1 総合経営、オペレーション　2 東京工業大学
修士、カーネギーメロン大学修士（MBA）　3 ボ
ストンコンサルティンググループ・パートナー、
オムロンヘルスケア、スタンレー電気等の社外取
締役、社外監査役を歴任。

菅野 寛 教授

■ 夜間主総合

1 戦略経営、ビジネス倫理、国際経営　2 明治
大学大学院経済学修士、米ラトガース大学大学
院経営学博士課程単位取得退学　3 シティグ
ループ、ムーディーズ、金融庁を経て、米ラトガー
スビジネススクール講師および研究員等を歴任。
フルブライトスカラー、公認不正検査士。

重本 彰子 准教授

1 民事法学（商法、金融法）　2 博士（法学）
（2004年、早稲田大学）　3 山形大学・獨協大
学・早稲田大学で助教授歴任、2008年より早稲
田大学教授。主著・手形法理と抽象債務（2002
年、新青出版）。

柴崎 暁 教授

■ 1年制総合
■ 夜間主総合

1 総合経営、トランスフォーメーション戦略、新規 
事業　2 東京工業大学卒業。慶應義塾大学経営 
管理研究科修了（MBA）。　3 ボストン・コンサル 
ティング・グループ（BCG）元日本代表、現在は 
マネージング・ディレクター＆シニア・パートナー。
ユニ・チャーム社外取締役。

杉田 浩章 教授

■ 夜間主プロ（ファイナンス）
■ MSc in Finance

1 コーポレート・ファイナンス、企業の買収
（M&A）　2 東京大学卒業、欧州経営大学院
MBA、ロンドン・ビジネススクール金融経済学
博士　3 証券アナリストジャーナル編集委員、
みずほ銀行企業価値評価アドバイザー。

鈴木 一功 教授

■ 全日制グローバル
■ 夜間主総合

1 管理会計、コストマネジメント　2 早稲田大
学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学
（商学修士）　3 日本原価計算研究学会理事・
常任理事、日本管理会計学会理事・常務理事、
日本会計研究学会評議員等を歴任。

清水 信匡 教授

■ 夜間主総合
■ 夜間主プロ（マネジメント）

1 人材・組織マネジメント　2 京都大学卒業。 
スタンフォード大学経営大学院修了（MBA）　3 日
産自動車、べイン、マーサー、シティバンク、シュ
ローダー（人事部長）等を歴任。人材育成学会常任 
理事、早稲田大学GSL研究所所長、国立音楽大学
理事（経営戦略担当）。

杉浦 正和 教授

■ 夜間主総合

1 組織行動、人材マネジメント、キャリア開発　
2 名古屋大学大学院博士課程修了。博士（学
術）。　3 青山学院大学准教授等を歴任。Asia 
Pacific Journal of Management 副編集長、経
営行動科学学会副会長。

竹内 規彦 教授

■ 夜間主プロ（ファイナンス）
■ MSc in Finance

1 アセットプライシング，ポートフォリオ管理　
2 筑波大学社会工学類卒業、同大学院博士課程
社会工学研究科単位取得退学。博士（経営工学）。
3 日本ファイナンス学会理事、日本経営財務研
究会評議員。

竹原 均 教授

■ 全日制グローバル
■ 夜間主総合
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■ 夜間主プロ（ファイナンス）
■ MSc in Finance

1 債券投資戦略、ヘッジファンド　2 京都大学
卒業、マサチューセッツ工科大学経済学博士　3 
シカゴ大学ビジネススクール助教授、ソロモン・
ブラザーズ（現シティグループ）執行役員、シンプ
レクス取締役、企業年金連合会資産運用諮問委
員等を歴任。

四塚 利樹 教授

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2022年度にゼミを持つプログラム
■常勤教員

■ 夜間主総合
■ 夜間主プロ（マネジメント）

1 経営戦略、デジタル戦略、イノベーション　
2 京都大学卒業。慶應義塾大学経営管理研究
科修了（MBA）　3 英Hull大学、米California大
学客員研究員、CRM協議会顧問、経営情報学会 
会長、国際CIO学会副会長等を歴任。

根来 龍之 教授

■ 夜間主総合

1 デザイン＆ブランド・イノベーションマネジメント　
2 早稲田大学卒業。同大学院理工学研究科修了。
工学博士　3 ESSECビジネススクール、パリ政治
学院、立命館アジア太平洋大学各客員教授。商品開
発・管理学会会長、日本感性工学会副会長、経済産
業省産業構造審議会臨時委員等を歴任。

長沢 伸也 教授

■ 全日制グローバル
■ 夜間主総合

1 会計学、企業財務論　2 早稲田大学卒業。
Pennsylvania大学経営大学院修了（MBA）。学
術博士（早大）、公認会計士　3 （監）トーマツ、コ
ンサルティング会社代表、上場企業の社外役員
等を歴任。

西山 茂 教授

■ 1年制総合
■ 夜間主総合

1 新規事業マネジメント、ICT、素材、医療分野
の技術経営戦略　2 早稲田大学卒業。東京大
学大学院工学研究科修士課程修了　3 文部科
学省、経済産業省等を歴任。

田村 泰一 准教授

■ 夜間主プロ（ファイナンス）
■ MSc in Finance

1 金融工学、数理ファイナンス　2 早稲田大学
理工学部、MITコンピューター学科理学博士　
3 みずほファイナンシャルテクノロジー取締役
研究理事（前職）。

中里 大輔 教授

■ 全日制グローバル
■ MSc in Finance

1 不動産投資信託（REIT）、行動経済学、コーポ
レートファイナンス、市場流動性　2 香港大学
卒業。（Ph.D.）（ファイナンス）香港大学　3 欧州
コーポレート・ガバナンス学会会員、ウィーン大
学、マカオ大学准教授等を歴任。

張 明恩 准教授

■ MSc in Finance

1 金融機関経営、金融市場　2 早稲田大学法学
部卒業、シカゴ大学経営大学院修了（MBA）。一橋
大学博士（商学）　3 日本銀行、Ｓ＆Ｐグローバル、
アジア開銀研究所に勤務。地域経済活性化支援機
構、社外取締役、年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）経営委員、みずほ銀行社外取締役。

根本 直子 教授

■ 夜間主総合
■ 夜間主プロ（マネジメント）

1 新規事業、ベンチャービジネス、ファミリー
ビジネス　2 中央大学卒業。早稲田大学博士
後期課程修了（学術博士）　3 グローバルベン
チャーキャピタル会長。野村総合研究所主任研
究員、ジャフコ等を歴任。

長谷川 博和 教授

■ 全日制グローバル
■ 1年制総合

1 アントレプレナーシップ、クリエイティビティ、
倫理と哲学　2 慶應義塾大学卒業。London
大学 Imperial College 修了（Ph.D.,MBA,DIC） 
3 ウエルインベストメント取締役、CIESF 
（Cambodia International Education Support 
Foundation）評議員。

東出 浩教 教授

1 金融仲介論、イノベーションのファイナンス 
2 東京大学卒業（国際関係論）、Columbia大学
博士課程修了（Ph.D.）　3 世界銀行コンサルタ
ント、Saskatchewan大学（カナダ）助教授等を
歴任。

樋原 伸彦 准教授

■ 夜間主総合
■ 夜間主プロ（マネジメント）

1 グローバル戦略、ジェネラルマネジメント、
M&A　2 Stanford大学大学院経済工学修士。
工学博士（東京大学）　3 マッキンゼー・アンド・
カンパニー日本支社長、カーライルグループ日
本共同代表等を歴任。現在、ビジネスモデル学
会会長。

平野 正雄 教授

■ 全日制グローバル
■ 夜間主総合

1 テクノロジー・マネジメント、イノベーション
＆アントレプレナーシップ、科学技術政策　2 慶
應義塾大学卒業、カリフォルニア大学サンディエ
ゴ校博士（経営学）　3 カリフォルニア大学サン
ディエゴ校客員助教授、科学技術学術政策研究
所客員研究官。

牧 兼充 准教授

■ 1年制総合

1 経営戦略、競争戦略、ビジネスモデル　2 慶
應義塾大学卒業。慶應義塾大学経営管理研究
科修了（MBA）。学術博士（早大）　3 三菱総合
研究所研究員、アステラス製薬、NEC、ふくおか
フィナンシャルグループ、サントリーHDの社外
監査役を歴任。

山田 英夫 教授
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● 井上 智治  一般財団法人大川ドリーム基金　理事長（元楽天球団取
締役オーナー代行）

● 今村 英明  信州大学　教授（元ボストン・コンサルティング・グループ
<BCG>シニア・パートナー）

● WICKHAM, Phil
  Executive Chairman, President and CEO Emeritus, 

Center for Ventures Education (Kauffman Fellows 
Program)

● 大崎 貞和 株式会社野村総合研究所　未来創発センター フェロー
● 大島 　洋 株式会社 ILD　代表
● 及川 直彦  スマートニュース株式会社　Director, CEO's Of�ce 

（元 電通コンサルティング　代表取締役社長）
● 佐藤 克宏  マッキンゼーアンドカンパニー日本支社　パートナー 

● 鶴谷 武親 ポリゴンマジック　代表取締役社長
● 服部 暢達  合名会社服部暢達事務所　代表取締役　株式会社ファー

ストリテイリング社外取締役
● 原田 宗彦  大阪体育大学　学長、一般社団法人日本スポーツツーリ

ズム推進機構　代表理事
● 平井 孝志  筑波大学大学院ビジネスサイエンス系　国際経営プロ

フェッショナル専攻　教授
● 藤岡 資正 明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科　准教授
● 程　 近智 アクセンチュア株式会社　相談役
● 松川 孝一  公益財団法人日本英語検定協会　理事長、シンクロ 

グローバル株式会社　ファウンダー
● 三谷 宏治  K.I.T.（金沢工業大学）イノベーションマネジメント研究科　

専攻副主任教授（元アクセンチュア戦略グループ統括）

■客員教員  （2021年度）

● Prof. YAMAWAKI, Hideki   DRUCKER School of 
Management, Claremont

● Prof. METZLER, Jon  Founder and President, Blue 
Field Strategies

■訪問教員  （2021年度）

■ 全日制グローバル
■ MSc in Finance

1 情報開示、会計監査、コーポレートガバナンス
2 オークランド大学ビジネススクール卒業（商学
学士、会計学博士）　3 オーストラリア、ニュー
ジーランド勅許公認会計士協会会員。

LAU, David 准教授
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全日制グローバル
性別

女
54%

男
46%

夜間主プロフェッショナル
性別

女
16%

男
84%

1年制総合（全日制）
性別

女
17%

男
83%

夜間主総合
性別

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～59歳

年齢
14%

39%

33%

11%

3%

15%

9%

38%

22%

12%

33%

38%

21%

4%

4%

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～59歳

年齢

0%

4%

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～59歳

年齢

0%

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～59歳

年齢
女

29%
男

71%

42%

29%

14%

4%

7%

4%

商学研究科ビジネス専攻

経営管理研究科

ファイナンス研究科

Data

入学時期 標準修業年限 プログラム名 募集人員 授与学位

４月
（主に日本語履修）

１年 １年制総合 ２０名

経営管理修士（専門職）/Master of Business Administration
２年

全日制グローバル ２５名

夜間主総合 ７０名

夜間主プロフェッショナル
　マネジメント専修・ファイナンス専修 ７０名

９月
（主に英語履修）

１年 早稲田―ナンヤン ダブルＭＢＡ※ 若干名

２年
全日制グローバル ４５名

MSc in Finance ２０名 ファイナンス修士（専門職）/Master of Science in Finance

入学定員   ２５５名

※ 上記の学位とナンヤン理工大学のダブルディグリーです。Master of Business Administration, Nanyang Technological University

入学者データ  （2021年 4月入学）※

基本情報

全日制グローバル
日本人・留学生の在学生人数比  （2021年４月現在）

修了者数  （2021年3月末時点）

修了者数：3,395名※

修了者数：1,045名

修了者数：1,605名 

※前身のアジア太平洋研究科国際経営学専攻と
　商学研究科商学専攻夜間主MBAプログラムの修了者を含む。

※性別は戸籍に基づいたデータです。

日本 35.1％

中国 28.5％

台湾 9.9％

タイ 3.3％

韓国 6.6％

アメリカ 4.6％

インド 2.0％

インドネシア 2.0％

フィリピン 1.3％

その他 6.7％

ベトナム、ブルネイ、スリランカ、シンガポール、カナダ、エジプト、
ウガンダ、イタリア、イギリス、アルゼンチン
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●  アクセンチュア薬株式会社
●  アステラス製薬株式会社
●  有限責任あずさ監査法人
●  Apple Japan 合同会社
●  アディダスジャパン株式会社
●  イオン株式会社
●  伊藤忠商事株式会社
●  株式会社NTT-DATA
●  株式会社NTTドコモ
●  株式会社NTTファシリティーズ
●  オリックス株式会社
●  株式会社KADOKAWA
●  キヤノン株式会社
●  KDDI 株式会社
●  KPMGコンサルティング株式会社
●  コニカミノルタ株式会社
●  サントリーフーズ株式会社
●  株式会社資生堂
●  株式会社小学館
●  株式会社新生銀行
●  新日本有限責任監査法人
●  住友商事株式会社
●  全日本空輸株式会社

●  株式会社そごう・西武
●  ソニー株式会社
●  ソニー生命保険株式会社
●  大和証券株式会社
●  武田薬品工業株式会社
●  株式会社テレビ朝日
●  株式会社電通
●  東海東京証券株式会社
●  東京海上日動火災保険株式会社
●  トーハン株式会社
●  株式会社ニコン
●  日産自動車株式会社
●  日本アイ・ビー・エム株式会社
●  日本銀行
●  日本生命保険相互会社
●  日本電気株式会社
●  日本マイクロソフト株式会社
●  日本郵船株式会社
●  日本郵便株式会社
●  野村アセットマネジメント株式会社
●  野村證券株式会社
●  株式会社野村総合研究所
●  株式会社博報堂

●  東日本旅客鉄道株式会社
●  医療法人社団美人会 共立美容外科
●  株式会社日立製作所
●  ヒューリック株式会社
●  富国生命保険相互会社
●  株式会社フジテレビジョン
●  本田技研工業株式会社
●  丸紅株式会社
●  株式会社みずほ銀行
●  みずほ証券株式会社
●  三井住友アセットマネジメント株式会社
●  三井住友海上火災保険株式会社
●  株式会社三井住友銀行
●  三井住友信託銀行株式会社
●  三菱商事株式会社
●  株式会社三菱東京UFJ 銀行
●  三菱UFJ 信託銀行株式会社
●  ヤフー株式会社
●  読売テレビ株式会社
●  ライオン株式会社
●  りそな銀行　など

在学生・修了生（商学研究科ビジネス専攻、ファイナンス研究科含む）の
近年の主な所属企業

WBS学内企業説明会実施例 :　※2015年～2020年度実施実績

●  IQVIAソリューションズ ジャパン株式会社
●  アクセンチュア株式会社
●  アース製薬
●  EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
●  ウィプロ・ジャパン株式会社
●  国際金融公社（IFC）
●  ソニー
●  世界銀行
●  千葉銀行
●  デロイトデロイト トーマツ コンサルティング合同会社
（モニターデロイト）

●  日本マイクロソフト株式会社
●  野村アセットマネジメント株式会社
●  野村證券株式会社
●  博報堂コンサルティング
●  ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
●  マーサージャパン株式会社
●  株式会社マザーハウス
●  横浜ゴム株式会社
●  リンクトイン・ジャパン株式会社
●  レノボ・ジャパン合同会社　など

●  アクセンチュア株式会社
●  アモーレパシフィックジャパン株式会社
●  AGC 株式会社
●  川崎重工業株式会社
●  サイバーエージェント株式会社
●  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
●  住友不動産株式会社
●  中外製薬株式会社
●  中国民生銀行
●  デュポン株式会社
●  テルモ株式会社
●  デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

●  株式会社電通デジタル
●  戸田建設株式会社
●  株式会社日建設計
●  日本電気株式会社
●  日本エア・リキード株式会社
●  日本マイクロソフト株式会社
●  富士通株式会社
●  ボストンコンサルティンググループ
●  ヤフー株式会社
●  株式会社ライズ・コンサルティング・グループ
●  楽天株式会社

全日制グローバル修了者の近年の主な進路 :　※2015年～2020年度実績

当研究科では、WBS生に特化したキャリア支援組織を設置し、学生のさまざまなキャリアビジョンの実現をサポートしています。
主な支援内容として、全日制プログラムの学生を対象としたインターンシップや求人案件の定期的な情報提供、入学時キャリア
ガイダンス、キャリアディベロップメントや就職準備に関する少人数ワークショップを適宜開催しています。
また、個別キャリアカウンセリングでは、1回あたり約1時間、国家資格を有するキャリアカウンセラーがその学生の関心や経歴
に応じてきめ細やかな相談対応を行っています。

WBS キャリアマネジメントセンター（WBS CMC）
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入学試験

全日制グローバル
１年制総合 夜間主総合

夜間主プロフェッショナル
MSc in
Finance

早稲田-
ナンヤン 
ダブルＭＢＡ４月入学 ９月入学 マネジメント

専修
ファイナンス
専修

一般入試
秋募集 ● － ● ● ● ● － －
冬募集 ● － ● ● － ● － －

企業派遣入試
秋募集 ● － ● － － ● － －
冬募集 ● － ● － － ● － －

事業承継者入試
秋募集 ● － － － － － － －
冬募集 ● － － － － － － －
春募集 － ● － － － － － －

ＡＯ入試 － ● － － － － ●（注1） ●
「●」： プログラムに該当する入試 　 「－」： 該当する入試はありません
（注1） MSc in FinanceにおいてAO入試の中で企業派遣入試を実施します。詳細については、当研究科事務所へお問い合せください。

入試の種類

出願資格  （2022年 4月入学。詳細は必ず入学試験要項にて確認してください。）

■ 全日制グローバル（4月入学）
以下の（1）①～⑦のいずれかの資格を有するもの。
全日制グローバルでは、原則として、常勤者として満3年以上の実務経験を有することが望
ましいですが、出願の必須条件ではありません。実務経験3年未満で出願される方は、所定
のエッセイ（Form1-7、エッセイ1）に必要事項を記入してください。

■ 1年制総合（全日制） / 夜間主総合 /
　 夜間主プロフェッショナル（マネジメント専修・ファイナンス専修）
以下の（1）①～⑦のいずれか、および（2）の資格をともに有するもの。

（1）①大学を卒業した者、または2022年3月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、または2022年3
月までに授与される見込みのある者

③外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者、または2022年3月ま
でに修了見込みの者

④外国の大学やその他の外国の学校において、修業年限が3年以上である課程を修了す
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、または2022年3月まで
に授与される見込みのある者

　（中国の3年制大学卒業生は該当しません）
⑤文部科学大臣の指定した者
⑥大学に3年以上在学し、または外国において学校教育における15年の課程を修了、ま
たは2022年3月までに修了見込みの者で、当研究科において、所定の単位を優れた
成績をもって修得したものと認めた者

　（中国の3年制大学卒業生は該当しません）
⑦当研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力
があると認めた者で、2022年3月までに22歳に達する者

（2）当研究科入学までに、常勤者として満3年以上の実務経験を有する者

（注）上記（1）①、⑥の「大学」は、日本国内の大学を指します。
（注）上記（1）⑥、⑦で出願しようとする者については、出願前に個別の入学資格審査を行いますので、当研究 

科事務所までお申し出いただき、その指示に従ってください。当研究科が認めた者について出願を受
け付け、受験を許可します。
入学資格審査申出期日　 秋募集：2021年   9月22日（水） 

冬募集：2021年12月13日（月）

■  全日制グローバル（9月入学）、MSc in Financeの出願資格については、それぞ
れの入学試験要項にてご確認ください。

■  早稲田－ナンヤンダブルMBAの出願資格については、プログラムのホームペー
ジをご参照ください。

プログラム
入試区分

詳細は必ず入学試験要項にて確認してください
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2021年 4月入試データ　※秋募集・冬募集による人数を記載しています。

プログラム 出願者（人） 合格者（人） 合格倍率（倍） 入学者（人）

全日制プログラム
（全日制グローバル・１年制総合） 209 59 3.5 51

夜間主総合 530 127 4.2 118

夜間主プロフェッショナル
（マネジメント専修・ファイナンス専修） 152 74 2.1 68

合　計 891 260 3.4 237

2020年 9月入試データ　※AO入試、事業承継者入試（全日制）等による人数を記載しています。

プログラム 出願者（人） 合格者（人） 合格倍率（倍） 入学者（人）

全日制プログラム
（全日制グローバル・MSc in Finance） 196 108 1.8 70

2021年度夜間主プロフェッショナル（マネジメント専修）の
モジュール別出願者状況

出願者数 モジュール名

２０人～ 経営戦略、グローバル経営、事業創造とアントレプレナー

～19人 マーケティング、スポーツビジネス、技術・生産マネジメント

※ 2021年度の各モジュールの合格者は、各3～10人です。

入試日程
一般入試・企業派遣入試・事業承継者入試
【注意】 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、2021年10月24日（日）および2022年1月30日（日）に実施を予定して
いた第一次選考（小論文）は中止とします。第一次選考については書類審査にて合格者を決定します。
第二次選考（面接）については第一次選考の合格者のみを対象として、当学早稲田キャンパスで、対面での面接を実施します。

秋募集 冬募集

出願期間 2021年9月30日（木）～10月6日（水） 2021年12月20日（月）～ 2022年1月7日（金）

第一次選考（小論文） 【中止】 【中止】

第一次選考合格者発表 2021年11月11日（木） 2022年2月10日（木）

第二次選考（面接） 2021年11月28日（日） 2022年2月27日（日）

第二次選考合格者発表 2021年12月  2日（木） 2022年3月  1日（火）

入学手続締切日 2021年12月17日（金） 2022年3月10日（木）

 ※  夜間主プロフェッショナル・マネジメント専修は秋募集のみとなります。
 ※  入試に関する詳細情報については必ず入試要項をご確認ください。
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2022年度入学者 入学金・学費・諸会費  

※ 早稲田ーナンヤンダブルMBAについては当研究科のウェブサイトにてご確認ください。
※ 当学卒業・修了および退学の方の入学金は免除となります。

単位：円

年度 納入期 入学金
学費 諸会費

合計
授業料 学生健康

増進互助会費 校友会費

初年度
入学時（春学期） 200,000 820,000 1,500 ̶ 1,021,500

秋学期 ̶ 820,000 1,500 ̶ 821,500

2年度
春学期 ̶ 920,000 1,500 ̶ 921,500

秋学期 ̶ 920,000 1,500 40,000 961,500

計 200,000 3,480,000 6,000 40,000 3,726,000

全日制グローバル / MSc in Finance

単位：円

年度 納入期 入学金
学費 諸会費

合計
授業料 学生健康

増進互助会費 校友会費

初年度
入学時（春学期） 200,000 1,392,000 1,500 ̶ 1,593,500

秋学期 ̶ 1,392,000 1,500 40,000 1,433,500

計 200,000 2,784,000 3,000 40,000 3,027,000

1年制総合

単位：円

年度 納入期 入学金
学費 諸会費

合計
授業料 学生健康

増進互助会費 校友会費

初年度
入学時（春学期） 200,000 730,000 1,500 ̶ 931,500

秋学期 ̶ 730,000 1,500 ̶ 731,500

2年度
春学期 ̶ 830,000 1,500 ̶ 831,500

秋学期 ̶ 830,000 1,500 40,000 871,500

計 200,000 3,120,000 6,000 40,000 3,366,000

夜間主総合 / 夜間主プロフェッショナル

全日制グローバルでは、WBS設置科目以外に語学学習科目（英語や日本語の少人数での学習）の履修を
推奨していますが、語学学習科目を履修する場合には別途費用が生じます。履修する科目により費用は異
なりますが、8単位（4科目）分を履修する場合、英語を学習する場合は約16万円、日本語を学習する場合は
約4万円が追加で必要になります。その他、一部の当研究科設置科目においても別途費用が必要となる場
合があります。

教育訓練給付金について
厚生労働省の教育訓練給付制度は、雇用保険の一般被保険者（在職者）または一般被保険者であった方
（離職者）のうち一定の条件を満たす方が、指定講座に正規生として入学し、かつ必要な要件を満たした
場合、支払った教育訓練経費の一部がハローワーク（公共職業安定所）から支給されるものです。当研究
科は、2020年4月入学者より本制度が適用されています。
※夜間主プロフェッショナル（ファイナンス専修）および MSc in Finance プログラムは、厚生労働省が
定める教育訓練給付金制度の認定基準を満たしていないため対象外となります。（2021年7月時点。
2022年4月入学生が対象となるかどうかは、2022年3月頃に決定します。）

入学後奨学金
※ 入学後に申請し、在学中に採用が決定する奨学金です。全日制グローバルには、入学前に
採用が内定する予約型（入学前）給付奨学金もあります（P.11参照）。

※奨学金額はいずれも予定額です。2022年度の給付額は変更になる場合があります。

奨学金名 種別 奨学金額
大隈記念奨学金 給付 400,000円（単年度）
小野梓記念奨学金 給付 400,000円（単年度）
日本学生支援機構
第一種奨学金（無利子） 貸与 月額50,000円と88,000円のいずれかから選択

（標準修業年限内）
日本学生支援機構
第二種奨学金（有利子） 貸与 月額50,000円～150,000円の設定額から選択

（標準修業年限内）

日本人等を対象とした主な奨学金

奨学金名 種別 奨学金額
小野梓記念外国人留学生奨学金 給付 400,000円（単年度）
私費外国人留学生授業料減免奨学金 給付 学費半額（単年度）
外国人留学生学習奨励費 給付 月額48,000円

私費外国人留学生を対象とした主な奨学金
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● 電車をご利用の場合
　･ 地下鉄東京メトロ東西線早稲田駅………… 徒歩 5分
　･ 都電荒川線早稲田駅………………………… 徒歩 5分

● バスをご利用の場合
　都バス｢学 02｣（学バス）
　「高田馬場駅」乗車 － 「西早稲田」または「早大正門」下車

Access
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https://www.waseda.jp/fcom/wbs/

〒169-8050　東京都新宿区西早稲田1-6-1　TEL : 03-5286-8719　FAX : 03-5273-4371
E-mail : wbs-admissions@list.waseda.jp 


