第１回ＪＵＡＡビジネス・スクール ワークショップ
「ビジネス・スクールの成長戦略を考える」
開催日時 ： 2011（平成 23）年６月 22 日（水）13:00～17:00
会
場 ： 九州大学西新プラザ・大会議室（福岡市早良区西新 2-16-23）
懇 親 会 ： 17:30～19:30 ハイアット・レジデンシャルスイート・福岡
参加者数 ： 49 名（大学関係者 36 名、企業関係者 13 名）

開会挨拶

永田 晃也 教授

講演
青井 倫一 教授
「ビジネスが変わる、ビジネス・スクールも当然変わる！
認証評価機関の付加価値とは」

パネル・ディスカッション＃１
テーマ「ビジネス社会にとっての
ビジネス・スクールの付加価値とは」

パネル・ディスカッション＃２
テーマ「成長するアジア地域と
日本のビジネス・スクールの地位」

（写真右より、
小西龍治氏、重渕雅敏氏、滝本徹氏、上西研教授、星野裕志教授）

（写真左より、太田正孝教授、矢田俊文氏
泉 秀明教授、横山研治教授）
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プラザ 大会議室
（福岡市早良区西新2
福岡市早良区西新2-1616-23）
23）
福岡空港から地下鉄「姪浜」行き約20分
博多駅から地下鉄「姪浜」行き約15分
いずれも、「西新」駅下車、⑦番出口より徒歩約10分

＜主

(JUAA)）
催 ＞ 財団法人 大学基準協会（Japan University Accreditation Association (JUAA)）

申し込み先 ：財団法人 大学基準協会ホームページ
大学基準協会ホームページ http://www.juaa.or.jp
http://www.juaa.or.jp
申し込み期間：
期間：2011（
2011（平成23
平成23）
23）年５月９日（月）～ ６月17日
17日（金）
問い合わせ先
わせ先：財団法人 大学基準協会 大学評価・
大学評価・研究部 審査・
審査・評価系 中村
℡：0303-52285228-2200 FAX：
FAX：0303-52285228-2323 E-mail：
mail：keiei@juaa.or.jp
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プ ロ グ ラ ム
財団法人 大学基準協会
１．開催日時

2011（平成 23）年６月 22 日（水）13:00～17:00

２．会

九州大学西新プラザ・大会議室（福岡市早良区西新 2-16-23）

場

福岡空港から地下鉄「姪浜」行き約 20 分
博多駅から地下鉄「姪浜」行き約 15 分
いずれも、「西新」駅下車、⑦番出口より徒歩約 10 分

３．プログラム
〔開会挨拶〕

13:00～13:15
永田 晃也（九州大学大学院経済学府産業マネジメント専攻長）

〔講

13:15～13:45
「ビジネスが変わる、ビジネス・スクールも当然変わる！
認証評価機関の付加価値とは」
青井 倫一（財団法人大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価委員会委員長、
明治大学専門職大学院ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻教授）

演〕

〔パネル・ディスカッション＃１〕13：45～14：45
テーマ「ビジネス社会にとってのビジネス・スクールの付加価値とは」
パネリスト
星野 裕志（九州大学大学院経済学研究院教授）
上西
研（山口大学大学院技術経営研究科長）
滝本
徹（経済産業省九州経済産業局長）
重渕 雅敏（ＴＯＴＯ株式会社相談役）
モデレーター
小西 龍治（ＩＳＬ(Institute of Strategic Leadership)理事）
〔休

憩〕

14：45～15：15

〔パネル・ディスカッション＃２〕15：15～16：35
テーマ「成長するアジア地域と日本のビジネス・スクールの地位」
パネリスト
矢田 俊文（北九州市立大学前学長）
泉
秀明（関西学院大学大学院経営戦略研究科経営戦略専攻特任教授）
横山 研治（立命館アジア太平洋大学大学院経営管理研究科長）
モデレーター
太田 正孝（早稲田大学商学学術院教授）
〔閉会挨拶〕

16：35～16：50

〔懇 親 会〕

17：30～19：30（受付 17:00～）
会場：ハイアット・レジデンシャルスイート・福岡（福岡市早良区百道浜 1-3-70）
レストラン・ヴァンテアン

九州大学西新プラザ・懇親会場

交通のご案内

ＭＡＰ

〔懇親会場〕
ハイアット・レジデンシャルスイート・福岡
１F レストラン・ヴァンテアン

西南学院

福岡市早良区百道浜 1-3-70
TEL：092-844-6767

福岡市早良区西新 2-16-23
（西新プラザ事務室）
TEL：092-831-8104

アクセス
〔ワークショップ会場：西新プラザ〕
福岡空港から地下鉄「姪浜」行き乗車 約 20 分、博多駅から地下鉄「姪浜」行き乗車 約 15 分
→いずれも、
「西新」駅下車、⑦番出口より徒歩約 10 分
※出口を出て、左へ進み、５つ目の角にあるガストを左へ曲がり、
川沿いへ進んだ左手にある３階建ての建物になります。

〔懇親会場：ハイアット・レジデンシャルスイート・福岡〕
西新駅(1 番出口)より徒歩約 10 分

地下鉄路線図

