第２回ＪＵＡＡビジネス・スクール ワークショップ
「いま、企業組織において求められる人材の育成
－これからのビジネス・スクールのあり方について－」
開催日時
会
場
昼 食 会
参加者数

：
：
：
：

2011（平成 23）年９月 30 日（金）10:00～17:00
明治大学駿河台キャンパス・アカデミーコモン２階会議室
12:00～13:00 アカデミーコモン１階「カフェパンセ」
103 名（大学関係者 56 名、企業関係者 30 名、その他 17 名）

開会挨拶（納谷廣美 明治大学学長）
（財団法人大学基準協会会長）

講演 「日本のビジネス・スクール-意味ある存在に向けて」
藤森義明氏（株式会社住生活グループ取締役代表執行役社長）

パネルディスカッション＃１（左から、藤森義明氏、冨山和彦氏（株式会社経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ）、
中野理美氏（文部科学省）、水野正人氏（経済産業省）、モデレーター：小西龍治氏）

昼食会の様子

パネルディスカッション＃２（左から、Christina Ahmadjian 先生（一橋大学）、河野宏和先生（慶應義塾大学）、
根来龍之先生（早稲田大学）、モデレーター：上原征彦先生（明治大学））

解説「経営系専門職大学院基準（改定案）の概要について」
太田正孝先生（財団法人大学基準協会経営系専門職大学院基準委員会委員長、早稲田大学商学学術院教授）

公開パブリックコメント（経営系専門職大学院基準委員会／認証評価委員会、岡俊子氏（アビーム M&A コンサルティング
株式会社代表取締役社長）、林保順氏（株式会社三菱総合研究所）、コーディネーター：山口不二夫先生（明治大学））
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場所
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和彦 （株式会社経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ）
株式会社経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ）
正人 （経済産業省経済産業政策局産業人材政策室長）
経済産業省経済産業政策局産業人材政策室長）
理美 （文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室長）
文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室長）
龍治 （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）
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河野 宏和 （慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長）
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長）
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太田 正孝 （財団法人大学基準協会経営系専門職大学院基準委員会委員長、
財団法人大学基準協会経営系専門職大学院基準委員会委員長、
早稲田大学商学学術院教授）
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山口 不二夫 （財団法人大学基準協会経営系専門職大学院基準委員会委員、
財団法人大学基準協会経営系専門職大学院基準委員会委員、
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経営系専門職大学院基準委員会各委員
経営系専門職大学院認証評価委員会各委員
岡 俊子氏 （アビームM&A
アビームM&Aコンサルティング
M&Aコンサルティング株式会社代表取締役社長
コンサルティング株式会社代表取締役社長）
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改定案）に関して、
して、コメンテーターと
コメンテーターと参加者で
参加者で意見交換を
意見交換を行います。
います。

＜ 主 催 ＞ 財団法人 大学基準協会
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
期間：
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日（月）～ ９月20日
20日（火）
わせ先
大学評価・
審査・
問い合わせ
先：財団法人 大学基準協会 大学評価
・研究部 審査
・評価系 中村
℡：0303-52285228-2200 FAX：
FAX：0303-52285228-2323 E-mail：
mail：keiei@juaa.or.jp

大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価
認 定 校

＜2008（
2008（平成20
平成20）
20）年度＞
年度＞
小樽商科大学大学院 商学研究科 アントレプレナーシップ専攻
香川大学大学院 地域マネジメント研究科 地域マネジメント専攻
九州大学大学院 経済学府 産業マネジメント専攻
芝浦工業大学大学院 工学マネジメント研究科 工学マネジメント専攻
中央大学大学院 国際会計研究科 国際会計専攻
東京理科大学大学院 イノベーション研究科 技術経営専攻
同志社大学大学院 ビジネス研究科 ビジネス専攻
法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 イノベーション・マネジメント専攻
明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 グローバル・ビジネス専攻
早稲田大学大学院 ファイナンス研究科 ファイナンス専攻

＜2009（
2009（平成21
平成21）
21）年度＞
年度＞
甲南大学大学院 ビジネス研究科 会計専攻
東京工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻
東京農工大学大学院 技術経営研究科 技術リスクマネジメント専攻
日本工業大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻
ビジネス・ブレークスルー大学院大学 経営学研究科 経営管理専攻
法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 アカウンティング専攻
明治大学専門職大学院 会計専門職研究科 会計専門職専攻
山口大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻
早稲田大学大学院 会計研究科 会計専攻

＜2010（
2010（平成22
平成22）
22）年度＞
年度＞
愛知大学大学院 会計研究科 会計専攻
大原大学院大学 会計研究科 会計監査専攻
北九州市立大学大学院 マネジメント研究科 マネジメント専攻
グロービス経営大学院大学 経営研究科 経営専攻
長岡技術科学大学大学院 技術経営研究科 システム安全専攻
新潟大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻
兵庫県立大学大学院 会計研究科 会計専門職専攻
立命館大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻

第２回ＪＵＡＡビジネス・スクール ワークショップ
「いま、企業組織において求められる人材の育成－これからのビジネス・スクールのあり方について－」

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９月 30 日（金）

２．会

明治大学駿河台キャンパス・アカデミーコモン２階会議室（東京都千代田区神田駿河台 1-1）

場

３．プログラム
〔開会挨拶〕

10:00～17:00（受付：９:30～）

10：00～10：10
納谷 廣美（明治大学学長、財団法人大学基準協会会長）

〔講演・パネルディスカッション＃１〕10：10～11：55
テ ー マ
「日本のビジネス・スクール ― 意味ある存在に向けて」
講 演 者
藤森 義明（株式会社住生活グループ取締役代表執行役社長）
パネリスト
冨山 和彦（株式会社経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ）
水野 正人（経済産業省経済産業政策局産業人材政策室長）
中野 理美（文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室長）
モデレーター
小西 龍治（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）
〔昼

食〕

11：55～12：55

※アカデミーコモン１階「カフェパンセ」にて軽食をご用意しております

〔パネルディスカッション＃２〕13：00～14：15
テ ー マ
「人材育成における日本のビジネス・スクールのあり方」
パネリスト
Christina Ahmadjian（一橋大学大学院国際企業戦略研究科長）
河野 宏和（慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長）
根来 龍之（早稲田大学ビジネススクール・ディレクター（統括責任者））
モデレーター
上原 征彦（明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科長、
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）
〔解

説〕

14：15～14：45「経営系専門職大学院基準（改定案）の概要について」
太田 正孝（財団法人大学基準協会経営系専門職大学院基準委員会委員長、
早稲田大学商学学術院教授）

〔休

憩〕

14：45～15：15

〔公開パブリックコメント〕15：15～16：45
コーディネーター
山口不二夫（財団法人大学基準協会経営系専門職大学院基準委員会委員、
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授）
コメンテーター
経営系専門職大学院基準委員会各委員
経営系専門職大学院認証評価委員会各委員
岡 俊子氏（アビーム M&A コンサルティング株式会社代表取締役社長）
林 保順氏（株式会社三菱総合研究所海外事業研究センター
国際戦略推進グループ グループリーダー主任研究員）
〔閉会挨拶〕

16：45～16：55
和田 實一（財団法人大学基準協会事務局長）

〔懇 親 会〕

17：00～19：00（受付 16：30～）
会場：明治大学駿河台キャンパス・アカデミーコモン１階「カフェパンセ」

明治大学駿河台キャンパス 交通のご案内
【最寄駅から明治大学駿河台キャンパスへの MAP】

今回の会場はコチラ
アカデミーコモン２階会議室
（昼食・懇親会：１階カフェパンセ）

〔会場〕
◆ワークショップ
明治大学駿河台キャンパス・アカデミーコモン２階会議室
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1（代）03-3296-4545
◆懇親会
明治大学駿河台キャンパス・アカデミーコモン１階 カフェパンセ

〔交通〕
■JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
■東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分
■都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅 下車徒歩 5 分

