SBI 大学院大学
経営管理研究科

一樹さん（41 歳）

アントレプレナー専攻

マネジメントの力を身につけて︑次
に求められる薬剤の研究開発を導い
ていきたい︒

坂本

2001 年に金沢大学大学院自然科学研究科を修
了後、製薬会社へ就職。その後、R&D 企画部
門への異動を機にマネジメントを学ぶため、2015
年 10 月に SBI 大学院 大学へ入学。2017 年に
修了、MBA を取得。

働きながら学べる自由度の高い
学習環境が特長

仕事との両立が大前提だった
ので︑通信制に絞って学校を選
びました︒SBI大学院大学に
決めたのは︑好きな時間に受け
られるオンライン学習システム
と︑ 通 信 制でありながら対面
授業が充実しているカリキュラ
ムに惹かれたからです︒ 初めは
Webできちんと学習できるの
か不安でしたが︑スマホを使っ
た受講に不自由さを感じること
はなく︑ さらにディスカッショ
ンなどもWebを通じて行える
ので︑海外出張中でも学習でき
たのは大きな魅力でした︒

翌日から活かせる実践的な授業

入学前に抱いていた理論優先
なイメージとは裏腹に︑授業は
実践主義的な部分が強くコーチ
ングなどすぐ実務に応用できた
ことには驚きました︒ 学習内容
と実務がつながることで︑業務
を俯瞰して見られるようになっ
たのは成長した部分であり財産
となっています︒ また︑MBA
だけでなく金融やHRM︑中国
古典など︑自分にない知識を選
択して学習できたことで︑視野
を広げることができました︒ 知
識と共に得たのは学びに対する
意識︒日頃からビジネス書を読
む癖がつくなど︑自分の変化を
強く実感しています︒

私 の オ ス ス メ 科 目

SBI大学院大学
経営管理研究科
【問合せ】
APOLO 制作領域
東京都 千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュ
55.5 × 26mm
リープレイス丸の内9F
03-5293-4100 （大学院事務局）

コーチング

マーケティング実践（ブランディ
I
ング）

幹部人材育成論（「貞観政要」）

部下への指導に対し、組織や上司
がどうあるべきかを学習する科目。
WEB を活 用したリアル タイムの
ディスカッションや職場での試行・
実践を通して、動機付け理論や管
理スタイル、行動特性などの理解
を深められます。

自分の事業やプロダクトをブラン
ディングし、その過程で分析や企
画など、ストラテジーの立て方の
基礎を実践的に学習します。授業
に対して全力投球な熱い先生のお
かげで意識を高く保ちながら楽し
く学習できました。

唐の皇帝太宗と重臣たちが政治を
語った言行録から、現代の経営者
が持つべき指導者のあり方や倫理
観について理論面、行動面から学
習します。MBA 科目と併せて学ぶ
ことで、より経営について深く理
解できました。

経営・経済・商
■学校名カナ

■カプセル名称

エスヒイアイタイカクインタイカク

経営・経済・商

■資料請求

東京都

○ 無料
有料
※原稿上には表記されない、並び順のための項目です。濁点、長音府などは抜いています。

■県名

SBI 大学院大学
経営管理研究科

俊さん（40 代）

アントレプレナー専攻

人を活かす人間学を学習して組織改
善に寄与したい

沈

大学卒業後、IT 企業や外資系保険会社、銀行
等 のシステム関 連 業 務に携わる。14 年 10 月
SBI 大学院大学へ入学、17 年 9 月修了と共に、
現在は欧州系保険会社で業務改善戦略、組織
風土の改革推進を担当。

プロジェクト成功に必要な﹁人﹂
を活かす組織について学びたい

プロジェクトマネージャーを
勤める中で︑ 人のモチベーショ
ンやポテンシャルを引き出す重
要性を強く感じていました︒ 実
務経験では足りないと感じ︑体
系的に学べる学校を検索︒心理
やカウンセリングも調べました
が﹁人間学﹂という言葉に惹か
れてSBI大学院大学に決めま
した︒入学して感じたのは︑ト
レンドの技術課題や経営手法な
どを学ぶことで経営者の視点を
養えること︒ また︑ 自分のペー
スで進められる学習環境が仕事
と両立させやすく︑途中から長
期履修制度を利用できたのも大
きな魅力でした︒

挑戦する学びが自信につながる

何より良かった学習の特長は︑
理論と実践の結びつき︒講義の
多くがケーススタディに留まら
ず︑自分の働く環境に結びつけ

て考え︑ 実 践します︒ 私の場
合は︑ 担当していたプロジェク
トの遅れとメンバーのモチベー
ションの低下に対し︑ プロジェ
クト構成の形を変えることによ
る生産性向上の計画を上司に提
案︒ 計画は別の形となったもの
の︑目標を立てて達成までやり
遂げられたのは大きな成長とな
りました︒ また︑クラスメイト
と 共 に 課 題 に 取 り 組 むことで ︑
自分の目標も達成でき︑自信が
つきました︒

私 の オ ス ス メ 科 目

SBI大学院大学
経営管理研究科
【問合せ】
APOLO 制作領域
東京都千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュリ
55.5 × 26mm
ープレイス丸の内9F
03-5293-4100 （大学院事務局）

組織変革演習

事業戦略構築論

FinTech イノベーション概論

自分の所属する組織の課題を取り
上げ、必要となる組織的な対応を
考察・計画し、実践します。変革
によって風 土すら変えることがで
き、人と組織のポテンシャルはもっ
と引き出せるということを学びまし
た。

自らテーマを決めて、それを実現さ
せるための事業計画を立てていく
授業です。市場調査やターゲッティ
ングなど各フェーズごとにきめ細か
い指導が受けられ、戦略の組み立
て方の基本を学習できました。

FinTech 企業経営者やベンチャー
キャピタリスト、弁護 士などの専
門家を招き、FinTech 分野におけ
るイノベーションについて学習する
科 目 で す。 世 の 中 に お け る
FinTech の流れを理 解することが
できました。

経営・経済・商
■学校名カナ

■カプセル名称

エスヒアイタイカクインタイカクケイエイカンリケンキユウカ

経営・経済・商

■資料請求

東京都

○ 無料
有料
※原稿上には表記されない、並び順のための項目です。濁点、長音府などは抜いています。

■県名

SBI 大学院大学
経営管理研究科

諭さん（42 歳）

アントレプレナー専攻

MBA 取得を目指すと同時に︑人間
学の研鑚を積み︑さらなる事業発展
につなげたい︒

友田

九州大学農学部卒業。2001 年に明治以来続く
家業、( 株 ) 友桝飲料の代表取締役社長に就任
してからは「こどもびいる」等の全国的ヒット商品
を生み出し会社発展を牽引。2017 年 SBI 大学
院大学へ入学。

17

SBI大学院大学を選んだ理由
は？

社長に就任して 年︑就任当
時は実務的な経営スキルに重き
を置いていましたが︑ヒット商
品を産み︑事業が軌道に乗った
代半ば以降には︑さらなる会
社 発 展 の た めに〝 自 分 を 知 る 〟
〝人間を知る〟ということの重要
性を実感するようになりました︒
そこで以前より指針としていた

SBI大学院大学の北尾学長に
よる人間学の講義を受講したい
と考えました︒MBA取得にも
挑戦でき︑実務家的な学問を両
得できる点も魅力でしたし︑イ
ンターネット受講だから仕事と
両立しやすいことも決め手の一
つでした︒

学んでよかったことと︑将来の
展望は？

人間学で学ぶのは企業経営者
として︑そして人として︑どう
あるべきかということ︒ 従業員
一人ひとりの力を引き出すこと
の重要性や本質を改めて理解す
ることができ︑実際に実務面で
活用しています︒ 当社は地方の
一企業にす ぎませんが︑100
年積み重ねたノウハウと技術に
は自信がありますし︑今その価
値を発信することで業績を拡大
しています︒日本の地方には私
たちのような潜在力を持つ企業
がまだ数多くあります︒今後は
当社の成 功事例を応用して地
方企業の元気に貢献できたらと
思っています︒
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私 の オ ス ス メ 科 目

SBI大学院大学
経営管理研究科
【問合せ】
APOLO 制作領域
東京都千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュリ
55.5 × 26mm
ープレイス丸の内9F
03-5293-4100 （大学院事務局）

中国古典から学ぶ経営理論

事業戦略構築論

幹部人材育成論（「貞観政要」）

四書を中心として幅広く中国古典
を紐 解き、そこで語られている人
間学等から現代の企業経営におい
て求められている経営哲学につい
て探求します。私淑する北尾学長
の姿勢や心に触れることができ多
大な刺激を得ました。

新規ビジネスの立ち上げプロセス
に関する講義。当社で実際に進め
ている事業を題材とすることがで
き、ビジネスとしてブラッシュアッ
プすることができました。また制
作した企画書は現実のプレゼンに
活用しました。

守屋先生の中国古典関係の講座は
全ておすすめ。特に古来、帝王学
の指南書とされてきた「貞観政要」
は、現代企業の経営者が持つべき
リーダーシップについて、理論面、
行動面から実践的に学ぶことがで
き興味深いです。

経営・経済・商
■学校名カナ

■カプセル名称

エスヒアイタイカクインタイカクケイエイカンリケンキユウカ

経営・経済・商

■資料請求

東京都

○ 無料
有料
※原稿上には表記されない、並び順のための項目です。濁点、長音府などは抜いています。

■県名

