
修士（経営学）

20名
21名
200,000円
3,000,000円（2年間合計）

全34科目（集中講義を含む）
コア科目（2単位）

経営戦略　

ファイナンス

マーケティング

アカウンティング

人的資源管理

アントレプレナーシップ

技術管理

経済学

データ解析

応用科目（1単位）

ＤＸ経営戦略

リーダーシップ

企業変革

グローバル経営

ブランドマネジメント

ＥＳＧ論

Ｍ＆Ａ

資産運用論

国際財務報告

国際金融

イノベーション

ＣＳＶ

税法概論

企業改革税制

税務会計

実践簿記

国際課税

国際経済学

財政学

比較会社法

異文化コミュニケーション

技術開発

経営管理特殊講義Ⅰ：
　ものづくり経営学

経営管理特殊講義Ⅱ：
　リスクと保険

経営管理特殊講義Ⅲ：
　リーダシップと
　コミュニケーション

演習科目（8単位）

研究指導

合計 34単位

取 得 学 位

募 集 定 員

教 員 数

入 学 金

授 業 料

選
択
科
目

必
修
科
目

修了必修
単位
8単位

修了必修
単位
14単位

修了必修
単位
12単位

Curriculum

●時間割（例） 本科コース（2年）の場合（春学期）

修了必要単位について
・修了必要単位数は 34単位
  （コア科目：12 単位以上、応用科目：14 単位以上、研究
  指導科目：8 単位）　※1単位は1回60分の講義12回分

授業日・授業時間について
・授業は全て平日夜間（18：00 ～ 21：10）と土曜日（10：00 ～
  20：00）に行います（数回の祝日授業日含む）。　
・集中講義では、日曜にも授業がある可能性があります。

授業の言語について
・原則、授業は英語で行われますが、日本語によるサポート
  体制も整っています。

月
1
2
3
4

5

6

火 水 木 金 土

国際課税 税法概論 経済学 Ｍ＆Ａ

アカウンティング
アントレプレナーシップ

ＣＳＶ

デジタルトランスフォー
メーション経営戦略

カリキュラムは忙しい社会人でも
履修しやすいように構成されています。

Webサイトは
こちらから

京都先端科学大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻
ビジネススクール

〒615-8577　京都市右京区山ノ内五反田町18

TEL 075－406－9134
E-MAIL mba@kuas.ac.jp

嵐
電
天
神
川

三条通

御池通

国
道
１
６
２
号

葛
野
大
路
通

京都市営地下鉄東西線

天
神
川

京福電鉄嵐山本線

太秦天神川

右京
区役所

天神川御池

葛野大路三条
天神川三条

京都太秦
キャンパス

京都市営地下鉄東西線
太秦天神川駅  下車徒歩 約3分
　
京福嵐山本線
嵐電天神川駅  下車徒歩 約5分

アクセス抜群の好立地
関西の主要駅から1時間圏内

京都太秦キャンパス

トップクラスの講師陣が
多彩なカリキュラムをface to faceで丁寧に指導。

この他に短期履修や長期履修のコースも用意しています。詳しくは本学HPをご参照ください。 VUCA時代に
  未来を生み出す人材を。

Business School

京都先端科学大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻
京都先端科学大学ビジネススクール



経営学研究科長　徳賀 芳弘

多彩な講師陣 （抜粋）

アカデミアとビジネスの融合の場。
KUASでしか実現できないビジネススクール。

Business School

KUASビジネススクールの最大の特徴は、講師陣が超一流であるということと、経営学

修士の学位を出すことです。世界の経営実践の最先端で活躍してきた講師とアカデミック

な世界で研究を極めた講師の講義が融合されており、受講生に深い理解が得られるよう

に工夫しています。また、グローバルトップ企業の代表者による講演も多数行います。

本学が知識蓄積型の専門職修士ではなく、経営学の学術修士に拘っているのは、多様な

講義で得たモザイク状の知識を修士論文という形でまとめることによって、その成果を

自分の血肉とし、変化に対応できる実践力を身に着けてもらいたいからです。

春にキャンパスで会いましょう。ともに学べることを楽しみにしています。

ビジネススクールの教員について詳しくはこちら ビジネススクールの研究内容や教育内容について詳しくはこちら

村上 暁子さん  京都府庁 勤務

レベルの高い英語の講義でも大丈夫。
深い学びが得られます。
英語で世界的視野でのビジネスを学ぶ講義について
いけるか心配でしたが、予復習をしておけば問題なく
参加できます。スクールの講師陣からのフォローとサ
ポートは万全。知の創造を学べるワクワクする環境で、
経営学の力とともに英語の実践力も磨いています。

原 英生さん  日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社 勤務

超一流の講師との議論を通じ、
磨く発信力・提案力。
授業では「答えがない問い」に意見を求められるこ
とがあります。専門家の先生を前にしての発言に
は緊張もありましたが、今は議論が深まることが
楽しくて。自社でも、積極性がさらに高まったと、
上司や同僚から変化と成長を評価されています。

各界のTOPが集い変化に対応できる実践力を育てます。

ハーバードＭＢＡのケーススタディをベースに、最先端経営論
に私自身の経営戦略コンサルの経験を加えた授業内容で、対話
型のアクションラーニングを展開します。学びを自社に持ち帰
り、イノベーションの主役になれるよう丁寧に学生を指導しま
す。次世代リーダーを目指す学生の＜情熱・熱意・執念＞と確
かな＜成長＞を実感しています。また複数の著名財界人を講義
に招待して※トップ経営者の生の声を共有します。

実践の中に生きる最先端の経営論を学び、
イノベーションの主役となれ。

一流企業人になるためには、最先端理論と実務的経験の融合に
よるファイナンス知識の取得は必要不可欠です。納得するまでディス
カッションをします。受講生は個人専用アカウントから、世界中の
金融・証券データベースに自宅からアクセスして、基礎から始め高度
なデータ分析力を習得します。理系の知識は不要です。これ程贅沢
な環境は他校にはありません。応用範囲の広い金融データサイエンス
のスキル習得は、想像以上の投資効果があるとお約束します。

金融データ分析スキルを徹底的に
身に着けて、自らを差別化せよ。

尾嵜 塁さん  日新電機株式会社 勤務

先生方は指導力も抜群。
素晴らしい学びの環境です。
金融データの分析に取り組むゼミナールの先生は
金融工学の世界的権威。しかし、私のような初学者
にも同じ目線で丁寧に指導してくださいます。超
一流の先生はお人柄も指導力も抜群。先生に少し
でも近づけるように成長していきたいです。

東京銀行を経て、スイス・ユニオン銀行（現：UBS）で数々の
民営化、IPO、公開企業のエクィティーファイナンス、社債発行、
M&Aを手掛ける。株式会社あおぞら銀行および電源開発
株式会社（J -POWER）社外取締役。

大広で事業ビジョン開発、商品開発、マーケティング・コミュニ
ケーションを担当、大広ブランドデザインではテーマパークの
事業再生や消費財、B2Bブランディングに取り組む。マーケ
ティング学会理事などを歴任。

JTB勤務を経て、大阪大学大学院国際公共政策研究科博士後期
課程修了。ジョンズホプキンス大学・国際研究員、パナソニック
カナダ・エグゼクティブアシスタント、ベルギーモリナリ経済
研究所・研究員などを経て2019年4月より現職。

京都大学博士（建築学）。京都精華大学教授。京都精華大学人
文学部・学部長。異文化交流に関する多数の著書あり。博士
号取得。2018年4月より2022年3月まで京都精華大学学長。
アフリカ系として初めて、日本の大学の学長となった。

三菱総合研究所、ハーバード大学博士課程を経て、東京大学
経済学部助教授・教授・ものづくり経営研究センター長。2021
年より早稲田大学教授。ものづくり改善ネットワーク代表。

伊藤 友則 特任教授（非常勤）
経営戦略系

森 一彦 教授
経営戦略系

清水 裕子 教授
経 済 学 系

ウスビ サコ 特任教授（非常勤）
リベラルアーツ系

藤本 隆宏 特任教授（非常勤）
ものづくり系

御立 尚資 特任教授（非常勤）
経営戦略系

ハーバード大学より経営学修士を取得。日本航空を経て、
1993年BCG＊入社。同社の日本代表、BCGグローバル経営会
議メンバーを歴任。楽天、DMG森精機などでの社外取締役な
ども務めている。

松田 高志さん  株式会社三井住友銀行 勤務

世界的経営トップとの対話から
生きる指針を得ました。
特別講義で永守理事長に「自分の殻を破る」コツを
お聞きした時、一人の人間として大切にしたい言葉
をたくさん頂戴しました。超多忙な経営トップに
個別に相談・質問できるチャンスが豊富にある、そん
なビジネススクールはKUASだけだと思います。 

高田 弘大さん  株式会社SCREENホールディングス 勤務

尊敬できる同期生との交流に、
たくさんの刺激を得ています。
金融やメーカーのミドルマネージャー、中小企業の
経営者など、ともに学ぶ仲間は年齢も業種もポジ
ションも様々。中国ビジネスの実際やベンチャー企
業の金策など、彼らとの交流に学ぶことも非常に多
く、貴重なつながりを得ることができました。

Profile 九州大学大学院経済学研究院教授を経て、京都大学経済学研究科教授。京都大学財務担当理事補、経営管理研究部長・教育部長（経営管理大学院長）、
東アジア経済研究センター長を務めた後、京都大学副学長を3期務める。金融庁・企業会計審議会会長、公認会計士監査審査会委員、企業会計基準
委員会委員などを歴任。現在、日本会計研究学会会長。

名和 高司 教授

三菱商事在籍中ハーバードＭＢＡ取得（ベーカー・
スカラー授与）。マッキンゼー＆Co.に転籍し20
年間トップマネジメント・コンサルに従事。株式
会社 ファーストリテイリング、味の素、SOMPO
ホールディングス等社外取締役並びにアクセン
チュア等シニアアドバイザーを歴任。

Profile

アントレプレナーシップ／企業改革／
CSV他経営戦略系７科目

担当科目

加藤 康之 教授

東京工業大学大学院修了後、野村総合研究所
入社。野村證券に移籍後2005年執行役に
就任。京都大学経営管理研究部教授を経て、
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）
経営委員、お金のデザイン研究所所長。その他
複数のフィンテック企業の立ち上げに参加。

Profile

ファイナンス／ESG論／資産運用論／
研究指導

担当科目

Message

Student voice

＊ボストン コンサルティング グループ

※2022年度は下記の方々をはじめ、グローバルに活躍するトップ経営者の方々にご登壇いただきました。

アクセンチュア株式会社 執行役員 ビジネス コンサルティング本部 ストラテジーグループ日本統括 兼 ライフサイエンスプラクティス日本統括●  石川 雅崇
日本電産株式会社 創業者 代表取締役会長（学校法人永守学園　理事長）●  永守 重信 

味の素株式会社 特別顧問●  福士 博司

VUCAとは「Volatility：変動性」「Uncertainty：不確実性」「Complexity：複雑性」「Ambiguity：曖昧性）」の頭文字をとった言葉
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