
MBA-IBは、

研究大学である筑波大学のプラットフォームの活用や、

東京キャンパス他専攻との連携を通じ、

社会への価値創造を行っています。

MISSION STATEMENT

筑波大学ビジネス科学研究科
国際経営プロフェショナル専攻
〒112-0012
東京都文京区大塚3-29-1
URL : http://www.mbaib.gsbs.tsukuba.ac.jp
Email : kyomu_mbaib@un.tsukuba.ac.jp

MBA-IBは、グローバルな事業環境変化に伴う

企業経営課題を正確に理解し、

成果に結びつけることができる

高度グローバル人材を育成しています。

高度グローバル人材の存在が、企業の「経営力」を決定する

問い合わせ窓口

筑波MBA-IBは、専任教員の半数以上が外国人教員。
100%英語科目の特色ある国際MBAプログラム。

設立

ロケーション

プログラム概要

学生定員

教員数（2018年度）

2005年

筑波大学東京キャンパス　東京都文京区（茗荷谷）

2年制, 平日夜間・土曜開講

30名（1学年）

専任教員14名,（うち、外国人専任教員8名）非常勤講師10名

事業環境の変化 事業環境変化への対応

不確実性・複雑性の増大に伴い、
「正しい意思決定」を行うことの困難性が増大

IoT・AI・ビッグデータといった情報利用の高度化により、
「情報マネジメント能力」が必須化

価値創造・価値獲得を実現するため、
組織の壁を破る「知恵と変革力」の重要性が拡大

グローバル事業環境を
正確に理解するための「感性の醸成」

経営者に必要な戦略・情報に関する
「基礎理論の習得」

変革に必要となる
「新しい視点・価値観との出会い」
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高度グローバル人材の有無が、企業の「経営力」を大きく左右する
Talented and well-tr ained indiv idual s w ith a global  

outlook posit ively influence a company 's management abil i t y

国際経営プロフェッショナル専攻

MBA-IB

カスタムメイド型研修・
産学連携のご案内

Tsukuba MBA in International Business develops ambitious 

individuals into responsible global leaders.



日本への訪問型研修プログラムの一部または全部を、筑波大学・東京
キャンパスの強みを活かしつつ受託する

日本訪問研修プログラム受託

［　想定受講者　］
グローバル経営者候補
海外赴任予定者
グローバルな経営環境の理解を
強く要求される担当者

■
■
■

■
■
■

外国人赴任者
日本企業本社
グローバル企業日本法人

■
■
企画部門担当者
データサイエンティスト候補

■

■

海外企業／海外現地法人のロー
カルマネジャー
海外教育機関の日本研修プログ
ラムの企画担当者

Global 
Management

Organization 
Management

アクション・
ラーニング

ケーススターディー

AI and 
Data Analysis

＊科目によっては、日本語開講も可能

カスタムメイド型研修プログラム実施までの流れ 研修プログラム例　サービス業における業務改善

企業活動のモデル化概要

プロセスの洗い出し
業務フロー図の作成 聞き取り調査の実施 GTA法による分析の実施

形態素解析の実施 言語データを定量化し、
多変量解析を実施

ここまで得られたデータおよび
分析結果から次世代業務を設計する

次世代業務についての
プレゼンテーションを行う

業務プロセスの見える化 インタビュー技法 質的研究（GTA法、KJ法）

テキストマイニング 数値解析（統計）基礎 業務フローの進化 チェンジ・マネジメント

つの特徴を活かした
カスタムメイド型研修プログラム

つの領域を念頭においた
企業と共に設計するプログラム*

大学教授陣による直接指導

企業個別ニーズへの
対応力 柔軟なプログラム設計

外国人・日本人混成受講生への
プログラム提供が可能

特定目的への対応が可能
（eg. 海外赴任予定者)

経営学領域から情報領域、法的側面まで
カバーが可能

必要に応じて、筑波大学をハブとした
対象領域拡大も可能
（eg.ロボティクス、医療等）

事前にプログラム内容を共同設計、
1回～複数回の開講

インターラクティブ・レクチャー、
アクションラーニングの組み込みも可能

当該領域専門家
（実務家型・研究者型）の出講

最先端の経営理論の知見を提供

英語によるプログラム提供
外国人教員による、クロス
ボーダーな議論

最新のアカデミズム理論に
裏打ちされた内容

グローバルで活躍する人材
との交流による新たな視点
の獲得

企業が保有するデータ活用
のための最新理論・手法

実際の自社データ分析をプロ
グラムへ含めることも可能

企業変革に必要な組織マネ
ジメント能力の醸成

個々人のリーダーシップスタ
イル診断と処方箋提供

企業の戦略課題に即した
最新事例を教材として活用

自社課題の検討における教員
によるコーチング・ファシリ
テーション

4
4 4 つの切り口による開講科目で

受講者に合わせた授業を4筑波大学
MBA-IBの

4
つ
の
特
徴

4
つ
の
領
域

4
つ
の
切
り
口

t h e ke y w o r d F O U R

カスタムメイド型
研修プログラム

グローバル経営者能力育成プログラム
グローバルビジネス環境の潮流、グローバルマネジメントに関する知見
を、外国人教員を中心とする講師陣が英語にて提供する
東京キャンパス法学関連専攻の協力のもと、法学領域の科目設定も可能

日本の事業環境、組織特性、経営・法務上の留意点を教授し、日本企業
本社や日本子会社におけるマネジメント能力を強化する

外国人赴任者経営研修

東京キャンパス経営システム科学専攻の協力のもと、内容の拡充も可能

企業内に、顕在的・潜在的に存在するデータを抽出・整理・分析し、どの
ように経営に活かしていくかについて教授する

企業データ活用力強化研修

東京キャンパス経営システム科学専攻の協力のもと、内容の拡充も可能

提案の段階で、貴社の現状と課題把握を十分に行うことで、
効果の上がるプログラム設計を行います。プログラム実施
においては、研修受講者のニーズや理解度の進捗管理

（フィードバック・レポート等）を行い、プログラムの内容を
改善・深化させ、確実な成果を目指します。

貴社の現状と課題理解の
ための打合せ
スケジュール概略、研修プロ
グラム概要、予算等につい
ての提案書提出

プログラムの具体化
実施内容の準備、MBA-IB
講師、外部講師、参加者
スケジュール調整
教材及び関連資料の作成・
手配

契約前の準備 契約後の提供サービス

事前準備 プログラム詳細設計 実施に向けた準備 プログラム実施

■

■

■
■

■

アクション・ラーニングの
グループ編成
ロジスティクスの確定
経営陣の参加方法、研修
期間中のコミュニケーション
方法の検討

■

■
■

御社事務局とMBA- IB
が密に連携しつつ実施
研修を通じて見えた課題を
レポートとして提出

■

■

事前準備段階から
徹底したニーズ把握で
適切なご提案を行います

貴社の現状・ニーズに
合わせたカスタムメイドな
プログラム設計を行います

参加者と
経営陣との関わり方
について議論します

進捗や理解度に合わせて
適宜プログラムを
改良・進化させます

第1セッション 第2セッション 第3セッション 第4セッション

第5セッション 第6セッション 第7セッション 第8セッション

インターラクティブ
レクチャー

アクション
ラーニング

各セッションの
狙い

インターラクティブ
レクチャー

アクション
ラーニング

各セッションの
狙い

企業活動における
モデル化技法の概要を学ぶ

業務の見る化を通じて、
現実の仕事の流れを客観的に把握

現実を把握するために、関係者に
聞き取り調査を実施し、分析データを
得る手法を学習する。

インタビュー結果の分析を通じて、
論理思考および、文章力を養う。

日本語・英語における文法を理解し、
モデル化の原理を学ぶ。

定量的データ分析技法を
習得する。

イノベーションと
業務設計について学ぶ。

提案書の作成および
プレゼンテーションスキルを養う。

企業へのソリューション提供
MBA-IBは、特定経営課題に対するコンサルティングサービスと研究プロジェクトを通して、
企業へのソリューション提供を行っています

本学教員の指導の下、貴社メンバーがチームを編成し、
課題解決に取り組みます。その際、専門性を考慮して本学
社会人院生の参加も視野に入れています。

本学教員の持つ技術や研究手法を用いて、貴社の必要
とする研究開発に取り組みます。機密保持契約のもとに
行うことも可能です。

海外経営課題

データ活用

共同研究・受託研究

本学教員とチームメンバーが海外現地法人を１週間程度訪問し、現
地調査（インタビュー調査、職務分析・エスノグラフィック調査等）を
実施、その分析結果から企業に対するソリューション提案を行う

特定課題に関する企業内に存在する情報をチームメンバーが収集す
る。本学教員の指導のもと、データ分析を実施し、分析手法を伝授す
るとともに、ソリューション提案を行う

企業からグローバル経営の中核を担う経営幹部候補を2-3名、本学
に正規生として入学させ、自社課題をビジネスプロジェクトのテーマ
として課し、派遣企業と受入れ院生双方にとってメリットのあるビジ
ネス・プロジェクト（修論相当）を2年間にわたって実施

貴社が抱える課題解決や研究開発を、本学と共同、もしくは受託
して、研究を行います。テーマとして、貴社内のデータ解析、市場
調査、新製品開発などが考えられます。研究成果を、共同で学会発表
することも可能です

自社課題特化型の企業推薦生の受入れ

クリニック型コンサルテーションサービス 研究プロジェクト

■期間：２～3ヵ月程度

■期間：２～3ヵ月程度

■期間：6ヵ月～３年程度


