












ア 皆さん入学おめでとうございます。

自分が活動する現場を社会に持ちながら､熱い志を

持って大学院の門を叩かれたことに敬意を表します。

先ほど今秋の修了式に参列し－人ひとりに学位をお渡
ししましたが､大変な努力をされで大学院での時間を過
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ごされたのでしょう､全員充実感溢れる輝いた表情をさ

れておりました。

そしてここに新たに29期生として皆さんを迎えました
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と思います｡仕事や社会における様々な問題を解決して

いくためには､専門的な深い知識とそれを支えてくれる

人たちのネットワークによるサポートが絶対に必要にな

ります｡今後皆さんがより大きな仕事ができるようにな
るために本学での学びの期間を戦略的に活用してい『た

●経営陣が全てＭＢＡホルダーである外資系のコンサルティング会社に出向し
ており､学んだ知識と知恵が実践で生きています。

●金融機関に勤務しておりますが､おかげさまで主任研究員となりました。
●修了と同時に独立起業しました。
●修士論文のテーマを評価され､赤字部門の立て直し業務に任じられました。
●特に変化ありません(4名）
●業務達成度が評価され昇給しました。
●希望部署への異動は叶いませんでしたが､組織学会で発表の機会を得ました。
●即効性はないですが､学んだことから思考の深まりにつながり自分自身の変

化を日々実感しています。
●在学中に培った人的ネットワークが営業に役立っております。

（平成21年３月修了生29名のうち回答者１８名）

今春修了生に聞きました１

ＭＢＡでの学びによって昇格･転職などあなたのビジネスライフに
変化をもたらしましたか？

（自由記述･コメント抜粋）
●希望の外資系企業に転職できました。
●学会活動や各種勉強会へ自分の問題意識のぶつけ方がわかるようになりま

した。

●企業に所属しているが､様々な部署からの業務の依頼や相談事が増えました。
●転職活動の際､提出した事業計画案が高評価を得ることができ無事希望が

叶いました。
●教授の紹介で転職し､希望の新規事業開発を行っています。
●一部門長として責任ある仕事を任されています。
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式中で優秀論文表彰も行われ次の２名の方が
受賞されました。（敬称略）
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秋季修了生･論文テーマ（

＜博士＞◎オーケストラ指揮者

RAPＰＯＲＴ(ラポール)とは仏語で｢信頼と親愛の紳｣を表しています
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サブタイトル略）
○

の多元的知性研究
○ 理念型中小企業の研究
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○コンラ
のW形

○カーノ

○商品の情緒的価値を高める組織やプロセスの

あり方の研究

○インターネットサービスにおける贈与文化の研究
●テクノロジーに支えられた場が知の変換過程に

及ぼす影響についての研究
○企業存続の計略考｡万能感と攻勢終末点に注目

して。
＠印優秀論文賞

が､これから本学でスタートを切るにあたり皆さんには自

分なりの目的にプラスするに､是非世界を見る力という

ものをここで養っていただきたいと思います｡世界を大き

く見渡し日常性から脱皮して世界の情勢がどう動いてい

るかということを新たな問題意識で捉え､時代が抱えて

いる課題をより深く見抜く機会としてこの大学院を大い

に活用していただきたいと思います。

もう一つはこれから学ぶ2年間を有効に活用し､多摩

大学全体が持っている知のネットワークを肥やしにして、
したたかに自分の新たな展開の礎を築いていただきたい

化・伸展に関する研究
強いGEValueを持つリーダーの作り方

あっという間に世界同時不況が起こりました。これはた

だ単に景気の変動というだけではなく、明らかに世界の

構造が変化しているということです｡それをしっかり見抜

いて､時代認識を深めて次なる展開に生かしていくため

にこの大学院での勉学を是非集中してやっていただきた

いと思います。

今日皆さんの心の中に抱いている志を忘れず､自分の

目標を遂げるまであきらめず努力されることを願って私

の入学の言葉にさせていただきます。

秋季学位授与式

秋らしい陽気の９月１９日(土)に第25回学位授
与式が挙行され､寺島学長と橋本研究科長から、
－人ひとりにお祝いの言葉とともに学位記が手渡
され､晴れて１６名のMBAホルダーが新たに誕生い
たしました｡また4年半ぶりに博士課程の修了生が
1名誕生いたしました｡仕事と学業を両立させた達
成感あふれる充実した表情がとても印象的でした。

また､それを支えたご家族の参列者からも､壇
上での証書の授与に－人ひとり暖かい拍手が沸い
ていました。

だきたいということを強く希望します。

時代は大きな転換期に入っております｡つい2年前に
は日本企業は史上最高益を享受していましたが1年後
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○コンテクストのマーケティングリサーチについて

の研究
○カーボンナノチューブにおけるオープン型研究

開発モデルの研究
○消斑者間コミュニケーションの影響力増大に対

応した広告コミュニケーションモデルの研究
○加工食品流通における省エネ原単位
○温室効果ガス排出権取引戦略に関する研究

○読者論的視点で捉えたドラッカー思想

○イスラム金融会計基準と国際会計基準の関係に
関する研究

○InnovationOpportunitiesinDeveloping
WorldandCorporateSocialResponsibility

○外資系物流会社の日本における効果的な3ＰＬ
展開の考察

●低温食品業界において3PL率業者が競争優位
に立つための荷主企業とのパートナーシップ進

寺島実郎
ＪｉＩｓｗＯ亜緬sI1伽、

多摩大学学長
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平成２１年度春修了生アンケート』 き計

秋季学位授与&修士論文タイトル’
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●公開授業＆個別相談会
第１回１０月22日(木)１９:００～21:0０原田保教授

『コンテクストで読み解くブランディングーいいちこ､黒川温泉､葛巻町を捉えて-」
第２回１１月５日(木)１９:００～21:００松本忠雄教授

「経営とＳＣＭ一マネジメントに必要な諸技術について－」

松本忠雄(まつもとただお）
大阪大学理学部化学科卒｡同大学院理学研究
科博士課程中退｡花王(株)に入社｡栃木総合

綴;騒繍鵜;｜
代表取締役社長を務めた｡社外では､JILS､国

交省､経団連の委員会等において活動。ノ
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ＡＯ入試(募集定員３０名）

原田保(はらだたもつ）

早稲田大学政治経済学部卒。

(株)西武百貨店取締役(企画室長等)、

香川大学経済学部教授(経営戦略論等）

を経て､現職に至る。専門は､戦略研究、

文化評論。
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第３回１２月3日(木)１９:00～21:0０金子智朗客員教授
「管理会計とは何か－それを知らなきゃ経営はできない－」

第４回１２月１６日(水)１９:00～21:OＯ本間浩輔客員教授
「キャリアのマネジメントーＭＢＡで学ぶキャリア戦略一」
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本間浩輔(ほんまこうすけ）

ヤフー株式会社､メディア事業部ビジネス

開発部長｡早大卒業後､野村総合研究所
を経て篭スポーツ･ナビケーションの起業
に参加｡同社のヤフーグループ入りととも

里職壷灘繍雷掌鯵i」

一般入試(募集定員１０名）

平成22年春入学入試スケジュール

金子智朗(かねこともあき）

公認会計士､税理士｡ブライトワイズコン

サルティング合同会社代表社員。

東京大学工学部卒業､東京大学人学院修
士課程修了｡日本航空株式会社､プライス
ウォーターハウスクーパースコンサルタン

ト等を経て独立。
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●大学院説明会

第１回１１月１９日(木)１９:００～21:0０
・基調講演｢知識リーダーシップの時代」紺野登教授
パネルディスカッション｢2020年に求められる人材」

紺野 登教授徳岡晃一郎教授橋本大也客員教授

発行者多摩大学大学院アドミッションオフィス発行日2009年１０月７日

東京都多摩市聖ケ丘4-1-1ＴＥＬ：042-337-7117ＦＡＸ：042-337-7100ＵＲＬ：http://www､tamaacjp／

| 平成22年春入学入試スケジュール’

躍蝋蕊二黒細蝋ｌｌＴコンサルタント､起業家。

報技術研究所取締役ほか数社のｌＴベン

チャーの役員を兼務。
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紺野登(こんののぼる）

早稲田大学理工学部卒。

博士(経営情報学)。ＫＩＲＯ(株)代表｡知

識経営､デザイン戦略､リーダーシップ開

発等の実務と研究､企業のアドバイザーを

務める。

〆

春修了予定者修士論文等

予備審査会
春休み研究実習届締切

冬休み(1/3まで）
修士論文提出締切

春休み(3/31まで）
春修了予定者最終試験
学位授与式

来春入学ＡＯ入試エントリー受付開始１
秋の気配色濃い９月１９日(土)に学位授与式と入学式が同日に行われまし

た｡目標を達成した充実感溢れる表情をした修了生と大きな期待と若干の不安
を胸に緊張した面持ちの新入生の対応で､我々オフィススタッフも大忙しの一
日でした。

今回のエントリーの最年少は30歳､最年長は60歳で平均年齢はちょうど４０
歳でした｡分布は30代１０名､４０代7名､５０代2名､６０代1名となっています。
個人事業主が4名おられましたが､企業にお勤めのミドルマネージャーの方が
目立ちました。

今年はシルバーウィークの連休明けから通常授業開始､１０月1日より来春入
学のＡＯ入試のエントリー受付も始まり、お問い合わせのお電話やメールでの
対応に慌しい毎日です。
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本学が導入しているＡＯ入試は､実学重視の教育方針に沿って､出願時の提
出課題(書類)を少なくすることによって事前の準備の負担を軽減し､知識.能
力とともに職業歴や学習意欲､問題意識を重視した面接で合否判定するという
多忙な社会人の方に相応しいシステムと考え実施しております。
また本学の教育システムとのマッチングも判定基準のひとつになっておりま

す｡筆記試験を課さないことを補うため､ＡＯ入試へのエントリーの前に説明会
や公開授業への参加を促し､本学についての事前の知識や理解をもって面接を
受けていただけるよう配慮しております。
来春入学者向けのイベントを上記のスケジュールで開催いたしますので､ご

都合に合わせてぜひご参加ください｡お申込はホームページより受付けており
ます(ＵＲＬ:http://www,tamaacjp/)。

スタッフ一同お待ちしております。
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●ｴﾝﾄﾘｰ期間平成22年２月28日まで(現在受付中）●出願期間平成22年１月20日～１月29日
●一 次 面接日時は打合せによる●一次選考書類審査(研究計画審）
●二次面接日時は打合せによる●二次選考平成2 2年２月6日
●出願期間原則として内定後2週間以内筆記 試験及び面接
●合格発表原則として出願後1週間以内(郵送）※筆記試験は英文解釈または
●入学手 続原則として 合格後2週間以内和文小論 文 を 選 択 ( 時 間 9 0 分 ）

●合格発表平成22年２月8日(郵送）
●入学手続平成22年２月9日～平成22年２月24日

両入試とも詳細は募集要項をご参照ください｡募集要項はホームページから取り寄せることができます。（無料）
http://tgs,tamaacjp

TGS暦
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１２/1９
１２/2３
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徳岡晃一郎(とくおかこういちろう）

東京大学教養学部卒。
日産自動車入社後､人事部門､欧州日産

などを歴任｡現在フライシュマン・ヒラー

ド・ジャパンＳＶＰ,パートナー。人事制

度､社内コミュニケーション､企業変革な

どを担当。
列逼

※申込はホームページまたはお電話で。

会場はすべて品川サテライトキャンパスです。

http://www､tamaacjp
多摩キャンパスO42-337-7117
品川サテライトキャンパスＯ3-5769-4170

アドミッションズオフィスから

年内イベントスケジュール




