MBA EXPO TOKYO 2016 タイムテーブル
※プログラムは、都合により変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

ホール10C

カンファレンス10C

ホール10B

カンファレンス10E

その他会場
10:30～17:30
ホール10A

11:00

11:00～11:40
MBAホルダー講演
辻 庸介氏

11:00～11:40
HC-1

MBAから起業への道のり ～「世界
最高峰の学びに触れた2年間」を通し
て～

12:00

HC-2
模擬授業&ガイダンス
青山学院大学大学院
国際マネジメント研究科

MBAホルダー対談
HC-3
権田 和士氏×永見 世央氏

14:00～15:40
模擬授業
グロービス経営大学院

CC-1

法政大学
ビジネススクール
田村
耕太郎氏
イノベーション・マネジメント研究科
プロジェクトメソッドとテーマの決
め方・絞り方/豊田 裕貴 教授

ガイダンス
CC-2
マサチューセッツ大学 MBAプロ
グラム／株式会社アビタス
オンラインで本場米国のMBAが
取得できるプログラム！／
鳥原 大輔 プログラムディレクター

模擬授業
CC-3
佐藤
和男氏
多摩大学大学院
経営情報学研究科 MBAコース
イノベーションを起こすリーダーの
資質／徳岡 晃一郎 研究科長

14:00～14:40
HC-4・5

実感して身につける“論理思考力”
／鈴木 健一 教授

ガイダンス
CC-4
マサチューセッツ大学 MBAプロ
グラム／株式会社アビタス
オンラインで本場米国のMBAが
取得できるプログラム！／
鳥原 大輔 プログラムディレクター

15:00～15:40

15:00

模擬授業&ガイダンス

CC-5

一橋大学大学院 国際企業戦略研
究科 金融戦略・経営財務コース
MBA学位論文への挑戦/
伊藤 彰敏 教授

16:00

16:00～16:40
16:00～16:40
プロフェッショナル講演 HC-6
模擬授業
E-6
佐藤 和男氏
名古屋商科大学ビジネススクール
人材マーケットにおけるMBAホル
実験で学ぶ集団的意思決定の陥穽／
ダーへの期待と効果的な自己アピー
岩澤 誠一郎 教授
ル術 2015秋

17:00

ガイダンス

CC-6
E-6

K.I.T.虎ノ門大学院イノベーショ
ンマネジメント研究科
トレードオフかイノベーションか／
三谷 宏治 MBAディレクター

HB-1

「日本のグローバル化のハブ」を目
指して／楠木 建 教授

12:30～13:10
パネルディスカッション HB-2
株式会社アゴス・ジャパン
欧米亜トップ校留学経験者たちが語る
グローバル人材への道／スタンフォー
ド、ケンブリッジ、シンガポール国立
各大学院修了生×横山 匡 アゴス・
ジャパン代表取締役

13:30～14:10
HB-3
模擬授業
一橋大学大学院 国際企業戦略研
究科 金融戦略・経営財務コース
データサイエンスを正しく理解する
／横内 大介 准教授

14:30～15:10
模擬授業&ガイダンス
HB-4
青山学院大学大学院
国際マネジメント研究科
The Rise of Social Media
Marketing／グレン E メイヒュー
教授

15:30～16:10

Business Data Analytics／
大上 慎吾 准教授

16:30～17:10
HB-6
模擬授業
早稲田大学ビジネススクール
なぜWBSなのか／
入山 章栄 准教授

17:30 閉 場

カンファレンス10B

11:30～12:10

HB-5
模擬授業
一橋大学大学院 国際企業戦略研
究科 国際経営戦略コース

16:00～16:40
模擬授業

11:30～12:10
一橋大学大学院 国際企業戦略研
究科 国際経営戦略コース

13:00～13:40

13:00～13:40

私たちにとってのMBA～急成長企
業を率いる気鋭のMBAホルダーが
ホンネで語る～

14:00

模擬授業

12:00～12:40

12:00～12:40

青山で学ぶ経営戦略／
澤田 直宏 教授

13:00

ブース出展会場
休憩/多目的 コーナ ー
資 料 設 置 コ ーナ ー

CE-1
マギル大学大学院 経営学部

ブース出展会場
休憩/多目的 コーナ ー
資 料 設 置 コ ーナ ー

マギルMBAジャパンプログラム／
フィリップ オニール ディレクター

ホール10E

ガイダンス

QS TopMBA
Connect 1-2-1
(完全事前予約制)

12:30～13:10
12:30～13:10
D-2
模擬授業/ガイダンス
CE-2
模擬授業/ガイダンス
デジタルハリウッド大学大学院
テキストテキストテキストテキスト
VRビジネス基礎知識／
／テキスト
教授
三淵 啓自 教授

13:30～14:10
ガイダンス
CE-3
ボンド大学大学院ビジネススク
ール BBT グローバルリーダー
シップMBA
なぜ、いまMBAが必要なのか／
バリー バーガン 教授

14:30～15:10
ガイダンス
IE Busine ss S chool

CE-4

An MBA out of the Ordinary／
スティーブン トンプソン エグゼク
ティブディレクター

15:30～16:10
模擬授業＆ガイダンス
CE-5
中央大学ビジネススクール
知識創造とイノベーション／
遠山 亮子 教授

16:30～17:10
ガイダンス

CE-6

株式会社アゴス・ジャパン
【MBA留学】準備セミナー／
横山 匡 代表取締役

