
MBA EXPO TOKYO 2017 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。

12:30～13:10

D-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
／テキスト 教授

12:30～13:10

田村 耕太郎氏

佐藤 和男氏

MBA EXPO セミナー1
ROOM I

MBA EXPO セミナー2
ROOM J

MBA EXPO セミナー3
ROOM K

MBA EXPO セミナー4
ROOM L ロビーその他の

会場

佐藤 和男氏

プロフェッショナル講演 HC-6

人材マーケットにおけるMBAホル
ダーへの期待と効果的な自己アピー
ル術 2015秋

16:00～16:40

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

10:30～11:10 10:30～18:00

11:30～12:50

15:10～16:50

K-①模擬授業＆ガイダンス

早稲田大学ビジネススクール

経営戦略／
池上 重輔 教授

10:30～11:10

I-①ガイダンス

一橋ビジネススクール 国際
経営戦略コース

「日本のグローバル化のハブ」 
  を目指して:一橋ICSのMBA
  プログラム／楠木 建 教授

11:30～12:10

I-②ガイダンス

一橋ビジネススクール 経営
管理プログラム・経営分析プ
ログラム
一橋で学ぶ日本語のMBAプ
ログラム／加藤 俊彦 教授

12:30～13:10

I-③ガイダンス

マサチューセッツ大学

オンラインで本場米国のMBA
が取得できるプログラム！／
谷口 欣政 プログラムディレク
ター

14:30～15:10

I-⑤ガイダンス

15:30～16:10

I-⑥模擬授業＆ガイダンス

一橋ビジネススクール 金融
戦略・経営財務プログラム
MBA学位論文への挑戦／
伊藤 彰敏 教授

16:30～17:10

I-⑦模擬授業

一橋ビジネススクール 国際
経営戦略コース

Business Data Analytics
大上 慎吾 教授

10:50～11:30

J-①ガイダンス

マギル大学大学院 経営学部

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

11:50～12:30

J-②模擬授業

名古屋商科大学ビジネスス
クール
実験で学ぶ集団的意思決定の
陥穽／
岩澤 誠一郎 教授

10:50～11:30

L-①模擬授業

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

未来思考を学んで「未来をつ
くる人」になろう
野村 恭彦 教授

11:50～12:30

L-②模擬授業

多摩大学大学院 経営情報学
研究科
新事業ブームの虚と実 イノ
ベーションの機会を捉えるに
は？／本荘 修二 客員教授

12:50～13:30

J-③模擬授業

法政大学専門職大学院 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研究
テーマの決め方・絞り方／
豊田 裕貴 教授

13:50～14:30

J-④模擬授業＆ガイダンス

一橋ビジネススクール  金融
戦略・経営財務プログラム

投資運用業におけるフィデュー
シャリー・デューティー／
本多 俊毅 教授

14:50～15:30

J-⑤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

The Rise of Social Media 
Marketing／メイヒュー,
グレン. E, 教授

15:50～16:30

J-⑥模擬授業＆ガイダンス

中央大学ビジネススクール
ショッパー・マーケティング
－購買履歴データはマーケ
ティングにどのように役立つ
か？－／中村 博 研究科長

MBAホルダー講演

君和田 卓之氏

ハーバードビジネススクール
で学び、感じ、そして今振り
返る MBA留学の価値とは？

13:10～13:50

K-③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
マーケティング力が高い組織
とは／
黒岩 健一郎 教授

17:10～17:50

K-⑦模擬授業

一橋ビジネススクール 経営
管理プログラム・経営分析プ
ログラム
多様性と人材マネジメント／
島貫 智行 教授

18:00 閉 場

K-⑤⑥模擬授業＆ガイダンス

グロービス経営大学院

AI時代に求められる真の思考
力～進化するグロービス
MBA～／
田久保 善彦 研究科長

K-②

13:30～14:10

MBA留学
アドバイザー講演

佐々木 大氏

なぜ海外留学を決意できない
のか！？～決断を妨げる就活
のこと、お金のこと～

I-④

14:10～14:50

MBAホルダー講演

柴山 和久氏 

MBAで学び、マッキンゼー、
そして起業へとつながった、
一番大切なこと

K-④

MBA EXPO
ブース会場

ROOM A～D

ROOM E～H

QS Connect 
MBA 

QS World Grad 
School Tour

09:30-13:30

QS World 
MBA Tour

13:30-18:00

14:00-18:00

休憩/
多目的コーナー
資料設置コーナー

MBA卒業生
体験談
株式会社アゴス・
ジャパン

13:30～16:30

北米・欧州・アジア
の卒業生が準備
の段階から卒業
後のキャリアま
でを語る。
体験談セッショ
ン修了後には、
アゴス・ジャパン
ブースにて、
登壇者および学
校卒業生への相
談・質問等も
承っております。

マサチューセッツ大学

オンラインで本場米国のMBA
が取得できるプログラム！／
谷口 欣政 プログラムディレク
ター


