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同志社大学は、1875年に設立された同志社英学校を創始と
する歴史と伝統あるわが国有数の私立大学です。同志社大学
大学院ビジネス研究科（同志社ビジネススクール：Doshisha　
Business School、以下DBS）は2004年に設立され、日本の
京都に位置するビジネススクールとしての特徴を基礎としつつ国
際色豊かな教育を展開しています。
DBSの特色は、同志社大学の建学の精神である「良心教育」

に立脚するということです。「良心教育」の考え方は、創立者の
新島襄による「同志社大学設立の旨意」（明冶21年）に示され、
智育だけでなく心育や徳育といった人間的側面を重視し、他者
への思いやりの情に厚いキリスト教主義を徳育の基本としていま
す。これをDBSの教育に当てはめると、経営理念を重視すること、
すなわち、それぞれの企業が、健全な価値観の下、わが社は
何を目的とし何をもって世の中に貢献するかを考え、実行する
姿勢を重視することに通じています。企業経営は存続のため利
益を確保する必要があることは当然ですが、DBSではこのよう
な良心教育の考え方に基づき、企業経営においても、正しい価
値観の下、何を目的とし何をもって世の中に貢献するかを考え、
実行する姿勢を重視しています。これは、昨年から世界的に新
型コロナのパンデミックが起こり収束が見えない中において、と
くに重要な考え方です。
DBSには、ビジネス専攻とグローバル経営研究専攻の２つの
専攻があります。ビジネス専攻は、主として日本語で講義を行い、
社会人が働きながら学ぶことができるように平日夜間と土曜日
に講義時間帯を設定しています。グローバル経営研究専攻は、
ビジネスでの活躍をめざす世界の学生を対象として英語で平日
昼間に開講しています。多様なビジネス分野に就業経験や興味
のある日本および世界約30か国の学生が、相互に刺激を与え
あって学習効果を高めています。同志社大学の建学の精神は、
世界の文化に触れお互いの価値観を認め合う学びを実践すると
いう教育理念につながっており、多様性と包摂性をもって行動
する人物の育成を重視する教育を行っています。コロナ禍にお
いても、教員と学生が一体となって創造性と工夫を凝らし、効
果的な教育環境の新常態（ニューノーマル）を作り上げています。
私は、このような同志社ビジネススクールで、日本および世
界のさまざまな分野でビジネスリーダーを目指す多くの方に学ん
でいただき、経済、社会に大いに頁献していただきたいと切に
願っています。

同志社大学大学院ビジネス研究科（同志社ビジネススクール）
は国内外のビジネスパーソンを対象とするMBAプログラムで
す。様々な問題、課題にあふれ、複雑さを増す現代社会にお
いて、旧来のビジネスモデルに固執することなく長期的な視
点を持ちながら問題を直視し、解決に向けたプロセスを実行
できる人材の育成を目指しており、すでに多数の修了生が第
一線で活躍しています。

本研究科が居を構える京都には、世界的競争力を持つ企業を
輩出する一方、数百年以上の歴史を持つ、お茶、お香、日本酒、
西陣織などの京都文化を軸とする伝統産業が共存しています。
このようなまったく両極端の企業や産業が共存する地は日本
には他に例がありません。同志社ビジネススクールでの学び
は、伝統産業と最先端技術という多様性を背景にグローバル
リーダーとしてのあるべき姿が追求できるのです。

現在本研究科には、主に社会人を対象とした「ビジネス専攻」
と、すべての授業が英語で行われ世界各国からの留学生と共
に学ぶことができる「グローバル経営研究専攻」の2つの専攻
を設置しています。

ビジネス専攻では経営、会計、マーケティングなど、企業経
営に必要な専門知識を修得した上で、それらを基盤とした総
合経営判断能力を養成します。修了生は、企業経営に対する
理解力、最先端の分析手法、優れた問題解決力、グローバル
な視点を持つ人材として企業社会から高い評価を得ています。

グローバル経営研究専攻は、グローバル化の中で、国際ビジ
ネスリーダーとして様々な課題に対応でき、コミュニケーショ
ン力や分析力を通して日本と母国の経済発展を支える人物を
養成します。

Founded in Kyoto as Doshisha Academy in 1875, 
Doshisha University has a long history and tradition as 
one of Japan's leading private universit ies. The 
Doshisha University Graduate School of Business 
(Doshisha Business School, hereinafter called DBS), 
established in 2004, offers a world class education 
wh i l e  ma in ta in ing  a  foundat ion  in  i t s  un ique  
characteristics as a business school located in Kyoto, 
Japan.
A defining feature of DBS is its commitment to 
“education of conscience,” the founding spirit of 
Doshisha University. The meaning of “education of 
conscience” is detailed in university founder Joseph 
Hardy Neesima's “The Purpose of the Foundation of 
Doshisha University” written in 1888, which emphasizes 
not only intellectual education but also human aspects 
such as moral education, and the consideration of 
others, an idea that serves as the basis of Christian 
moral education. Applying this philosophy to the 
education here at DBS leads us to emphasize that each 
enterprise considers and implements a value-based, 
purpose-driven approach to its activities and in doing 
so makes a positive commitment to all of society. 
It is of course necessary for a business to be profitable 
to survive but based on this concept of “education of 
conscience,” at DBS we believe that in business 
management it is important to consider, under the right 
values, what goals should be pursued to make a 
posit ive dif ference in the world and to operate 
accordingly. This is a particularly important concept 
today when the novel coronavirus pandemic has 
affected businesses and societies globally in ways that 
were impossible to predict.
At DBS, we offer two MBA programs: Business Studies 
and Global Business and Management Studies. Our 
Business Studies courses are mainly taught in 
Japanese and are held on weekday evenings and on 
Saturdays in order to allow students to continue to 
work ful l-t ime as they study. Courses in Global 
Business and Management Studies are taught in 
English and held during the day for a diverse group of 
students from around the world who aspire to succeed 
in business. With the combination of these two 
programs a t  DBS,  s tudents  f rom Japan and 
international students from approximately 30 countries 
with backgrounds in various business fields and 
environments are able to inspire and challenge each 
other, which further enriches each student's learning 
experience. The founding spirit of Doshisha University 
has also led to the educational philosophy of practicing 
the learning to experience the world's cultures and 
appreciate each other's values, and DBS provides 
education that emphasizes the development of people 
who act with diversity and inclusion. Even during the 
ongoing novel coronavirus crisis, our faculty and 
students continue to work together with creativity and 
ingenuity to create a new normal for an effective 
educational environment.
It is my sincere wish that many aspiring business 
leaders in different fields in Japan and around the world 
will come together to learn at Doshisha Business 
School and will each go on to make significant positive 
contributions to both society and the economy.

The Graduate School  of  Business at  Doshisha 
University, known as Doshisha Business School, offers 
MBA programs for business persons in Japan and from 
around the world. With the variety of challenges posed 
by the increasing complexity of today’s society, we 
seek to guide our students to approach today’s 
business challenges with a long-term perspective and 
strong problem-solving skills that are not limited by 
traditional business models – and our graduates are 
already putting these skills to the test on the front lines 
of local and global businesses.

Our location of Kyoto is the birthplace of many global 
corporat ions, but i t  is also known for histor ical 
businesses that have continued to produce traditional 
products, such as tea, incense, sake, and Nishijin 
texti les, for hundreds of years. Only in Kyoto do 
businesses on opposite ends of the spectrum coexist in 
this way. With diversity in the classroom and this 
diversity of traditional industries and cutting edge 
technology in the surrounding business community, 
Doshisha Business School offers a unique environment 
for students to explore what it takes to become a global 
business leader.

In the Japanese-language MBA program (Business 
Studies) students build knowledge in the key business 
administration subjects and with this foundation develop 
comprehensive business decision-making skills. 

The English-language Global MBA (Global Business and 
Management Studies) offers a unique multicultural 
environment where students develop the communication 
and analytical skills necessary to lead in an international 
business setting.
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ビジネス専攻　教育プログラム
Business Studies Educational Program Industry Experience

(2004-2020)

https://bs.doshisha.ac.jp https://gmba.doshisha.ac.jp

ビジネス研究科では、2009年に設置された英語で学位
取得が可能なグローバルMBAコースをさらに発展・充実
させ、2014年、新たに「グローバル経営研究専攻」を設け
ました。本専攻では、学位取得までの2年間において経
営の基本的知識を修得後、現代社会の要求する応用的
かつ発展的な内容にシフトしていきます。主たる分野に
「サステナビリティとグリーンビジネス」、「文化と創造性
ビジネス」、「アジアビジネス」の3本柱を掲げ、これらの
領域が複雑に交錯する現代社会において、リーダーシッ
プを発揮するために不可欠な知識と能力を養うカリキュラ
ム編成となっています。

本専攻では、性別、人種、国籍、宗教などを問わず、意
欲的かつ創造的な学生を募集しています。現在までに、
76か国から300名以上を受け入れ、英語での異文化コミ
ュニケーションを通じて、互いに切磋琢磨することができ
る環境を提供し続けており、まさに「グローバル」の名に
ふさわしいプログラムとなっています。日本人学生にとっ
ては、日本国内の京都という地において国際色豊かな環
境にてMBA取得を目指すことができ、留学生には、本
専攻のカリキュラム以外に日本語を身につける機会を設け
ています。

本専攻は、刷新的なカリキュラムと国際的環境のもと、
グローバル化の進展に伴い多様化する人々が抱える新た
な課題に実効的に対峙することができ得る、将来の国際
ビジネスリーダーの育成を目指しています。

Business Studies Global Business and Management Studies
ビジネス専攻 グローバル経営研究専攻

The English-language Global MBA was inaugurated in 
2009, and in 2014 was strengthened as an independent 
Global MBA (Global Business and Management Studies) 
program with a bolstered dedicated faculty and expanded 
course offerings.

Students first master core management fundamentals 
before shifting to applied elective courses designed to 
stimulate deep and practical insights into specific aspects 
of business in contemporary society. Drawing on our 
location in Kyoto, the three focus areas of Sustainability 
and Green Business, Culture and Creativity, and Business 
in Asia encourage students to cultivate the knowledge and 
skil ls necessary to take leadership in a dynamic and 
interconnected world.

Global by nature, we welcome applications from aspiring 
and inspiring individuals regardless of gender, ethnicity, 
nationality, or religion, and to date have welcomed over 300 
students from 76 countries. International students have the 
opportunity to take Japanese language courses in addition 
to their MBA studies, whi le Japanese students can 
experience an international MBA in the heart of Kyoto.

Through our innovative curr iculum and international 
environment, we seek to prepare future business leaders 
who are wil l ing and able to respond ef fectively to the 
emerging needs of the increasingly diverse groups of 
people participating in the global economy.

社会人が働きながら学ぶということは「時間的な制約の中
でいかに効率的に計画を立て、それぞれの目標を実現さ
せるか」という問題に対処することです。昼間の仕事と勉
学を両立させるために、平日の夜間は今出川本校と大阪
サテライト・キャンパス（梅田）で、土曜日は午前から今
出川本校で講義を行っています。また、今出川本校とな
る寒梅館の「ビジネス研究科図書室」やグループワークのた
めの「プロジェクトルーム」、「ラウンジ」は年間を通して
24時間の利用が可能です。

社会人である学生は多様なキャリアやバックグラウンドを
持っています。本研究科にはその一人ひとりに応じた科目
選択やそれぞれの目標達成に応じた効果的な履修につい
て、行き届いた指導とプログラムが用意されています。
また、海外からの留学生が多数を占めるグローバル経営
研究専攻の科目を履修して修了単位に含めることも可能
です。標準的な修了年限は2年ですが、3年の長期修了
コースも選択できます。

なお、本学理工学研究科と連携することにより、3年間で2つ
の学位取得が可能な「同志社MOTコース」も設けています。

Working full-time while pursuing an MBA is an experience in 
solving the challenge of how to effectively develop a plan to 
realize multiple goals with limited time. Designed specifically 
to facilitate completing an MBA degree while working 
full-time, lectures are offered on weekday evenings on our 
campuses in Kyoto (Imadegawa) and Osaka (Umeda), and 
all day on Saturdays in Kyoto. Facilities in our main building, 
Kambaikan, such as the DBS Library, student lounge, and 
project rooms are open 24 hours a day throughout the year, 
allowing working students to take advantage of these 
spaces when most convenient for them.

The working professionals who enroll in Business Studies 
have diverse careers and backgrounds, and we offer 
guidance and programs that effectively respond to the 
needs and goals of each student. Business Studies 
students may also take Global MBA courses, where many 
international students are enrolled, for credit toward degree 
completion. Business Studies is a 2 year program, however, 
it is possible for students to request to study on a 3 year 
schedule.

Business Studies also coordinates with the Doshisha 
University Graduate School of Science and Engineering to 
offer the Doshisha Management of Technology (MOT) 
Course, an opportunity for students to graduate with both a 
Master of Engineering and an MBA in as little as 3 years.

建設・不動産 3.5%

製造業
39.0%

電気・ガス 0.8%
通信・IT 4.2%

運輸 1.5%
卸売・小売
5.6%

金融・保険
5.3%

サービス
16.6%

弁護士・
会計士など
（士業） 2.1%

公務員 1.1%
その他
5.1%

未就業
15.1%

高度専門性の修得
Develop a high level of expertise

目的に即した科目で問題解決型の分析
専門知識を実践的に活用する応用力

基本的な専門知識と能力の修得
Build a foundation of specialized business

knowledge and skills

MBAに期待される幅広い知識と能力の基盤

ソリューションレポート
Solution Report

Apply skills to address
a real-world business challenge

自らが設定した課題（未解決の問題）へのアプローチ

建設・不動産 …………… 3.5%
Construction, Real Estate

製造業 ………………… 39.0%
Manufacturing

電気・ガス ……………… 0.8%
Electricity, Gas

通信・IT…………………… 4.2%
Telecommunications, IT

運輸 ……………………… 1.5%
Transportation

卸売・小売 ……………… 5.6%
Wholesale, Retail Trade

金融・保険 ……………… 5.3%
Financial Services, Insurance

サービス ……………… 16.6%
Service

弁護士・会計士など（士業）…… 2.1%
Law, Accounting

公務員 …………………… 1.1%
Public Servant

その他 …………………… 5.1%
Other

未就業 ………………… 15.1%
None

地域別　学生割合
Global MBA Student Nationality by Region
(2009-2020)

グローバル経営研究専攻　教育プログラム
Global Business and Management Studies
Educational Program

76
Countries

出身国

3 4

4月
春入学

35
平均年齢 入学試験日程

8月・1月
August and

January

MBA
授与学位

ビジネス修士（専門職）

Degree upon
completion

平日夕方・
土曜日昼間の授業

April
Spring enrollment Average age

Application period

Weekday evening and
Saturday classes

9月
秋入学

30
平均年齢 入学試験日程

12月～6月
December to

June

MBA
授与学位

修士（経営学）

Degree upon
completion

平日昼間の授業

September
Fall enrollment Average age

Application period

Weekday 
daytime classes

ビジネスにとって必要不可欠な知識

自らの研究分野に合わせて選べる選択科目

修士論文またはリサーチプロジェクトレポート執筆
Master’s Thesis or Research Project Report

Sustainability
and

Green Business
Business
in Asia

Advanced Management

Culture
and

Creativity

Build a foundation of essential management and
 business knowledge

Hone your critical and analytical thinking, research,
 and writing skills under the guidance of our

dedicated faculty

Design your program of study

Africa 
アフリカ 16%

East Asia 
東アジア 23%

North America 
北米 15%

Europe 
ヨーロッパ 7%

Southeast Asia 
東南アジア 23%

West Asia
西アジア 5%

Oceania 
オセアニア 2%

South America 
南米 2%

South Asia 
南アジア 5%

Central Asia 
中央アジア 2%

主な出身業界



Our Faculty

5 6

本研究科は、本学創立者の良心教育の理念のもと、社会貢献を前提とする産学連携
を推進する力を持っています。本学教員の産学連携活動は、各種経済団体と共同で
の研究会や教育プログラムの開発、プロジェクト型授業の実施、メディアや出版活
動、上場企業の社外取締役の就任など多岐、多方面に渡っています。

Following our university founder’s philosophy of education with conscience, we are 
committed to making a positive contribution to society through engagement with industry 
and local communities. Our faculty members engage in a wide range of activities including 
developing joint workshops and educational programs with economic associations, offering 
project-based courses, actively publishing research and making media appearances, and 
serving as external board members for public companies.

社会とのつながり：
産学連携と社会貢献

Corporate & Community
Engagement

在職中の企業におけるキャリアパスや新たなキャリアについてなど、学生からの様々な
相談に対して、専属のキャリアアドバイザーが個別カウンセリングを実施しています。
また、教員も率先して就職関連のリソース・情報を随時提供します。多国籍な修了生の
ネットワーク拡大によるキャリアサポートの拡充も期待できます。

Our exclusive career advisor is available to counsel students one-on-one about career 
opportunities in Japan, career paths within their current companies, and a range of 
career-related topics. Our faculty proactively share job and internship opportunities with 
students, and the university Career Center provides resources, information, and advice on 
employment opportunities, job fairs, and the job-hunting process to help students explore 
and realize their career goals.

キャリアサポート

Career Support

充実した施設 Learning Facilities

対面式教室  Lecture-style Classrooms 図書室  Library プロジェクトルーム  Project Rooms 学生ラウンジ  Student Lounge

ビジネス専攻   Business Studies

グローバル経営研究専攻   Global Business and Management Studies

寄付教育研究プロジェクト   The endowed education and research project

北 寿郎
Toshiro KITA

児玉 俊洋
Toshihiro KODAMA

Philippe
BYOSIERE
フィリップ ビオジェール

■ミシガン大学
　アンアーバー校PhD
　PhD, University of Michigan
　Ann Arbor

■リーダーシップと組織行動
　Leadership and
　Organizational Behavior

24時間利用可能な同志社ビジネススクール専用の学習スペース
Dedicated spaces available to DBS students 24 hours a day

加登 豊
Yutaka KATO

浜 矩子
Noriko HAMA

藤原 浩一
Koichi FUJIWARA

村山 裕三
Yuzo MURAYAMA

山下 貴子
Takako YAMASHITA

野瀬 義明
Yoshiaki NOSE

飯塚 まり
Mari IIZUKA

河南 順一
Junichi KAWAMINAMI

殷 勇
Yong YIN

須貝
フィリップ
Philip SUGAI

Bishnu Kumar
ADHIKARY
ビシュヌ クマル アドカリー

刘 明
Ming LIU

■三菱総合研究所主席研究員
　Research Director,  
　Mitsubishi Research Institute

■国際経済学
　International Economics

■神戸大学 PhD
　PhD, Kobe University

■管理会計
　Management
　Accounting

井上 福子
Fukuko INOUE

■神戸大学 PhD
　PhD, Kobe University

■人的資源管理
　Human Resource
　Management

■名古屋大学大学院
　（工学博士）
　Doctor of Engineering,
　Nagoya University

■イノベーション
　マネジメント
　Innovation Management

■経済産業省
　Ministry of Economy,
　Trade and Industry

■中小企業
　SMEs

■慶應義塾大学博士課程修了
　Keio University Doctorate
　Coursework Completed

■金融工学
　Financial Engineering

■ワシントン大学 PhD
　PhD, University of 
　Washington

■文化ビジネス
　Cultural Business

■神戸大学PhD・東京大学 PhD
　PhD, Kobe University
　PhD, University of Tokyo

■マーケティング
　Marketing

■筑波大学 PhD
　PhD, University of Tsukuba

■コーポレートファイナンス
　Corporate Finance

成生 達彦
Tatsuhiko NARIU

■京都大学博士（経済学）
　ノ-スカロライナ州立大学 PhD
　PhD, Kyoto University
　PhD, North Carolina State University

■ミクロ経済学
　Microeconomics

■京都大学 PhD
　PhD, Kyoto University

■経営戦略と組織（倫理）
　General Management
 　(Strategy, OB and
　Business Ethics)

有井 健
Ken ARII

■マギル大学 PhD
　PhD, McGill University

■エコロジー
　Ecology

■東北大学 PhD
　PhD, Tohoku University

■持続可能な生産システム
　Sustainable Operations

■アリゾナ州立大学W.P.
　キャリー・ビジネススクールMBA
　MBA W.P. Carey School of
　International Management,
　Arizona State University

■マーケティング
　コミュニケーション
　Marketing Communications

■早稲田大学PhD
　PhD, Waseda University

■マーケティング
　Marketing

■立命館アジア太平洋大学 PhD
　PhD, Ritsumeikan
　Asia Pacific University

■コーポレートガバナンス
　Coporate Governance

■ニューヨーク州立大学
　ビンハムトン校PhD
　PhD, State University of
　New York - Binghamton

■投資
　Investment

本研究科は、スウェーデンやドイツ、中国、台湾やインドネシアのトップクラスビ
ジネススクールへ短期留学ができる制度を設けています。提携ビジネススクールが
提供する専門科目を履修し、現地の学生との交流を深めることにより更なる国際感
覚・ビジネスマインドを涵養することができます。

Students have the opportunity to apply to spend a semester or quarter at top business schools 
in Sweden, Germany, China, Taiwan or Indonesia through our overseas exchange program. 
We also welcome exchange students from these institutions, adding to the cosmopolitan 
nature of our school.

海外提携大学

Overseas Partner
Universities

University of Gothenburg,
School of Business, Economics, 
and Law (Sweden)

ヨーテボリ大学大学院

University of Tübingen,
Faculty of Economics and
Social Sciences (Germany)

テュービンゲン大学
経済社会学研究科

Universitas Gadjah Mada,
Faculty of Economics and
Business (Indonesia)

ガジャ・マダ大学
経済ビジネス学部

Renmin University of 
China School of Business
(China)

中国人民大学商学院

Taiwan National Normal
University, College of
Management (Taiwan)

国立台湾師範大学管理學院

奥平 寛子
Hiroko OKUDAIRA

■大阪大学 PhD
　PhD, Osaka University

■労働経済学
　Labor Economics

■慶應義塾大学PhD
　PhD, Keio University

■持続可能な観光
　Sustainable Tourism

竹田 宗継
Munetsugu TAKEDA

■サンダーバード国際経営
　大学院 MBA
　MBA Thunderbird Graduate
　School of International
　Management

■異文化ビジネス
　コミュニケーション
　Intercultural Business
　Communication

沖 勝登志
Katsutoshi OKI

Isabell
HANDLER
イザベル　ハンドラ

■ニューヨーク大学 MBA
　MBA , New York University

■経営戦略
　Corporate Planning &
　Strategy

教員紹介
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京都御所
Kyoto

Imperial Palace

KYOTO

DOSHISHA
BUSINESS SCHOOL
（KAMBAIKAN）

DOSHISHA
IMADEGAWA CAMPUS

同志社ビジネススクール（寒梅館）

Doshisha Business School
同志社大学大学院ビジネス研究科

〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入　TEL 075-251-4600
地下鉄「今出川」駅／徒歩1分　京阪「出町柳」駅／徒歩15分

グローバル経営研究専攻
E-mail  ji-gmba@mail.doshisha.ac.jp　URL  https://gmba.doshisha.ac.jp

Karasuma-Imadegawa, Kamigyo-ku, Kyoto, JAPAN 602-8580
Tel. (+81)75-251-4600
1 min. from Imadegawa Station (Kyoto City Subway)
15 min. from Demachiyanagi Station (Keihan Railway)

Global Business and Management Studies

ビジネス専攻
E-mail  ji-dbs@mail.doshisha.ac.jp　URL  https://bs.doshisha.ac.jp

Business Studies
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