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経営の理論の体系的かつ実践的な習得

神戸大学ＭＢＡ（専門職大学院修士課程）

コンセプトと特色

研究に基礎をおく教育
Research-Based ducation

RBE

働きながら学ぶ
By the Job Learning

BJL

プロジェクト方式
Project Research 

Method

PRM
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カリキュラムの基本設計

コア科目
MBAなら世界のどこにいても学ぶべき標準ナレッジとスキルを1年次

土曜午後に手堅く押さえます（講義と演習（ケーススタディ）で構成されま
す）

プロジェクト科目
学生間の切磋琢磨による学びを通じて、スキルとマインドを磨いていく場

となります（主体的にケースの掘り起こしから取り組むことが求められます）

専門科目
最新の時事的なトピックや神戸大学教員の研究成果を土曜午前・金

曜夜に講義します
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1年次（M1）の履修の流れ

【学期１】 【学期２】 【学期３】 【学期４】 【学期５】

ケースプロジェクト

専門科目
金曜・土曜午前

コア科目
マーケ系
Sales 
& Marketing

コア科目
技術経営系
Technology
& Operations

コア科目
ヒト系
Individuals 
& Groups

コア科目
カネ系
Controlling 
& Reporting

コア科目
戦略系
Strategy

盆 正月

前期 後期

現代経営学演習（ゼミ）

テーマプロジェクト

専門科目
金曜・土曜午前

専門科目
金曜・土曜午前

専門科目
金曜・土曜午前

専門科目
金曜・土曜午前

3



2年次（M2）の履修の流れ

【学期１】 【学期２】 【学期３】 【学期４】 【学期５】

専門科目
金曜・土曜午前

コア科目
マーケ系
Sales 
& Marketing

コア科目
技術経営系
Technology
& Operations

コア科目
ヒト系
Individuals 
& Groups

コア科目
カネ系
Controlling 
& Reporting

コア科目
戦略系
Strategy

盆 正月

前期 後期

専門科目
金曜・土曜午前

専門科目
金曜・土曜午前

専門科目
金曜・土曜午前

専門科目
金曜・土曜午前

現代経営学演習（ゼミ）
修士論文報告会

2年コース
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土曜日授業の標準形

講義

3時限

4時限

5時限

6時限
課外

W1

プロジェクト（ケース/テーマ）

講義

演習

W2 W8

発表

W9

・・・

午前
1時限
2時限

専門

講評

専門

試験

演習

講義/
演習

講義/
演習

講義/
演習

講義/
演習

専門

コア科目

・・・
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神戸大学独自の教育方式
プロジェクト科目

ケースプロジェクト
6人前後の指定されたチームで
指定されたケースに切り込んでもらいます

テーマプロジェクト
各自で6人前後のチームを編成し
自由にテーマを設定して研究してもらいます

修士論文プロジェクト（現代経営学演習（ゼミ））

14人前後のゼミのなかで個人で
論理性の高い自社上層部への建議書を書き上げてもらいます
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1.5年 or 2年の履修コース選択

1.5年履修コースと2年履修コースを選択しなけれ
ばなりません。

原則1.5年の履修コースを選択して下さい。
 いずれのコースも、修士論文指導は2年の前期に行います。

 1.5年履修コースで単位が足らなければ、2年後期に授業料を納めて、
履修することになります。

 2年履修コースで1.5年で修了単位を満たしても、2年後期の授業料を納
入しなければならなりません。

 1.5年、2年履修コースの在学可能期間はそれぞれ3年、4年です。

 留学をする人は、 2年履修コースが適切です。（授業料の相互乗り入れ
の利用）

 博士課程後期の試験に合格した時、1.5年履修コースの人は、入学金
を納めて「再入学」することになります。2年履修コースの人は、入学金
はいらないが、後期の授業料を納めて、「進学」することになります。

→博士後期課程の進学については便覧参照
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詳細シラバス（授業計画）と
授業資料

•各科目の詳細シラバスが、標準シラバスとは別に、神
戸大学MBAのHPに随時アップされていきます。詳細シ
ラバスの記載を優先して下さい。

•授業資料は、原則BEEF（LMS BEEF: Basic Environment 
for Educational Frontier ）で入手して下さい（4月中は
MLで配信）。資料配付に関する詳細は、各授業担当
教員の指示に従って下さい。

•六甲台メインキャンパスでの授業は、科目により教室
が異なります。
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神戸大学MBA(専門職大学院修士課程)の
修了要件

『神戸大学大学院経営学研究科・経営学部学生便覧 2017年度入学者用(平成29
年度)』が正式なルールブックです。常にこの学生便覧で情報を確認して下さい。

必修科目（２+２+８単位）
ケースプロジェクト研究（M1・４月～）

テーマプロジェクト研究（M1・８月～）

現代経営学演習（ゼミ）（M1・８月－M2前期→修士論文作成）

選択必修科目（２２単位以上）
上記3科目以外の第8群科目

2単位までは、指導教員の許可があれば、第８群科目以外の研究科の
授業科目を上記２２単位の中に含めることができます。

２単位までは、指導教員及び授業担当教員の許可があれば、本学の他
研究科の授業科目を上記22単位の中に含めることができます。

指導教員及び授業担当教員の許可があれば、京都大学経営管理大学
院の授業科目を履修し、上記２２単位に含めることができます。
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成績評価と表彰制度

•各科目の成績評価は、「秀」「優」「良」「可」「不可」の5
段階です。（「不可」は不合格・単位取得できず）

•コア科目の成績はレポート60%、期末試験40%で決
定します。

•コア科目は履修者の5%は「不可」となります。

•コア科目では上位最大5％を「秀」、次の最大15％を
「優」の評価とします。

•全コア科目において「秀」か「優」を取得した学生は
「優秀MBA」として表彰します。

•プロジェクト2種で3位以内に入賞し、かつ修論が
ゼミ内上位2位の学生は「三冠王」として表彰します。
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土曜日終日の開講時間

• 開講時間：1時限 １８：２０～１９：５０
6時限 ２０：００～２１：３０

• 開講場所：梅田ゲートタワービル8階
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金曜日夜間の開講時間

• 開講時間：1時限 ８：５０～１０：２０

2時限 １０：４０～１２：１０

3時限 １３：２０～１４：５０

4時限 １５：１０～１６：４０

5時限 １７：００～１８：３０

6時限 １８：５０～２０：２０

• 開講場所：六甲台メインキャンパス



科目の履修登録について、他

『神戸大学大学院経営学研究科講義要綱2017
平成29年度』を参照して下さい。

受付期間：

前期分は、4月7日(金)９時から4月20日(木)17時
まで。ＷＥＢ入力（神戸大学HPの「うりぼーポータ
ル」から）となります。

必要書類等の提出期限等は、第三学舎1階の掲
示板によるものが正式連絡となります。教務係か
らメールでも連絡しますが、常に掲示板を確認す
るようにして下さい。提出期限は厳守して下さい。
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学習環境と継続的教育機会
• 学習環境について

自習室（アカデミア館４０６号室）

事務室（教務係：不明な点はすべて教務係へ）

ネットワーク環境（WiFiの利用が可能）

図書館の開館時間（土曜、日曜とも開館）
他に経済経営研究所の図書館・資料室もあります（平日のみ開館）

生協・食堂の営業日（土曜昼は原則営業、盆・正月期は要確認）

• 卒業後も継続的な教育機会を提供

社会人PhDコースの設置→働きながら博士号取得

現代経営学研究所（RIAM）への加入
→ワークショップ、シンポジウムの開催、機関誌(BI）発行

神戸大学経済経営学会への加入

→『国民経済雑誌』の発行

神戸大学MBA修了生組織：MBAカフェ
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神戸大学MBAでの学びを
成功させるために

 同期の仲間、ゼミの仲間と助け合って、大きな成
果を上げて下さい。

 コア科目、専門科目、プロジェクト科目での学び
の連携に留意して下さい。

 顧客ではなく学生との意識をもって下さい（顧客
はとして振る舞っていると、対価以上のベネ
フィットを得られません）。

 制約された時間のなかで、ハードなプロジェクト
をクリアしていくことに価値があります。

 家族や上司や同僚の理解が大切です。
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