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Ⅰ　概要

p  目的
ビジネス教育の世界的トップスクール、米国ノースウェス
タン大学にて集中講義を受講するとともに、シカゴ地域に
本社を置く企業を訪問することによって、MBA  としての
グローバルな知識と見聞を深める。

p  募集人数
          30名

　※  6月30日(火)時点において本学学生、修了生を含め、学内外の全参
加者が30名に満たない場合、非開講となります。ご留意ください。

p  期間
　      9月19日(土)〜27日(日)
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Business  School  Ranking  2014
          Full-Time  MBA  (BusinessWeek)

1.  Duke  University  (Fuqua  School  of  Business)
2.  University  of  Pennsylvania  (The  Wharton  School)
3.  University  of  Chicago  (Booth  School  of  Business)
4.  Stanford  University  (Stanford  Graduate  School  of  Business)
5.  Columbia  University  (Columbia  Business  School)
6.  Yale  University  (Yale  School  of  Management)
7.  Northwestern  University  (Kellogg  School  of  Management)
8.  Harvard  University  (Harvard  Business  School)
9.  University  of  Michigan  (Ross  School  of  Business)
10. Carnegie  Mellon  University  (Tepper  School  of  Business
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1.  Northwestern  University  (Kellogg)
2.  University  of  Chicago  (Booth)
3.  Southern  Methodist  University  (Cox)
4.  University  of  Pennsylvania  (Wharton)
5.  University  of  California  –  Los  Angeles  (Anderson)
6.  Columbia  University
7.  University  of  Southern  California  (Marshall)
8.  The  Ohio  State  University  (Fisher)
9.  University  of  Michigan  (Ross)
10. IESE  Business  School

Business  School  Ranking  2014
Executive  MBA  (BusinessWeek)
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Ⅱ　スケジュール（2014）参考
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Ⅲ　講師

p  Clarke  L.  Caywood

•  Professor  and  director  of  the  graduate  
program  in  public  relations  (Medill)

•  Lecture：Our  World  in  Crisis
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p  Don  E.  Schultz

•  Professor  Emeritus-in-Service  of  Integrated  
Marketing  Communication  (Medill)

•  President  of  Agora  Inc.
•  Lecture：Some  Radical  Thoughts  on  Brands  
and  Branding  
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p  Jim  Cary

•  Adjunct  Professor  (Medill)
•  Core  Strategies  -  Chief  Operating  Officer
Neuristics  -  Vice  President,  Principal
Ogilvy  &  Mather  Direct  -  VP,  Director  of  Client  
Services

•    Lecture：Big  Data:  Benefits  and  Dangers  

15

p  Bobby  J.  Calder

•  Charles  H.  Kellstadt  Professor  of  Marketing  
(Kellogg)

•  Director  of  the  Center  for  Cultural  Marketing
•  Lecture：Consumer  Insight
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p  Andrew  Razeghi

•  Adjunct  associate  professor  (Kellogg)
•  Vice  Chairman  of  the  Wright  Centers  of  
Innovation  at  the  National  Academy  of  Sciences

•  Consulting
      GE,  Intel,  PepsiCo,  and  The  New  York  Times

•  Lecture：Innovation  in  Management  and  Global  
                                        Business
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Ⅳ　企業訪問

p  2011年度
•  マクドナルド、ゴーリン・ハリス、ウォルグリーン、ジェリービ
ジョン

p  2012年度
•  ACニールセン、アボット、グルーポン、SCジョンソン、シカゴ商
品取引所

p  2013年度
•  ウォルグリーン、アボット、ハーレーダビッドソン、バーンス・ア
ンド・ソーンバーグ法律事務所

p  2014年度
•  ウォルグリーン、アボット、ハーレーダビッドソン、ミラービール、
ビームサントリー
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p  代金
•  セミナー料金：3,000ドル（約36万円）
　　：ホテル代、ほとんどの食事代含む（アルコール代は含まず）

　　：一人部屋の場合、1泊あたり50ドル（7泊350ドル）追加

　　：8月上旬振り込み

•  航空運賃　約18.5万円（振込期限問合せ中）
p  その他
　ケイウッド家の方、スタッフ、訪問企業プレゼンターへの土産代

　　　　（お一人概算数千円程度）

※2回ほど、セミナー料金に含まれない自由行動（ディナー）あり

※航空券を手配する旅行代理店、また使用する便につきましては、後日、
ご連絡します。各自での手配化。

Ⅴ　費用
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Ⅵ　その他

•  英語
すべての講義・企業訪問に同時通訳あり。

ただし、話せるに越したことはありません。
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参加申し込み

参加希望の方は、以下のアドレスにご連絡ください。

kondo@res.otaru-uc.ac.jp

最終申込日(6月30日(火))まで随時受け付けます。その際、
以下の情報をお知らせください。

・氏名（日本語、ローマ字）

・勤務先、またその英文表記（あれば）

ご質問等があれば遠慮なくお問い合わせください。
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最後に

　この集中講義は私の共同研究者であり、友人であるノースウェスタ
ン大学大学院IMC学科クラーク・ケイウッド教授との個人的な関係か
ら生まれたものです。同大学とこうした短期集中型プログラムを有し
ているのは、小樽商科大学ビジネススクールのみです。
　参加費用は若干高いですが、コストパフォーマンスは絶大です。
フィリップ・コトラー、デビッド・アーカーと並んで「マーケティン
グの３大グル」と称されるドン・シュルツをはじめ、そうそうたる教
授陣が私たちのためだけに講義をしてくれます。また多くの企業のプ
レゼンターはトップ･マネジメント層です。
　これまで神戸大学MBA、関西学院大学MBAの方も参加され、米国
での濃密な時間の共有から、本学ビジネススクール学生とも交流も生
まれ、「NU関西会」という同窓会も存在します。
　ぜひこの機会に、緑丘会MBA会の皆さまにも世界的トップスクール
での講義と著名な米国企業を訪問し、MBAとしての知識とスキルの向
上にお役立ていただければと思います。
　多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
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