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京都大学経営管理大学院（正式名称 京都大学大学院経

営管理研究部・教育部）は、伝統と革新が融合する街、

京都において、高度経営専門職人材を育成するための

専門職修士課程を擁する大学院として、2006年4月に

開設されました。本大学院は、先端的なマネジメント研

究と高度に専門的な実務との架け橋となる教育体系を開

発し、幅広い分野で指導的な役割を果たす個性ある人

材を養成することで、地球社会の多様かつ調和の取れた

発展に貢献することを理念としています。また経済学、経

営学、工学、情報学など様々なジャンルを専門とした教

員がそろっている点も本大学院の特徴でもあります。

2016年度には定員7名の博士後期課程（経営科学専攻）

が、2018年度には観光立国の推進を支援する観光経営

科学コースが設置されました。また、2019年度からは、

グローバル化を一層推進するために、米国のコーネル大

学との国際連携コースの開設、英語のみで MBAを取得

できる国際プログラムの定員の倍増などを行いました 。

この結果、専門職修士課程（MBA）の学生定員は100名/年

となり、国内外の多くの学生に学びの場を提供しています。

今後は、グローバル化のなかで世界に開かれた大学院と

して、個性ある研究・教育拠点としての役割をいっそう果

たしていこうと努めています。

京都大学 経営管理大学院長

戸田 圭一

院長挨拶



本大学院は、京都大学のアカデミックで創造的な伝統のもと、先端的なマネジメント研究を深めながら、グロー

バルビジネスリーダーを育成していきます。京都が世界の中でも独自の存在感を持つ都市であるように、本大学

院はグローバルなネットワークを拡大しながらも、独自の視座によって世界に通じるインパクトのある研究・教育を

実践しています。また、実践的な知識や数理・論理的思考を習得することに加えて、人間力としてのホスピタリティ

マインドを持ち、自ら考え抜いて行動を起こせるリーダーを養成します。常に自分の専門領域を越え出て、多様な

声との対話を通して、自らを乗り越えていく緊張感のあるポリフォニーを基本的な理念としています。

特徴と理念

本大学院では、2011年に英語のみで MBAの学位を取得できる国際コース（IPROMAC :  I n t e r n a t i o n a l  P r o j e c t  

Management）を開設いたしました。2019年度からは、本国際コースを倍増させ、世界に通用するビジネスリーダーの

育成を目指す i-BA( Internat ional  Business  Administrat ion)、ならびに、大規模国際プロジェクト等のマネージャーを

育成する i-PM(Internat iona l  Pro jec t  Management )の国際プログラムへと発展させています。また、米国のコーネル

大学と国際連携コース（Kyoto -Corne l l  In terna t iona l  Co l l abora t i ve  Degree  Oppor tun i t y）を新設いたしました。

これは、２年間で両大学の学位を取得できる共同カリキュラム開発により、グローバルなトップ大学間で、ホスピタリティマ

インドのあるリーダーシップ人材を養成する学習機会を提供するものです。さらに、海外著名大学との学生交流協定や学術

交流協定を多数締結し、国立台湾大学をはじめとした共同学位プログラム（ダブルディグリー）の設置や交換留学生の受け

入れの拡充も図っています。

グローバル化へのさらなる進展

2 高度サービス社会をリードする人材育成

経済のサービス化・情報化が進展する中、サービス能力開発やサービスコンピタンスの活用を
重視したマネジメント人材の教育を行います。

サービス＆ホスピタリティプログラム

1 戦略的優位性の実現 

激化するグローバル競争の中で、いかにして強いリーダーシップを確立し
戦略的優位性を実現するか、理論と実践の融合を目指します。

ビジネス・リーダーシッププログラム

3 多様な能力を持つプロジェクトマネージャーの育成

国際的な大規模プロジェクト、新規技術開発、情報システム開発などにおいて、
国際的な感覚と多様な経営能力を持った“プロジェクトマネージャー” を育成します。

プロジェクト・オペレーションズマネジメントプログラム

4 ファイナンスと会計を二軸とした専門的能力の開発

ファイナンスと会計の両方に強い公認会計士、会計に強いアセットマネジメント会社の
ファンド・マネージャーなどの会計・財務のエキスパートを育成します。

 ファイナンス・会計プログラム

5 分野を越えた専門的な能力の開発（有資格者対象）

公認会計士、税理士など既にファイナンス・会計の専門家として活躍中の有資格者を対象に、
ファイナンスと会計両分野にまたがる専門的能力を開発します。

 1 年半コース（ファイナンス・会計プログラム）

6 観光経営能力の開発

観光分野で働く方を対象に経営の基礎から観光科学の専門知識までを学び、
地域と産業を活性化する人材を育成します。

 観光経営科学コース　

7 世界に開かれた英語によるビジネスリーダー育成

英語のみでMBA取得可能な、世界で活躍するビジネスリーダーを目指す学生向けのプログラムです。

 i-BA 国際プログラム

8 国際的なプロジェクトで活躍する人材育成

英語のみでMBA取得可能な、世界で活躍するプロジェクトマネージャーを目指す学生向けのプログラムです。

 i-PM国際プログラム
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経営学の理論的思考を身につけ、企業、官公庁、NPO などの実課題の解決を目指します。働きながらあるいは休職して
通う社会人、退職し次のキャリアを目指す社会人、様々なバックグラウンドを持つ留学生など、多様な人材が学んでいます。

専門職学位課程（MBA）― 経営管理教育部経営管理専攻
理論と実務をつなぐ実践的な教育 / 段階的履修を可能にするカリキュラム体系

 MBA/ 経営学修士

２年目１年目

9.京都大学 - コーネル大学 国際連携コース（KC-CDO） 10月

コーネル大学京大

1学期 2学期・3学期 4学期

京大

MBA
経営学修士
（専門職）
取得

４月 8月 京大MBA
コーネル大学MMH

5.1 年半コース（ファイナンス・会計プログラム） 10月

6.観光経営科学コース ４月

8. i-PM国際プログラム
7. i-BA 国際プログラム

４月

1.ビジネス・リーダーシッププログラム
2.サービス&ホスピタリティプログラム
3.プロジェクト・オペレーションズマネジメントプログラム
4.ファイナンス・会計プログラム

４月

英語のみで履修可

9 ホスピタリティマインド（人間力）のあるリーダーシップ人材の育成

世界トップクラスである米国のコーネル大学と京都大学で1年間ずつ学び、両方の大学から修士号を授与されます。

国際連携学位プログラム

学位を取得する専門職学位課程ならびに博士後期課程に対して、多面的かつ実践的な教育研究の拡充をはかるため、多数

の寄附講座、寄附講義、産学共同講座を組織化し開講しています。また、社会人エグゼクティブ教育プログラム、MBA導入

プログラム、地域創生支援プログラムなど、時代の要請に応じた多様な教育プログラム（履修証明プログラム等）も提供して

います。

産官学連携による多様な教育プログラムの提供

原則として、修士または専門職学位を取得し、実
務経験を有する人を対象とし、企業など実務分野
で活躍する高度経営専門職業人博士を養成しま
す。働きながら履修できるよう配慮し、社会人が3
年以上の在籍を通して博士論文を完成させます。

3 つの主研究分野

実践ファイナンス
領域

プロジェクト
マネジメント領域

サービス・イノベーション
&

デザイン領域

博士後期課程（Ph.D.）― 経営管理教育部経営科学専攻



企業の次世代経営者や高度な専門家を養成するプログラム。経営管理大学院の学問的背景をもとに、経験豊富な実務
家の方々の協力を得て、深い思考力と即戦力を備えた人材を育成するための教育プログラムを開発。学位をともなわず、
業務のニーズに合わせて選択できる柔軟な構成となっています。

Executive Education（エグゼクティブ教育プログラム）

企業価値評価とファイナンス －理論・実践・モデリング－ 短期集中講座

本大学院が開講しているファイナンス関連の講座（基礎講座、専門講座、実務講座）の中から、短期集中として有益
な部分を集約して体系化し、実務科学的なパートを組合せた京都大学のオリジナル講座です。

本講座で得られること
・ファイナンスと企業評価価値について正しい知識を修得し、実践力を身につける
・ある程度の知識をおもちの方は、知識の体系的な整理と実践力の強化
・京都大学での研究や教育に関与しながら、実務フロンティアで活躍する講師陣によるセッションを通じて、科学的で
実践に役立つヒントを得る
・同じ目的をもつ方々との交流

実践的なバリュエーションと財務的意思決定のトレーニング

上級経営会計専門家プログラム　期間：7月～12月

グローバル化が進展する中、経営資源の制約が進み管理会計を
中心とした経営管理能力の重要性が高まっています。本プログラ
ムでは中小企業等の経営を支援する会計専門家を養成します。

経営管理手法の修得と実践的能力の向上 ※実務経験のある公認会計士・税理士等の有資格者を対象とする

＜協力企業・団体＞ ※五十音順
あんしん経営をサポートする会
一般社団法人コンサル技連
一般社団法人日本経営会計専門家協会
株式会社日本 M&Aセンター
株式会社日本 BIGネットワーク
株式会社野村総合研究所
株式会社 MAP経営
株式会社 YKプランニング
日本 M&A協会

アジアビジネス・リーダー人材育成産学共同講座　期間：4月～翌年3月

近年、欧米経済について不透明な状況が続く中、近い将来アジア地域が世界 GDPの過
半数を占めることが確実視されています。日本の国際競争力低下、若年世代の内向き志
向、急速な人口減少などの諸問題が深刻化する中、伸びるアジア地域におけるビジネス
の拡大や、新規事業の開拓ができる人材の育成を目指します。座学に加え、アジア諸国
の現地企業・政府機関での中長期のインターンシップ研修で実践力を磨きます。

アジア型ビジネスモデルの提案
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経営指導能力
ある

会計専門家

財務・監査
専門家

フィールド
ワーク
（コンサル
ティング実習）

経営管理知識
（理論的知識・臨床的知識）

・経済社会と会計

・組織と会計

・ファイナンスと会計

・戦略と会計

・コーチングと会計

・コンサルティングと会計他
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アムリヨンビジネススクール

IFSTTAR

ミュンヘン工科大学

国立政治大学

チュラロンコン大学

国立台湾大学

コーネル大学

イズミール経済大学

テュービンゲン大学

コッチ大学

コペンハーゲン・ビジネススクール

釜山国立大学

梨花女子大学

ハノイ貿易大学

ベトナム交通通信大学

ベトナム国道路総局

アテネオ・デ・マニラ大学

インドネシア大学

シンガポール経営大学

国際イスラム大学

インド経営大学院コルカタ

インド経営大学院アーメダバード

ビラノバ大学

アルバニア開発基金

南カロライナ大学

ブリュッセル自由大学

ハンブルグ大学

ノヴァ・デ・リスボン大学

インド工科大学デリ

インド工科大学カラグプル

西ベンガル国立法科大学

ソウル国立大学

ラオス国立大学

ライアーソン大学

インド経営大学院バンガロール

インド工科大学マドラス

インド工科大学ボンベイ

北京大学

王立プノンペン大学

京都大学

India

Indonesia

KYOTO
UNIVERSITY

China

Thailand Laos

Cambodia
Vietnam

Philippines

Malaysia

日米の両大学で各々１年間（２学期）ずつ履修することに
より、京都大学 MBAと米国・アイビーリーグの一つである
コーネル大学  MMH (M a s t e r  o f  M a n a g em e n t  i n  
Hospi ta l i ty）の２つの学位を取得できる機会を提供する
コースです。このコースの履修には、両方の大学を受験し、
合格することが必要となります。

ダブルディグリー

京都大学 -コーネル大学国際連携コース（KC-CDO）

京都大学へ入学して1年間学んだ後、選考が行われ、台
湾のトップスクールである国立台湾大学管理大学院（会計
プログラム、グローバル MBA）プログラムにも所属して2
つの MBAを取得できます。

国立台湾大学

京都大学の MBAに加えて、他大学の学位を取得できます。

３年目2年目1年目

ダ
ブ
ル
デ
ィ
グ
リ
ー
取
得

京都大学

4月

京都大学

10月9月

国立台湾大学

3月選考

国
立
台
湾
大
学 

京
都
大
学-

コ
ー
ネ
ル

大
学
国
際
連
携
コ
ー
ス

 

（K
C
-C
D
O

）

海外との交流 交流協定一覧
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サービス分野での経営管理を担う社会人を対象に、サービス経営学の基本
セオリー、優秀サービス経営事例を体系的に学びます。
（履修が MBA入学の条件ではない）

MBA導入プログラム

新規サービス事業を開発する能力を養成

サービスMBA入門プログラム 期間：10月～翌年1月

ベーシック 50 名
＊基礎科目（旧基礎コース）

サービス経営論 /サービスビジネスモデル分析
〈サービス経営の基礎を学ぶ〉

オプション 15名
＊事業開発を学ぶ（旧実践コース）

サービス新規事業開発
（演習）

情報学ビジネス実践講座

京
都
大
学
経
営
管
理
大
学
院
へ
入
学

３年

2年

本産学共同講座は、情報学研究科および経営管理大学院に設置され、協力企業とともに、事業、IT、経営の3つを結びつけた
実践的な IT人材を育成するために、学部1コース、大学院2コース、社会人プログラムの開発・提供をすすめています。

あらゆるビジネスで活用が求められるIT人材育成プログラムの提供

2年目１年目

京都大学

4月

京都大学

10月8月

コーネル大学



寄附講座・寄附講義
寄附講座

寄附講座では大学院内に講座を設置して教員を配置し、組織的な教育活動を行います。また、その成果を大学院の授業に活用します。

寄附講義

企業、個人、地方公共団体、財団法人などから本学に講義開催のために寄附をいただき、教育の充実・発展のために活用します。

多様な分野の専門的知識を融合・高度化し、企業や公的機関等と連携を図ることにより、複雑な経営現象を解明し、
経営上の様々な課題に対処します。

産官学連携

経営研究センター

経営管理大学院附属の教育研究組織として、文理融合型アプローチによる経営研究を推進。また、経営管理大学院のミッションに
基づき、経営教育に関する調査研究を行い、教育プログラムの改善や、新規教育プログラムの開発に貢献。

① 現在の社会・経済環境の課題を解決し、将来を切り拓いていく経営専門職人材の育成、ならびにそのための調査研究
② 産官学連携や国際連携など各種連携形態に応じた経営研究プロジェクトを効率的に運営するための基盤形成
③ 「しごとづくり・ひとづくりによる地域創生」を推進するための調査研究や、地域創生デザイン専門職人材育成、持続的な地域
づくりのためのプラットフォーム形成

④ 各プロジェクトの活動状況や成果を公開し、高度専門職業人の養成に向けた教育研究を推進

都市・地域マネジメント客員講座

世界経済のグローバル化とアジア地域のサプライチェーンの進化の中でのロジスティックス戦略等について実例を踏まえた研究・普
及活動を行い、専門人材の育成を推進。

国土マネジメント客員講座

大規模・広域的な災害リスクの低減、社会資本の的確な維持管理等について、実例を踏まえながら啓蒙・研究活動を行い、国土マ
ネジメントに携わる専門人材の育成を推進。

プロジェクトファイナンス客員講座

国際協力銀行との連携協定に基づき、資源エネルギー等におけるプロジェクトファイナンスの実務経験・理論を活かして、国際的視
野を持った高度専門職業人育成に寄与。

証券投資研究教育産学共同講座

新たな株価指数の作成を含め、長期的な株式投資に関する研究開発や、その成果を活用することによるファイナンス分野での若手
研究者の育成と、教育活動の充実を図る。
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道路アセットマネジメント政策（橋梁調査会）講座

港湾物流高度化（（公社）日本港湾協会／（一財）港湾空港総合技術センター／
（一財）沿岸技術研究センター）講座

 官民協働まちづくり実践（光亜興産株式会社）寄附講座

 管理会計（経営会計専門家協会）寄附講座

京都ものづくりバレー構想の研究と推進（JOHNAN）講座

日本観光振興協会寄附講義　講義名：ツーリズム産業論

パブリック・リレーションズ寄附講義　  講義名：パブリック・リレーションズ論

アビームコンサルティング寄附講義　講義名：ビジネスコンサルティング実務

プルータス・コンサルティング寄附講座－バリュエーションとファイナンシャル・ソリューション－

グローバル社会起業寄附講座
講義名：グローバル社会起業論－SDGsをテーマとして／リーダーシップ・スタイル－

ソシエテ・ジェネラル証券寄附講義　 講義名：外資系投資銀行ビジネス－理論と実務－

三州ペイント・イノベーション経営寄附講義　講義名：サービス・イノベーションとクレド経営

海外 M&A戦略寄附講義　講義名：Business  Analys is  and Valuat ion

 企業金融と資本市場（みずほ証券）寄附講座

シスメックス寄附講座－企業と投資家－

 国際メガ・インフラマネジメント政策（八千代エンジニヤリング）講座

インテグレイティド・ホスピタリティ（グリーンハウス）寄附講座

プライベート・エクイティ（ポラリス・キャピタル・グループ）寄附講座
講義名：ベンチャー・エコシステム

プライベート・エクイティファンドと企業価値向上
投資家と企業価値向上（英語講義）
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教員紹介

大庭 哲治 准教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメ
ント」プログラム、「i-PM」プログラム
専門分野：都市・地域計画

木元 小百合 准教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメ
ント」プログラム、「i-PM」プログラム
専門分野：地盤工学、地盤防災、エネルギー問題

山内 裕 准教授
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム、
「i-BA」プログラム
専門分野：組織論、サービス、エスノグラフィ、エスノメソドロ
ジー、デザイン

川北 英隆 特任教授（京都大学名誉教授）
専門分野：証券投資論、証券市場分析、金融市場デザイン

嶋田 敏 講師
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム
専門分野：サービス工学、サービス学

原 良憲 教授
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム、「プ
ロジェクト・オペレーションズマネジメント」プログラム、
「KC-CDO」コース
専門分野：知識活用サービス・イノベーション

砂川 伸幸 教授
担当プログラム：「ファイナンス・会計」プログラム
専門分野：コーポレートファイナンス、企業価値評価、
戦略評価

松井 啓之 教授
担当プログラム：「ビジネス・リーダーシップ」プログラム
専門分野：計画理論、意思決定支援、ゲーミングシミュ
レーション

Asli M.Colpan 教授
担当プログラム：「ビジネス・リーダーシップ」プログラム、
「i-BA」プログラム、「KC-CDO」コース
専門分野：経営戦略、企業統治、国際経営

Gautam Ray 特定教授
担当プログラム：「i-PM」プログラム
専門分野：Economic Growth and Development,
Public Policy Analysis, Supply Chain Management

Spring H. Han 准教授
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ」プログラム、
「KC-CDO」コース
専門分野：サービスマーケティング、ホスピタリティマネジメント

江尻 良 特別教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメ
ント」プログラム、「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム
専門分野：経営管理、公共資産マネジメント、交通経営シス
テム

御立 尚資 特別教授
担当プログラム：「ビジネス・リーダーシップ」プログラム
専門分野： 経営戦略、価値とリスク、リーダーシップ

澤邉 紀生 教授
担当プログラム：「ファイナンス・会計」プログラム、「i-BA」プ
ログラム
専門分野：会計学、管理会計、マネジメントコントロール

末松 千尋 教授
担当プログラム：「ビジネス・リーダーシップ」プログラム
専門分野：IT、事業創成

戸田 圭一 教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメント」
プログラム、「i-PM」プログラム
専門分野：流域水管理、都市水害論、地下空間管理

若林 直樹 教授
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム、「観
光経営科学」コース
専門分野：組織行動論、人的資源管理論、ネットワーク組織論

山田 忠史 教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメント」
プログラム、「i-PM」プログラム
専門分野：ロジスティクス、交通計画

菊地 唯夫 特別教授
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ」プログラム
専門分野：ホスピタリティ企業経営・金融・財務

金 広文 准教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメント」
プログラム、「i-PM」プログラム
専門分野：アジアの経済統計、地域・交通経済、開発
マネジメント

William Baber 准教授
担当プログラム：「i-BA」プログラム、「i-PM」プログラム
専門分野：Business Negot iat ion,  Cross Cu l t u r a l
Management

石原 克治 特別教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメ
ント」プログラム、「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム
専門分野：環境経営、公民連携

幸田 博人 特別教授
担当プログラム：「ファイナンス・会計」プログラム
専門分野：資本市場の制度調査、市場分析、プライベート・
エクイティ、イノベーション

関口 倫紀 教授
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム、
「KC-CDO」コース
専門分野：人的資源管理論・組織行動論

椙山 泰生 教授
担当プログラム：「ビジネス・リーダーシップ」プログラム、
「サービス＆ホスピタリティ」プログラム、「i-BA」プログラム
専門分野：技術・イノベーション経営、国際経営、経営戦略

徳賀 芳弘 教授
担当プログラム：「ファイナンス・会計」プログラム
専門分野：国際会計、財務会計

若林 靖永 教授
担当プログラム：「ビジネス・リーダーシップ」プログラム、
「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム、「観光経営科学」コース
専門分野：マーケティング、流通、商業

山本 貴士 教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメ
ント」プログラム、「i-PM」プログラム
専門分野：社会資本の維持管理、建設材料学、コンクリート
工学

加藤 政仁 講師
担当プログラム：「ファイナンス・会計」プログラム
専門分野：コーポレート・ファイナンス、証券アナリスト

LIU Ting 講師
担当プログラム：「i-BA」 プログラム
専門分野：人的資源管理論　組織行動論

荒木 真左夫 客員教授
専門分野：プロジェクトファイナンス、国際金融（インフ
ラ、資源等）

渡部 富博 特定教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネ
ジメント」プログラム
専門分野：港湾物流、港湾計画、ロジスティクス

前川 佳一 特定教授
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム、
「観光経営科学」コース
専門分野：イノベーション、サービス経営、観光

村井 暁子 特定准教授
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ」プログラム
専門分野：グローバル人材育成、リーダーシップ開発、
持続可能な開発目標 

小川 雅史 特定准教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメ
ント」プログラム
専門分野：港湾物流、インセンティブ設計

高瀬 進 特定助教
専門分野：アントレプレナーシップ、大学発ベンチャー、組織
行動論

増田 央 特定講師
担当プログラム：「サービス＆ホスピタリティ 」プログラム
専門分野：サービス科学、マーケティング・リサーチ、
サービス工学

本田 武志 客員教授
専門分野：都市計画 

小林 潔司 特任教授（京都大学名誉教授）
専門分野：計画・マネジメント論

吉田 恭 特定教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネ
ジメント」プログラム
専門分野：まちづくり、都市計画、都市政策

赤倉 康寛 客員教授
専門分野：国際物流、港湾計画、災害リスク

玉越 隆史 特定教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメ
ント」プログラム
専門分野：橋梁工学、維持管理工学

ドイル 恵美 特定講師
専門分野：国際開発学、インフラプロジェクト計画・管理

藤木 修 客員教授
専門分野：アセットマネジメント、国際標準化政策、環境衛生
工学

池田 豊人 客員教授
専門分野：土木工学

伊藤 智明 特定助教
専門分野：起業と経営、企業統治と経営倫理、聞きとり
と対話

村上 啓二 特定准教授
担当プログラム：「プロジェクト・オペレーションズマネジメ
ント」プログラム
専門分野：リスクマネジメント、経営戦略、マーケティング

藤田 哲雄 特定教授
専門分野：情報技術戦略論、イノベーション
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今庄 啓二 客員教授
専門分野：ベンチャーファイナンス、新規事業開発、経
営戦略

御手洗 潤 客員教授
専門分野：エリアマネジメント、まちづくり、都市計画、景観・都
市の緑

加藤 康之 客員教授
専門分野：金融工学、ファイナンス理論、投資理論

熊谷 五郎 客員教授
専門分野：金融資本市場論、投資理論、コーポレートファイ
ナンス

岩城 秀樹 客員教授
専門分野：数理ファイナンス

木村 東一 客員教授
専門分野：企業経営、事業創出、人材育成

長田 薫 客員教授
専門分野：プロジェクト・ファイナンス、国際金融、インフラ
の官民パートナーシップ（PPP）

太田 一郎 客員教授
専門分野：コーポレートファイナンス、経営戦略、M&A
戦略、企業・事業再生

関 克己 客員教授
専門分野：土木工学

筒井 祐治 客員教授
専門分野：都市計画 

岡田 紀子 客員教授
専門分野：インベスター・リレーションズ、コーポレート・
コミュニケーション

竹林 一 客員教授
専門分野：ビジネスモデル・マーケティング、モチベーション・
マネジメント

河野 広隆 客員教授（京都大学名誉教授）
専門分野：社会資本維持管理

木村 雄治 客員教授
専門分野：バイアウト、プライベート・エクイティ、企業経営、
M&A

石尾 和哉 客員教授
専門分野：サービス戦略、経営戦略

丸田 起大 客員教授
専門分野：管理会計

泉 秀明 客員教授
専門分野：イノベーション・マネジメント、技術戦略論

宮田 正史 客員教授
専門分野：港湾工学、信頼性設計、技術基準

南雲 岳彦 客員教授
専門分野：経営戦略、経営管理、管理会計、データマネジメント

小野 憲司 客員教授
専門分野：災害時物流、事業継続マネジメント、港湾物流
システム

塚原 浩一 客員教授
専門分野：土木工学

佐山 展生 客員教授
専門分野：M&A、バイアウト、経営、倒産

髙田 昌行 客員教授
専門分野：港湾政策、産業競争力論

山田 邦博 客員教授
専門分野：土木工学

山田 昌史 客員教授
専門分野：株式価値評価、M&Aと MBO 実務、ストック
オプション

青木 一也 客員准教授
専門分野：社会資本マネジメント

堤 洋介 客員准教授
専門分野：まちづくり、都市計画

曳野 孝 特命教授
専門分野：国際経営、経営戦略、企業統治、経営史

深見 真希 客員准教授
専門分野：災害危機管理、組織論、人的資源開発

森 健夫 特命教授
専門分野：産官学連携

星 文雄 特命教授
専門分野：プロジェクト・ファイナンス、International Mega 
Projects

井之上 喬 特命教授
専門分野：パブリック・リレーションズ

Robin Holt 特命教授
専門分野：Strategy and Organization,  Ethics and Aesthetics, 
Entrepreneurial Activity, Craft-Based Production

河合 美宏 特命教授
専門分野：国際マネジメント、金融、公共政策、グローバル
リーダーシップ

松本 茂 特命教授
専門分野：企業買収（M&A）、グローバル経営

Raphael Cheminat 特命教授
専門分野：金融、経営戦略、国際マネジメント

南 正太郎 客員准教授
専門分野：資産運用、エンゲージメント投資、Quantitative 
Investing、人工知能ファイナンス

朝岡 大輔 客員准教授
専門分野：コーポレートファイナンス、M&A、コーポ
レートガバナンス

上田 亮子 客員准教授
専門分野：コーポレート・ガバナンス、資本市場、会社法

堀口 宗尚 特命教授
専門分野：インフラファイナンス、プロジェクトファイナ
ンス、国際金融取引と法

松浦 恭也 特命教授
専門分野：グローバル・ビジネスリーダー育成 / 経営戦略

鎌田 秀一 客員准教授
専門分野：都市計画、都市整備、都市環境・エネルギー

Daniel Hjorth 特命教授
専門分野：Entrepreneurship, Management Philosophy,  
Organization Theory, Creativity and Innovation, Aesthetics 
and Organization 

岩尾 聡士 特命教授
専門分野：病院経営、医療マネジメント、在宅医療、疫学、
老年学

久能 祐子 特命教授
専門分野：創薬、起業論、社会起業エコシステムの構築、
グローバル人材開発

池坊 専好 特命教授
専門分野：華道

五道 仁実 特命教授
専門分野：土木工学

竹中 毅 客員准教授
専門分野：サービス工学、認知心理学、データマイニング



【専門職学位課程】
設置時期：2006年4月
学位名称：経営学修士（専門職）
MBA：Master  of  Business  Administrat ion
学生定員：入学定員100名、収容定員200名（2020年度）
所在地：京都大学吉田キャンパス（京都市左京区吉田本町）

京都大学大学院経営管理教育部経営管理専攻
Department of Business Administration,
Graduate School of Management, Kyoto University

【博士後期課程】
設置時期：2016年4月
学位名称：博士（経営科学）
Doctor  of  Phi losophy  in  Management  Sc ience
学生定員：入学定員7名、収容定員21名
所在地：京都大学吉田キャンパス（京都市左京区吉田本町）

京都大学大学院経営管理教育部経営科学専攻
Department of Management Science,
Graduate School of Management, Kyoto University

http://www.gsm.kyoto-u.ac.jp
京都大学経営管理大学院 ABEST21 認証取得

〒606-8501 京都市左京区吉田本町
TEL: 075-753-3410　FAX: 075-753-3529
E-mail：keieikyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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永井 秀哉 特命教授
専門分野：コーポレートファイナンス、管理会計、経営
管理、金融論

柴崎 健 特命教授
専門分野：証券・資本市場、ファイナンス、金融制度

山本 光世 特命教授
専門分野：企業経営全般、リーダーシップ、全社戦略・
事業戦略、事業承継・事業変革

D. Teddy Zhang 特命教授
専門分野：Global hospital i ty investment,  Private 
Equity,  Entrepreneurship,  Business leadership

西脇 敬久 寄附講座教員
専門分野：経営戦略、管理会計

中谷 昌一 特命教授
専門分野：社会資本マネジメント、橋梁工学 

渡辺 肇 特命講師
専門分野：国際インフラストラクチャー開発（防災・水資源管
理分野）

碓井 誠 特命教授
専門分野：サービス・イノベーション、流通・小売り革新、IT 
活用論

西田 純二 特命教授
専門分野：情報通信システム・IoT、事業創出、まちづくりと
地域活性化、スマートシティ

大本 俊彦 特命教授
専門分野：契約管理、紛争解決

田村 敬一 特命教授
専門分野：社会資本マネジメント、地震工学

中島 幸男 特命教授
専門分野：経営企画、企業財務、インベスター・リレーションズ

中山 寿美枝 特命教授
専門分野：エネルギー・電力需給分析、気候変動政策、
低炭素技術

尾上 玲円奈 特命准教授
専門分野：パブリック・リレーションズ、マスメディア論、
ジャーナリズム論、危機管理、ロビイング

通山 絵美 産学共同講座教員
専門分野：言語学、異文化交流

野口 真人 特命教授
専門分野：企業価値評価、株式評価、ファイナンス

AAhad M.Osman-Gani 特命教授
専門分野：Human Resource Development (HRD),
International Management

式部 透 特命教授
専門分野：国際経済政策論、国際金融監督、国際開発論

田沼 千秋 特命教授
専門分野：ホスピタリティマネジメント

山地 秀俊 特命教授
専門分野：実験会計学

吉永 茂 特命教授
専門分野：中小企業会計

上野 敏寛 特命講師
専門分野：地域経済学、地域産業システム、中小企業
経営、地域政策


