
 

 

 

 

 

 

首都大学東京大学院ビジネススクールでは、平成15年の開設以来、国内外の民間部門や公共

部門でリーダーとして活躍する人材を養成してきた高度専門職業人養成プログラム（ＭＢＡ）に

加え、東京都が推進する東京国際金融センター構想の実現に向けた取組の一環として、平成28

年４月、新たに高度金融専門人材養成プログラム（ＭＦ）を開講します。 

いずれも、日本の経済活動の中心地であり、通学にも至便な東京駅・大手町駅近くに新設する

丸の内サテライトキャンパス（丸の内永楽ビルディング内。別紙３参照）にて授業を行います。 

この度、両プログラムの入試説明会を下記のとおり開催しますのでお知らせします。 
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首都大学東京大学院ビジネススクール（丸の内）の 
   入試説明会を実施します！ 

～高度金融専門人材養成（MF）・高度専門職業人養成（MBA）～ 

平成 27年 11月 12日 

公立大学法人首都大学東京  

総 務 局  

１．入試説明会の概要 

■開催日：平成27年12月9日（水） 

■時 間： ○高度金融専門人材養成プログラム（ＭＦ）（内容は、別紙１参照） 

・学部学生向け              16：00～17：00 

・社会人向け               17：30～18：30 

○高度専門職業人養成プログラム（ＭＢＡ）（内容は、別紙２参照） 

  19：00～20：45 

■会 場：三菱ビル（千代田区丸の内2-5-2）１階 コンファレンススクエア Ｍ＋サクセス 

《交通案内》http://www.marunouchi-hc.jp/emplus/pdf/access/map.pdf 

２．プログラムの特徴 

【高度金融専門人材養成プログラム（ＭＦ）】（1学年10名程度） 

国際的水準の金融工学を基礎として、グローバルな金融市場で活躍できるファンド・マネジャー、クォ

ンツ・アナリスト、金融リスク管理者などの高度金融専門人材を養成します。１年次は平日昼間にフルタ

イムで集中的に授業を実施。２年次は演習科目や修士論文指導などを中心に行い、修業年限２年で修士（フ

ァイナンス）の学位が取得できます（英文表記：Master of Finance）。金融機関や官公庁等に勤務する

実務家だけでなく、将来金融分野での活躍を志す学生も対象としています。 

【高度専門職業人養成プログラム（ＭＢＡ）】（1学年30名程度） 

科学的な思考能力を基礎とした戦略的な構想のもとで、新たな組織や制度を構築し、また既存の組織や

制度を変革しうるビジネスリーダーなどの高度専門職業人を養成します。授業は平日夜間と土曜日で、修

業年限２年で修士（経営学）の学位が取得できます（英文表記：Master of Business Administration）。 

《MBAパンフレット》http://www.biz.tmu.ac.jp/bs/mba/pdf/H28-pamphlet-mba.pdf 

３．入試情報 

➢募集人員：高度金融専門人材養成プログラム（ＭＦ）10名程度＜前期・後期入試合計＞ 

高度専門職業人養成プログラム（ＭＢＡ）30名程度＜前期・後期・特別選抜合計＞ 

➢入試日程：＜後期・特別選抜＞平成28年2月13日（土） （前期入試は10月に終了しました。） 

※その他、詳細はホームページをご覧ください。 

■プログラムについて：http://www.biz.tmu.ac.jp/bs/ 

■入試情報について：http://www.biz.tmu.ac.jp/examinee/businessschool/ 

【問合せ先】 首都大学東京管理部文系学務課  電話：０４２－６７７－２０５１ 

 



首都大学東京大学院 

社会科学研究科 経営学専攻 博士前期課程 
高度金融専門人材養成プログラム 

（Master of Finance Program） 

入試説明会 

12/9（水）

2015年 

16:00－ 学部学生向け説明会 

17:30－ 社会人向け説明会 

場所 三菱ビル1F  コンファレンススクエアM+
サクセス 

東京都千代田区丸の内2-5-2（丸ビルの隣） 

金融ビジネスの中心である丸の内・大手町地区に開設 

東京都の「東京国際金融センター」構想の一環として、首都大学東京大学院のビジネ

ススクール（社会科学研究科経営学専攻）に、「高度金融専門人材養成プログラム」

を平成28年4月に開設します。 

国際的水準の金融工学を基礎にしたグローバルに活躍する専門人材の養成 

1学年10名程度の少数精鋭。金融機関での勤務経験がある実務家や、将来、金融の現

場で活躍することを目指す学部卒業者などを対象に、国際的に高い研究水準を誇る専

任の教授陣に加えて、海外からも研究者を招聘し、密度の濃い教育を展開します。 

「投資運用理論」「オプション理論」「金融リスク理論」を核に、世界的な金融セン

ターで活躍できる、ファンド・マネジャー、クオンツ・アナリスト、リスク管理者、

トレーダー、金融商品開発者、政策当局者などの金融専門人材の養成を目指します。 

学位 修士（ファイナンス）: Master of Finance 

2016年4月開設 

JR「東京駅」 徒歩2分 

地下鉄「東京駅」  徒歩3分 

地下鉄「二重橋前駅」徒歩2分 

地下鉄「大手町駅」 徒歩4分 

地下鉄「二重橋前駅」徒歩6分 

（別紙１）



教員一覧（五十音順, アルファベット順） 

 専任教員  内山朋規、木島正明、竹原浩太（着任予定）、室町幸雄、八木恭子 

 特任教員  近日公表予定 

 兼担教員（本学社会科学研究科） 荒戸寛樹、芝田隆志、松岡多利思、室田一雄 

 非常勤教員 近日公表予定 

 海外招聘教員 近日公表予定 

 

カリキュラムと教育環境 

 平日昼間にクォーター制（4学期／年）による体系的学習を促進します。 

 M1年次には、昼間フルタイムで集中的かつ体系的なスクーリング学習を行います。 

 M2年次には、考究・修士論文指導などを中心に少人数指導を行います。 

 高度専門職業人養成プログラム（MBA）の授業（平日夜間・土曜日開講）も履修す
ることができます。 

 充実した施設で、効果的な学習を支援します。 

金融の拠点である丸の内地区にサテライトキャンパスを開設し、自習スペース、セミナー等も開催可能
な教室、PCルームなどを完備し、多くの学術雑誌を閲覧でき、さまざまな金融データも活用できます。 

 

入試関連情報 

 募集定員：10名程度。高度な金融業務に関わる実務家、学部卒業生等 

 選抜は年2回実施（10月と2月）、次回は2016年2月13日（土） 

 提出書類（研究計画書、TOEICまたはTOEFLのスコア*）と学力試験（筆答試問、口
頭試問）の総合評価 

* 過去2年以内のTOEICまたはTOEFLのスコア原本の提出が必要。TOEICは公開テストのみ、TOEFLはiBTのみ。 

 

首都大学東京 
丸の内サテライトキャンパス 
（2016年4月開設） 
 
東京都千代田区丸の内1-4-1 
丸の内永楽ビルディング18階 

入試関係のお問い合わせ先 

首都大学東京管理部  
文系学務課  

経営学系教務係 
〒192-0397  

東京都八王子市南大沢１－１ 
TEL : 042-677-1111  
（内線1715, 1717） 

 
 

 

 

 

入試関連情報等に 
関する情報は、 
ホームページにて 

随時更新して参ります。 
http://www.biz.tmu.ac.jp 



首都大学東京 大学院 社会科学研究科 経営学専攻 

高度金融専門人材養成プログラム 

（Master of Finance プログラム） 

入試説明会（学部学生向け） 

 
日時：平成２７年１２月９日（水曜日） １６時 開始 
場所：三菱ビル １Ｆ コンファレンススクエア Ｍ＋サクセス 

 

次   第 

 

【進 行】 室町 幸雄 教授 

 

１ 主催者あいさつ            桑田 耕太郎 教授（経営学専攻長） 

 

２ 開設にあたって            内山 朋規 教授 

（MF プログラムディレクター） 

 

３ カリキュラム説明           室町 幸雄 教授 

 

４ 研究センターについて         室町 幸雄 教授 

 

５ 入試説明               内山 朋規 教授 

 

６ 丸の内サテライト・キャンパスの説明  室町 幸雄 教授 

 

７ 質疑応答 

 
《配布資料》 

・ 高度金融専門人材養成プログラム（MFプログラム） パンフレット 

・ 平成 28年度 高度金融専門人材養成プログラム学生募集要項 

・ 説明資料 

 

  



首都大学東京 大学院 社会科学研究科 経営学専攻 

高度金融専門人材養成プログラム 

（Master of Finance プログラム） 

入試説明会（社会人向け） 

 
日時：平成２７年１２月９日（水曜日） １７時３０分 開始 
場所：三菱ビル １Ｆ コンファレンススクエア Ｍ＋サクセス 

 

次   第 

 

【進 行】 室町 幸雄 教授 

 

１ 主催者あいさつ            桑田 耕太郎 教授（経営学専攻長） 

 

２ 開設にあたって            内山 朋規 教授 

（MF プログラムディレクター） 

 

３ カリキュラム説明           室町 幸雄 教授 

 

４ 研究センターについて         室町 幸雄 教授 

 

５ 入試説明               内山 朋規 教授 

 

６ 丸の内サテライト・キャンパスの説明  室町 幸雄 教授 

 

７ 質疑応答 

 
《配布資料》 

・ 高度金融専門人材養成プログラム（MFプログラム） パンフレット 

・ 平成 28年度 高度金融専門人材養成プログラム学生募集要項 

・ 説明資料 

 



（別紙２） 

首都大学東京 大学院 ビジネススクール 

（社会科学研究科 経営学専攻） 

高度専門職業人養成プログラム（MBAプログラム） 

説明会 

 
日時：平成２７年１２月 ９日（水曜日） １９時 開始 

場所：三菱ビル 1F コンファレンススクエアM+サクセス  

 

次   第 

 

【進 行】  松尾 隆 准教授 

 

１ 主催者あいさつ              桑田 耕太郎 教授（専攻長） 

 

２ 模 擬 講 義 

「マーケティングと市場創造」          水越 康介 准教授 

 

３ 教育・入試・学習環境に関する説明 

（１） 教育研究プロジェクト紹介及びカリキュラム説明     長瀬 勝彦 教授 

                                  （プログラムディレクター） 

（２） 入試説明                        松尾 隆 准教授 

（３） 学習環境説明（在校生）        ＜２名予定＞ 

（４） 丸の内サテライト・キャンパスの説明    桑田 耕太郎 教授 

 

４ 質 疑 応 答 

 

《配布資料》 

・ 首都大学東京ビジネススクール 説明会資料 

・ 高度専門職業人養成プログラム（MBAプログラム） パンフレット 

・ 平成２８年度 高度専門職業人養成プログラム学生募集要項 



（別紙３） 

 

丸の内サテライトキャンパスについて 

 

 首都大学東京大学院ビジネススクールは、平成 28年４月より、高度金融専門人材養成プ

ログラム（Master of Finance）を丸の内サテライトキャンパスに開設します。これに合わ

せて、新宿サテライトキャンパスで開講されてきたMBAプログラムも、丸の内サテライト

キャンパスに移転いたします。 

 本学ビジネススクール丸の内サテライトキャンパスでは、ファイナンス、経営戦略、マ

ーケティング、経営組織・HRM（ヒューマン・リソース・マネジメント）・意思決定、会

計学、マネジメント・サイエンスなどの分野で、国際的水準の教授陣による徹底した少人

数教育を支援する最新の設備を備えており、国際的に優れたビジネスパーソンを対象に、

充実した教育プログラムを提供していきます。 

 丸の内サテライトキャンパスの概要等は、以下のとおりです。 

  

１ 丸の内サテライトキャンパスの概要 

■住所：東京都千代田区丸の内１−４−１ 

    丸の内永楽ビルディング１８階 

■施設：○面積    約 1400㎡ 

○教室・会議室     ９室 

○学生ラウンジ    約 60席 

○学生談話室 

○教員研究室 など 

 

２ 新サテライトキャンパスの特徴 

【通学に便利な丸の内に立地】 

ＪＲ東京駅及び地下鉄大手町駅に直結しています。 

社会人・学生が通学しやすい場所にあります。 

東京都東部、千葉県、神奈川県からも通いやすくなりました。 

【充実した教育環境】 

○ 大教室２部屋やＰＣ教室を確保し、多様な教育スタイルに対応します。 

○ 約 60 席ある学生ラウンジでは、図書・電子ジャーナルの閲覧やＰＣを使用した自

習が可能です。 

○ ブルームバーグ、日経テレコン、JSTOR、EBSCOなど各種データベースにアクセ

スできます。 

○ 公立大学ならではの学費で、徹底した少人数教育を実現していきます。 

【ディスカッションを促進する空間】 

  各施設はコミュニケーションを促すように動線を考慮して配置してあります。 

また、グループワークや教員によるマンツーマンの指導が可能な談話室、研究室が置

かれています。 
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