2017 年 7 月 18 日
グロービス経営大学院
ニュースリリース

グロービス経営大学院、卒業生向け「アルムナイ・スクール」を 10 月に開始へ
ポスト MBA の修養プログラム、第 1 弾は特任教授出口治明氏の「歴史から学ぶリーダーシップ」
グロービス経営大学院（東京都千代田区、学長：堀義人）は、2017 年 10 月、ポスト MBA の修養プログラム「アルム
ナイ・スクール」を開始します。対象は、グロービス経営大学院の MBA プログラム、および前身のグロービス・オリ
ジナル MBA プログラム GDBA（※）の卒業生です。ビジネスリーダーとしての人間性や価値観を陶冶し、視座を高
めます。プログラムの第 1 弾として、東京校にて、特別講座「歴史から学ぶリーダーシップ」を開講します。開講に
あたり、ライフネット生命保険の創業者 出口治明氏が特任教授に就任します。
グロービス経営大学院は、卒業生に向けたサービスとして、各界のトップリーダーの知見・志・情熱に触れる「あす
か会議」、5 年毎に経営の最新知を学ぶ「リユニオン」、卒業生同士がメンターとなり互いの成長に寄与し合う「互
縁ネット」などを提供しています。アルムナイ・スクールでは、経営知に留まらない素養や、志を磨く多岐に渡るテ
ーマで特別講座を開講します。MBA プログラム修了後も、ビジネスリーダーとしての能力・ネットワーク・志を磨き
続ける機会を提供することで、卒業生による、社会の創造と変革への挑戦を後押しします。
「歴史から学ぶリーダーシップ」では、歴史上の著名な人物 10 人の生涯をケースに、歴史の局面における意思決
定の実例を学び、生きたリーダーシップの体得を目指します。グロービス経営大学院の MBA プログラムの科目と
同様、期間は 3 カ月間。全 6 回のクラスを開講し、1 回の授業は 3 時間です。授業はディスカッションを中心に進
行し、講師のみならず、受講生同士の議論から、気付きや学びを深めます。
なお、本講座は、2018 年 1 月期（2018 年 1 月～3 月）に大阪校、2018 年 4 月期（2018 年 4 月～6 月）には名古
屋校でも開講を予定しています。
グロービス経営大学院 研究科長の田久保善彦は、「前身の GDBA を合わせた累計卒業生は 3,000 名を超え、10
年後には 10,000 名に到達するでしょう。グロービス経営大学院の卒業生は MBA 修了を目的とせず、自らの志の
実現に向かい様々な分野で活躍を続けています。我々は、そんな卒業生の挑戦に一生涯寄り添い続けられる学
校で在りたいと思っています。このアルムナイ・スクールを加え、卒業生向けサービスをより一層充実させることで、
卒業生の志、ひいては社会の創造と変革の実現を後押ししていきます。」と話しています。

グロービス経営大学院 アルムナイ・スクール
特別講座「歴史から学ぶリーダーシップ」概要
開講時期

2017 年 10 月期（2017 年 10 月～12 月）
2018 年 1 月期（2018 年 1 月～3 月）
2018 年 4 月期（2018 年 4 月～6 月）

場所

グロービス経営大学院 東京校（東京都千代田区二番町 5-1）／2017 年 10 月期
グロービス経営大学院 大阪校（大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1）／2018 年 1 月期
グロービス経営大学院 名古屋校（愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-3）／2018 年 4 月期

対象
定員
受講料
受講期間
講師
お問合わせ

グロービス経営大学院 MBA プログラム卒業生／GDBA 卒業生
35 名
受講料 126,000 円
3 カ月（1 回 180 分×全 6 回、隔週開催）
出口治明氏 ライフネット生命保険 創業者
03-5275-3973

（※） グロービス・オリジナル MBA プログラム GDBA（Graduate Diploma in Business Administration）は、2003 年にスタートした非学
位のプログラムです。その実績をもとに、2005 年、文部科学省より大学院大学の設置認可を受け、2006 年 4 月より経営大学院として
MBA 生を受け入れることになりました。GDBA とグロービス経営大学院の MBA プログラムとは、入学審査、カリキュラム内容、講師陣
の質、取得単位数などアカデミックな側面で、ほぼ同水準にあるものとグロービスでは認識しています。
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◆講師紹介

出口治明 （でぐち はるあき）
ライフネット生命保険株式会社 創業者
1948 年三重県生まれ。京都大学を卒業後、1972 年に日本生命保険相互会社に入社。企
画部や財務企画部にて経営企画を担当するとともに、生命保険協会の初代財務企画専門
委員長として、金融制度改革・保険業法の改正に従事。ロンドン現地法人社長、国際業務
部長などを経て、同社を退職。2006 年に生命保険準備会社を設立し、代表取締役社長に
就任。2008 年の生命保険業免許取得に伴い、ライフネット生命保険株式会社を開業。
2013 年に代表取締役会長就任。2017 年 6 月から創業者として、ライフネット生命の広報活
動・若手育成に従事。

◆グロービス経営大学院 （https://mba.globis.ac.jp）
グロービス経営大学院は、2003 年開始のグロービス・オリジナル MBA プログラム GDBA を前身として、2006 年に
開学（当初は株式会社立、2008 年に学校法人に変更）。開学以来、「能力開発」「人的ネットワークの構築」「志の
醸成」を教育理念に掲げ、ビジネスの創造や社会の変革に挑戦する高い志を持ったリーダー輩出のために尽力
しています。東京・大阪・名古屋・仙台・福岡の 5 キャンパスに加え、2014 年からオンラインでプログラムを提供。
2009 年にパートタイム英語 MBA プログラム、2012 年に全日制英語 MBA プログラムを開始し、日本国内のみなら
ず世界各国から留学生を招き入れています。2017 年 10 月には英語オンライン MBA プログラム（本科）を開講しま
す。2006 年開学当初 78 名だった大学院本科入学者数は、2017 年 4 月には日本語プログラム（通学・オンライン）
で 782 名に達し、日本最大のビジネススクールに成長しています。グロービス経営大学院は、今後も創造と変革を
担うビジネスリーダーの育成を支援し、アジア No. 1 のビジネススクールを目指していきます。
◆グロービス （http://www.globis.co.jp）
グロービスは 1992 年の設立来、「経営に関する「ヒト」「カネ」「チエ」の生態系を創り、社会の創造と変革を行う」こ
とをビジョンに掲げ、各種事業展開を進めてきました。「ヒト」の面では、学校法人としての「グロービス経営大学院」
ならびに、株式会社立のスクール「グロービス・エグゼクティブ・スクール」「グロービス・マネジメント・スクール」、企
業内集合研修事業 を行うグロービス・コーポレート・エデュケーションと e ラーニングやオンラインクラスなどを提
供するグロービス・デジタル・プラットフォーム、「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャ
ー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」、「チエ」の面では、出版事業ならびに情報発信サイト/アプ
リ「GLOBIS 知見録」により、これを推進しています。さらに社会に対する創造と変革を促進するため、一般社団法
人 G1 によるカンファレンス運営、一般財団法人 KIBOW による震災復興支援も展開しています。
グロービス：
・学校法人 グロービス経営大学院
・日本語（東京、大阪、名古屋、仙台、福岡、オンライン）
・英語（東京、オンライン）
・株式会社 グロービス
・グロービス・エグゼクティブ・スクール
・グロービス・マネジメント・スクール
・企業内集合研修
・出版／電子出版
・「GLOBIS 知見録」
・株式会社 グロービス・キャピタル・パートナーズ
・顧彼思（上海）企業管理諮詢有限公司
・GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.
・GLOBIS Thailand Co. Ltd.
その他の活動：
・一般社団法人 G1
・一般財団法人 KIBOW
■本件に関するお問い合わせ先
グロービス 広報室 担当：田中
E-mail：pr@globis.co.jp TEL：03-5275-3870 FAX：03-5275-3890
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