社会人の方

育休や子育て中で現在休職中の方

経営・起業に興味関心がある

大学生・大学院生

ビジ

ネ ス ス ク ー ル を 体 験！

2021 HBMS
OPEN CAMPUS

11.23

2021.

祝 火

HBMS（Hiroshima Business and Management School：県立広島大学大学院経営管理研究
科）
は、２０１６年４月、広島に開設しました。日本の地域あるいは世界で求められる次世代型
リーダーの育成、輩出を目的とした働きながら学ぶ社会人のためのビジネススクールです。

定員

参加費無料

13:00

（１２:３０より受付）

当日は、大学説明会、入試説明会、模擬授業（３科目から１つを選択）
、教員相談会、
HBMS COMMUNITY（HBMS同窓会組織）共催のイベントを予定しています。
参加者には、お土産のプレゼントもあります！お気軽にご参加ください。

模擬授業

01

スモールスタート
から始める DX
講

師

土本 康生

県立広島大学大学院経営管理研究科 准教授
右記いずれか一つを受講いただけます︒申込フォームでお選びください︒
※

02

未知を生きる思考

講

師

礒貝 日月

県立広島大学大学院経営管理研究科

講師

50名

16:00

県立広島大学 広島キャンパス
広島市南区宇品東一丁目 1-71

社内でD Xへの取り組み、挑戦を求められている人も多いです。
何から始めれば良いのか途方に暮れてしまっている人もいるで
しょう。予算も人も限られている中、そのような人に向けてど
のような挑戦をすればいいのか、何から始めればいいのか、
その辺りのヒントをつかんでもらえるような講義にする予定
です。技術的な内容には踏み込みすぎないようにしつつ、う
ちの会社でも挑戦できるかも？と思ってもらえることを目指し
ます。

いまはあたりまえと思われる制度や方法も、いろいろな経緯を
経て変化し、現在の姿になっています。なにかひとつでも違っ
ていたらそうはなっていなかったかもしれません。逆に言え
ば、いまのあり方が５０年後にはまったく違うものへと変わって
いるということです。だから、「こうあるべきだ」は、「そうで
なくてもよい」という可能性に常に開かれています。この「こう
あるべきだ」という必然性と「そうでなくてもよい」という可能
性との間を往復しながら、あなたがいま直面している問題の理
由を考え、さらにまた別のあり方の可能性に目を向けることが
大切です。可能性は無限に開かれています。
※こちらは９月１８日（土）の大学説明会と同じ内容になります。

03

イノベーション思考
実践トライアル
講

師

百武 ひろ子

県立広島大学大学院経営管理研究科

地域社会で、またビジネスの場で、過去や前例に捉われること
なく、新たな価値を生み出すイノベーションが求められていま
す。新たな価値をゼロベースから生み出すためには、思考方
法自体の変革が必要です。この講座では、知性だけでなく感性
をフルに働かせる独自のイノベーションの思考方法をワーク
ショップ形式で実際に体験しながら学びます。

教授

広島県公立大学法人 県立広島大学本部事務部 HBMS マネジメント課
広島県公立大学法人 県立広島大学本部事務部 HBMS マネジメント課

〒７３４-８５５８ 広島市南区宇品東１丁目１-７１
〒７３４-８５５８ 広島市南区宇品東１丁目１-７１ TEL ０８２-２５１-９７２６ / FAX ０８２-２５１-９４０５
お問い合わせお問い合わせ
TEL ０８２-２５１-９７２６ / FAX ０８２-２５１-９４０５
E-mail mba-ofﬁce@pu-hiroshima.ac.jp
E-mail mba-ofﬁce@pu-hiroshima.ac.jp

プログラム

13:00 — 13:30 大学説明会（３０分）
江戸 克栄

県立広島大学大学院経営管理研究科 専攻長 / 教授

●HBMS の概要についてお話します。

講師プロフィール

2021 OPEN CAMPUS

13:30 — 13:50 入試説明会（２０分）

土本 康生

県立広島大学大学院経営管理研究科 准教授

博士（政策・メディア）。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、同大
学政策・メディア研究科の修士課程、博士課程を経て博士号取得。慶
應義塾大学、アジア工科大学院（タイ王国）
、東京大学、横浜商科大学
を経て現職。叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部も兼務。専門
は情報通信技術、特にインターネット技術で、日本のインターネット
立ち上げ期に運用技術に関する研究開発に携わる。現在は、インター
ネット ビジネスに関する活動を行いつつ、HBMSでインターネットを
利用した IoT技術の授業を担当し、ビジネスの現場で IoTをどのように
使うのか、どのように研究開発を進めるべきかについての議論をお
こなっている。

HBMSマネジメント課スタッフ

●HBMS の入試について説明します。

14:00 — 14:50 模擬授業（５０分）

礒貝 日月

県立広島大学大学院経営管理研究科 講師

１９８０年、東京生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業、慶應義塾
大学大学院政策・メディア研究科前期博士課程修了後、学術出版社

14:00 — 16:00 教員相談会

代表取締役を経て２０２１年４月より現職。これまでの２０年間、出版

安達
木谷
七田
早田
吉川
高橋

フィールドワーク経験をもとに、大学で講義、フィールドワークの設

巧 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
宏 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
良彦 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
吉伸 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
成美 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
陽二 県立広島大学大学院経営管理研究科 准教授

●HBMS 教員に直接相談ができる機会になります。HBMSでの
学びについてご質問ください。

実務全般に携わりながら、会社経営をする。また、カナダ北極圏の
計・引率などの教育活動に携わってきた。経営（おもに中小企業経
営およびマネジメント） 人類学（フィールドワーク）の実践的融合を
目指す。早稲田大学教育学部兼坦講師やアサヒグループホールディ
ングス株式会社／アサヒビール株式会社と協働プロジェクトである
「アサヒ・エコ・ブックス」
（２００１-２０２１年）のプロデューサーなど
を務める。担当作品は角幡唯介著『狩りの思考法』
（２０２１年）など
多数。

15:00 — 16:00 HBMS COMMUNITY
露木 真也子 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
HBMS 修了生・在学生
●学生・修了生と直接お話できる機会になります。

百武 ひろ子

県立広島大学大学院経営管理研究科 教授

博士（工学）、一級建築士。早稲田大学理工学部建築学科卒業後、同
大学院修士課程修了。㈱ 野村総合研究所に勤務。退社後渡米。ハー

申込方法

バード大学デザイン大学院（GSD）都市デザイン修士取得後帰国。東京

下記のQRコードより、２０２１HBMS オープン
キャンパスのページへアクセスの上、「申し込
みフォーム」よりお申し込みください。

申込締切

２０２１年１１月２２日（月）
１３：００

今後のイベント

HBMSオンライン
大学説明会

大学説明、模擬授業、学生・修了生 Q & A 、個別相談を実施します。

令和４
（２０２２）年度募集日程

工業大学大学院博士後期過程修了。２０１６年開設時からHBMS で教鞭
をとる。
専門分野は、合意形成、地域デザイン、感性価値創造。全国各地で
市民参加型合意形成プロジェクトの企画・運営に携わるなかで得ら
れた知見をもとに、創造的な合意形成を実現するための方法論や合意
形成プロジェクトを自ら企画・運営できる合意形成人材の育成に関す
る研究を行っています。

2021.12.15
19:00 — 21:30

水

選抜課題 公表

２０２１年１１月２４日（水）頃

企業・自治体派遣 事前申請（※1）

２０２１年１１月２４日（水）〜１２月１７日（金）

出願資格審査（※2）

２０２１年１２月 ６日（月）〜１２月１７日（金）

出願期間

２０２２年 １月 ７日（金）〜 １月２０日（木）

一次選考結果通知令和

２０２２年 １月２８日（金）頃

二次選考試験日

２０２２年 ２月 ５日（土）・６日（日）

※１

企業・自治体派遣にて社員・職員の受験を希望される派遣企業・自治体のご担当者様は事前の申請が必要となります。２０２１年１１月２４日（水）に公開
するフォームから事前申請が必要となります。詳細は募集要項をご覧ください。
※２ 出願資格によっては、出願前に別途出願資格審査が必要です。詳細は募集要項をご覧ください。

