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企業評価にESG（Environment, Social, Governance )が重視される時代。
経営や金融をリードする新時代の人材として、理論と実践を学ぶ。

国際基督教大学大学院

AY2019
Starts in

企業評価にESG（E i S i l G )が重視される時代

責任あるグローバル経営者・
金融プロフェッショナル養成プログラム

ICUに在学中の学生のうち、
①5年プログラム候補生
②大学院生（5年プログラム生、
博士前期課程、および博士後期
課程）

※いずれも本科生とする

①Undergraduate students in the 
5-year program at ICU 

②Graduate students including the 
5-year program (M.A. or Ph.D. Program) 
at ICU
*Non-degree students are not eligible.

１．責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラムにおいて指定する科目中、5科目
10単位の履修

２．上記1．の5科目10単位の指定科目GPA：3.20以上
３．取得大学院科目全体のGPA：3.20以上
４．修士論文の評価：A
５．外部オンラインコース「Bloomberg Market Concepts」のCertificate、またはそれに相当
すると大学院が認める認定証の取得

1.Completion of 5 courses (10 credits) designated in this program
2.GPA of 3.20 or above in the 5 courses (10 credits ) designated in this program 
3.GPA of 3.20 or above in the overall courses taken in the Graduate School
4.A Grade of A in Master’s thesis
5.Completion of an external online course ‘Bloomberg Market Concepts’ with a course certificate, or 
the equivalent approved by the Graduate School

本プログラムに参加希望の学生は、自ら主体的に履修計画を立て、在籍最終学期の科目登録期間に修了証の申請をします。
指定の要件を満たした学生には、修了証を授与します。（ただし、博士後期課程の場合は、必要な要件を満たしたタイミングで申請をします。）
The students who wish to participate in this program must plan their academic schedule carefully and apply for the program certificate during the Course 
Registration Period of their LAST term in the graduate school. ( Students in the Doctoral Course need to apply for the certificate when they meet all the requirements.)

以下の6科目の中から、5科目10単位を履修します。  You must take 5 courses (10 credits) from the courses listed below.

プログラム概要  Program Overview

修了までのステップ Steps for the Completion of this Program

対象者 Eligible Students

モデルカリキュラム／一例： 5年プログラム生（2020年3月に学部を卒業、2021年3月に修士号を取得）の場合
 Example: 5 - year Program students (graduating with BA in March, 2020 and MA in March, 2021)

指定のコース Required Courses

特長的な授業 Characteristic Courses

修了要件 Requirements of the Program

指定科目
Required 
Courses

QPFD413

現代企業理論
Modern Theory 

of Business

QPPE504

国際企業財務I
International 

Corporate Finance I

QPPE505

国際企業財務Ⅱ
International 

Corporate Finance Ⅱ

QPPE517

会社と社会
Corporations and 

Society

QPPE520

企業金融特別講義Ⅰ
Corporate Finance 

Special Course I

QPPE521

企業金融特別講義Ⅱ
Corporate Finance 

Special Course II
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QPPE517
会社と社会

本学特別招聘教授 
岩井克人（経済学）
による講義

QPPE520
企業金融特別講義 I

外部格付機関アナリストによる講義（経済的
リターンと社会貢献という、一見トレードオフ
の関係にある2つの目標を高い次元で実現して
いる投資信託会社等から講師を招き学ぶ）

QPPE521
企業金融特別講義 II

外部著名企業講師陣による講義（ESGの観点で
高評価を得ている企業から学ぶ。投資ファンド
側と引被投資企業の双方から講師を招き、双方
の具体的な取り組みなどを紹介）

QPPE521
企業金融特別講義Ⅱ
Corporate Finance Special Course II 

AY 2020 Winter

QPPE504
国際企業財務Ⅰ
International Corporate Finance I

AY 2020 AutumnAY 2020 Spring

QPPE517
会社と社会
Corporations and Society

AY 2019 Winter

QPPE520
企業金融特別講義Ⅰ
Corporate Finance Special Course I

AY 2019 Autumn

QPFD413
現代企業理論
Modern Theory of Business

AY 2019 Spring

第二次産業革命以降
の、大企業の発展やそ
の組織運営のあり方
について、経営首脳
部、経営理念、方針決
定、公共的性格、国
際的側面から学ぶ。

企業を客観的に見る
尺度として重要な企
業格付について、実際
に格付付与をされる
アナリストをゲスト
講師として招き、企
業の分析方法や格付
付与のプロセス等に
ついて学ぶ。

資本主義の歴史の中
で中心的な役割を果
たしてきた営利法人
としての会社、また、
これからの市民社会
の発展のなかで重要
な役割を果たしてい
くであろう様々な形
の非営利法人。この
コースでは、会社や非
営利法人の存在理由、
組織構造、社会の中で
の役割、望ましいガ
バナンスのあり方など
を学際的なアプロー
チを用いて考察する。

外部オンラインコース
「Bloomberg Market  Concepts」
の受講

ICU学内図書館の指
定PC端末から無料
で受講可能。（個人の
PCの場合は、別途費
用が発生します。）

コーポレートファイナ
ンスやリスクマネジメ
ントの基礎に基づいて、
グローバリゼーション
の進展にともなう資金
調達の多様化、地域戦
略の展開とキャッシュ・
マネジメント、M&A
とそのファイナンス
（LBO）などの観点か
ら、企業管理に関する
発展的な内容につい
て学ぶ。

国連の推奨により
ESG （Environment, 
Social, Governance ) 
は、年金基金をはじめ
とする機関投資家や被
投資企業にとって最重
要キーワードとなって
いる。講義では、投資
ファンド側からCEOや
ファンドマネージャー
を、被投資企業から
ESGの観点で高評価
を得ている企業を招
き、双方の具体的な取
り組みなどを紹介い
ただく。

※開講学期は変更となる可能性があります。Offered terms are subject to change.

学務部　大学院事務グループ

〒181-8585 東京都三鷹市大沢3-10 -2
TEL : 0422-33-3231  FAX: 0422-33-3688
E-mail:  gsg@icu.ac.jp

https://www.icu.ac.jp

ICUは国連グローバル・コンパクト、
国連アカデミック・インパクトに
参加しています。



　グローバル化が進む社会で求められる素質のひとつに、物事を多角的
に見る力が挙げられると思います。
　私はブルームバーグ・ニュースや前職であるロイター通信社の特派員と
して日本、ニュージーランド、シンガポール、中国において様々な経済分野
を取材してきました。
　それらの経験から強く感じたのは異なる文化や常識を持った人同士の
コミュニケーションの難しさです。例えば企業間のM&Aなどでもそれが
原因で最終目的を達成できないケースは少なくありません。
　欧米企業などで進んでいるdiversity & inclusionといった多様な価値
観を積極的に取り入れる努力が今求められていて、ICUは日本でそれを
学べる数少ない場所だと思います。

ESGとはEnvironmental、Social、Governanceの3つの頭文字をとった

もの。本プログラムでは企業の定量的な分析に加え、このESGスコアの

高い企業の取り組み事例や、著名ファンドにおける企業の選択事例を通じ

て理論の理解に努め、その応用に位置づけられる実務への体系的、立体

的な理解を目指します。

ポイントは、多様な価値観をいかに取り入れられるか。

これからの企業評価の指標のひとつ、ESGとは

本授業では、ESG先進企業として高く評価されている複数の企業から、グローバルな
サプライチェーンの隅々までESG活動を浸透させる地道な取り組みや、再生エネルギーに
完全に切り替えるための努力、ステイクホルダーとの密なコミュニケーションの重要性など、
興味深いさまざまなお話を伺いながら、これからの企業経営の在り方を学んでいきます。

授業紹介「企業金融特別講義Ⅱ」（2019年度より開講）

Messages  from Responsible Global Corporate Executives and Financial Professionals

　本プログラムは、経営者と金融のプロフェッショナルという２つの職能を
目指しているように見えますが、実は両者は同じ素養を必要としています。
金融の知識なしに経営は語れず、経営を理解しない金融は成立しない、
つまり極めて密接な関係にあります。そのため、まずコーポレートファイナ
ンス、ポートフォリオ、リスクヘッジに有効なデリバティブや特に金融収縮
時に資金調達手段の一つとなり得る証券化など、金融の基礎について
しっかり学びます。
　どんな仕事に就くにしても金融の知識は必ず役立ちます。その上で、
経営や金融の大きな潮流について学んでいきます。現在、短期的で極端
な利益追求をする株主資本主義が加速する一方で、企業の「社会的責
任」が改めて問われ、企業価値の重要な側面として重視されています。
日本でも国連が主導する責任投資原則（PR I）やESG投資、あるいは

SDGs※などの用語・概念が日常的に使われはじめました。日本における
実践はまだ始まったばかりですが、これから本格化するのは必至です。
　本プログラムでは、こうした新時代に向けた学びを集中的、体系的に
提供していきます。例えば、ESG投資における著名ファンド経営者による
良い会社の見分け方と支援の講座を開設します。同時に、国内有力格
付け機関のアナリストたちによる企業分析や投資方法、実際にESG活動
をしている数々のトップ企業による課題と展望などの授業も開講。ひとつ
の概念を多方面から学ぶことで、立体的に分析・考察を深めることができ、
これからの人材として期待される素養と能力を身につけることができます。

※持続可能な開発目標

ESG（環境、社会、ガバナンス）の
実践・評価が行えるプロフェッショナルへ。

東京工業大学博士課程修了（工学博士）。外資系投資銀行勤務等を経て2013年にICUへ着任。
人工知能FX取引の研究や、コーポレートファイナンス、キャピタルマーケット関連科目を中心
に、ESG投資やSDGsに沿ったガバナンス等、企業の「社会性」という観点からの学びを取り
入れる。2018年に本新規プログラム委員長に選出され、プログラム推進を担う。

Profile

　もしもこの分野のプログラムが他の大学院であるとしたら、それは「ファ
イナンスの理論と実務に関する学び」を中心に据えているものになるで
しょう。しかしICUでは、リベラルアーツの素養や思考を強みとして、既存
の枠組みを問い直し、グローバル社会における金融や経営が今後進む
べき姿を追究していくところに特徴があります。これがプログラムタイトル
の所以です。
　すなわち、金融の基礎を学びつつも、そもそも会社とは何か、金融とは
何かを根源的に見つめ直していきます。また、世界中で熾烈な競争を
繰り広げる株主資本主義を解き明かし、実は資本主義にも違った選択
肢が存在することを示したいと考えています。特に、利潤とは一見トレー
ドオフの関係にあるESGなど「社会的責任に充分に配慮した経営や金融」
について、理論・実践の両面で明らかにしていきます。これらは ICUの
理念や培ってきた価値観などとも多くの共通点を持つものです。
　受講生の皆さんには、単に利潤を追い求めるだけの従来型の企業経営
ではなく、企業を取り巻くさまざまなステイクホルダーに配慮し環境や
社会との共存共栄を実現するための、組織づくり・統治方法を探求する
企業経営者、また、それを適正に見極める金融人材を志してもらいたい
と考えています。もちろん、例えば一般の企業や官庁、アカデミアを目指す
人にとっても役立つ、価値あるプログラムとして展開していきます。

金融や企業の存在意義から問い直し、
株主資本主義の次の姿を見晴らす。

　リベラルアーツなのに金融？と思われる方は少なくないかもしれませんが、
その重要性は益々高まっていると思います。グローバルに活躍する人々は
英語の他にも共通のツールを持っており、それが金融リテラシーだからです。
　私は上海駐在を経験し、様々なバックグラウンドを持つ人 と々交流していま
したが、上海に住む人々の金融リテラシーの高さに驚いた経験が幾度となく
あります。そうした人々と堂 と々渡り合えたのは、金子先生の授業で行って
いた留学生とのディスカッションの経験があったためです。帰国後は銀行
間市場における国債や資金の貸借とその仲介業務を行っていますが、
マーケットの世界は動的であり、常に新しい経験の連続で、リベラルアーツ
で養われる頭の柔らかさが大変重要になります。皆さんも世界で通用する
ツールを身につけ、柔軟な思考力をもって世界に飛び出して行きましょう！

金融リテラシーは、世界共通ツールのひとつ。

宮澤 和樹さん

2016年3月教養学部卒業
東京短資株式会社　市場本部

ICU卒業生 ICU卒業生

高田 和典さん

1999年3月教養学部卒業
ブルームバーグ・ニュース
日本・韓国担当マネージングエディター兼東京支局長

金子 拓也  KANEKO, Takuya

国際基督教大学  准教授
責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム委員会  委員長

マサチューセッツ工科大学経済学研究科修了（経済学博士）。イェール大学助教授、プリンス
トン大学客員准教授、ペンシルヴァニア大学客員教授、東京大学教授等を歴任。経済理論、 
経済思想、法理論等を専門とし、授業では、経済と社会の関係を法学、人類学、社会学、歴史
などの複合的な視点から考える。日本学士院会員。紫綬褒章受章、文化功労者選出。

Profile

岩井 克人  IWAI, Katsuhito

国際基督教大学  特別招聘教授

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。東京工業大学社会
理工学研究科経営工学博士課程
修了（工学博士）。経営学、金融・
ファイナンスを研究指導分野とす
る。
本プログラム必須科目である「国
際企業財務 I」「国際企業財務Ⅱ」
を担当。

金子 拓也 准教授
KANEKO, Takuya 

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。マサチューセッツ
工科大学経済学研究科修了（経済
学博士）。
経済理論、経済思想、法理論等を
研究指導分野とする。
本プログラム必須科目である「会
社と社会」を担当。

岩井 克人 特別招聘教授
IWAI, Katsuhito

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。東京工業大学博士
課程修了（学術博士）。
マクロ経済学、金融経済学、ファイ
ナンス、経済物理学の視点を中心
とした、理論経済学、 金融・ファ
イナンス、社会システム工学・安全
システムを研究指導分野とする。
本プログラム必須科目である「企
業金融特別講義Ⅰ」「企業金融特別
講義 Ⅱ」を担当。（2019年度）

海蔵寺 大成 教授/大学院部長
KAIZOJI, Taisei

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。イエール大学統計
学部博士課程修了（統計学博士）。
マーケティング・サイエンス・実証
産業組織論、組織行動論など理論
と統計科学に基づいた研究指導
を行う。

金澤 雄一郎 教授
KANAZAWA, Yuichiro

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。ケンブリッジ大学
Managemen t  S t ud i e s修了
（Ph.D.）。 
イノベーション、企業家、組織、経
営、地域開発、社会問題の解決、
地域再生、協働の視点を中心とし
た、経営学を研究指導分野とする。
本プログラム必須科目である「現
代企業理論」を担当。

稲葉 祐之 上級准教授
INABA, Yushi 

本プログラムは、ICU学部生に向けた通称「５年プログラム」を履修する学
生と大学院生を主な対象としています。
※大学院修士前期課程への、他大学卒業生および社会人の入学を歓迎いたします。

E=環境
環境や生物多様性

環境面の法令遵守など

S =社会

顧客情報管理など

G =ガバナンス
コンプライアンス、
取締役会の独立性、
取引の透明性など

環境や生物多様性

環境面の法令遵守など 顧客情報管理など

コンプライアンス、
取締役会の独立性、
取引の透明性など

など

■想定される将来のキャリア

ESG（環境 社会 ガバナンス）の 金融や企業の存在意義から問い直し

金融も経営も、「利益＋社会的責任」の時代へ。
その理論と実践を学ぶ、独自の新プログラム。

Theme

ESGの観点から適切な企業投資を行う、
金融機関におけるプロフェッショナル

持続可能な開発目標（SDGs）や
Environmental, 

Social and Governance（ESG）の
視点から資金を適切に動かす、

企業におけるファイナンスプロフェッショナル

環境問題や多様性、
社会性などの観点から、
利潤のみを追うのではなく、

社会において責任ある企業経営を
実行できるプロフェッショナル

※2018年度は「経済学・経営学特論」として開講

主な教員



　グローバル化が進む社会で求められる素質のひとつに、物事を多角的
に見る力が挙げられると思います。
　私はブルームバーグ・ニュースや前職であるロイター通信社の特派員と
して日本、ニュージーランド、シンガポール、中国において様々な経済分野
を取材してきました。
　それらの経験から強く感じたのは異なる文化や常識を持った人同士の
コミュニケーションの難しさです。例えば企業間のM&Aなどでもそれが
原因で最終目的を達成できないケースは少なくありません。
　欧米企業などで進んでいるdiversity & inclusionといった多様な価値
観を積極的に取り入れる努力が今求められていて、ICUは日本でそれを
学べる数少ない場所だと思います。

ESGとはEnvironmental、Social、Governanceの3つの頭文字をとった

もの。本プログラムでは企業の定量的な分析に加え、このESGスコアの

高い企業の取り組み事例や、著名ファンドにおける企業の選択事例を通じ

て理論の理解に努め、その応用に位置づけられる実務への体系的、立体

的な理解を目指します。

ポイントは、多様な価値観をいかに取り入れられるか。

これからの企業評価の指標のひとつ、ESGとは

本授業では、ESG先進企業として高く評価されている複数の企業から、グローバルな
サプライチェーンの隅々までESG活動を浸透させる地道な取り組みや、再生エネルギーに
完全に切り替えるための努力、ステイクホルダーとの密なコミュニケーションの重要性など、
興味深いさまざまなお話を伺いながら、これからの企業経営の在り方を学んでいきます。

授業紹介「企業金融特別講義Ⅱ」（2019年度より開講）

Messages  from Responsible Global Corporate Executives and Financial Professionals

　本プログラムは、経営者と金融のプロフェッショナルという２つの職能を
目指しているように見えますが、実は両者は同じ素養を必要としています。
金融の知識なしに経営は語れず、経営を理解しない金融は成立しない、
つまり極めて密接な関係にあります。そのため、まずコーポレートファイナ
ンス、ポートフォリオ、リスクヘッジに有効なデリバティブや特に金融収縮
時に資金調達手段の一つとなり得る証券化など、金融の基礎について
しっかり学びます。
　どんな仕事に就くにしても金融の知識は必ず役立ちます。その上で、
経営や金融の大きな潮流について学んでいきます。現在、短期的で極端
な利益追求をする株主資本主義が加速する一方で、企業の「社会的責
任」が改めて問われ、企業価値の重要な側面として重視されています。
日本でも国連が主導する責任投資原則（PR I）やESG投資、あるいは

SDGs※などの用語・概念が日常的に使われはじめました。日本における
実践はまだ始まったばかりですが、これから本格化するのは必至です。
　本プログラムでは、こうした新時代に向けた学びを集中的、体系的に
提供していきます。例えば、ESG投資における著名ファンド経営者による
良い会社の見分け方と支援の講座を開設します。同時に、国内有力格
付け機関のアナリストたちによる企業分析や投資方法、実際にESG活動
をしている数々のトップ企業による課題と展望などの授業も開講。ひとつ
の概念を多方面から学ぶことで、立体的に分析・考察を深めることができ、
これからの人材として期待される素養と能力を身につけることができます。

※持続可能な開発目標

ESG（環境、社会、ガバナンス）の
実践・評価が行えるプロフェッショナルへ。

東京工業大学博士課程修了（工学博士）。外資系投資銀行勤務等を経て2013年にICUへ着任。
人工知能FX取引の研究や、コーポレートファイナンス、キャピタルマーケット関連科目を中心
に、ESG投資やSDGsに沿ったガバナンス等、企業の「社会性」という観点からの学びを取り
入れる。2018年に本新規プログラム委員長に選出され、プログラム推進を担う。

Profile

　もしもこの分野のプログラムが他の大学院であるとしたら、それは「ファ
イナンスの理論と実務に関する学び」を中心に据えているものになるで
しょう。しかしICUでは、リベラルアーツの素養や思考を強みとして、既存
の枠組みを問い直し、グローバル社会における金融や経営が今後進む
べき姿を追究していくところに特徴があります。これがプログラムタイトル
の所以です。
　すなわち、金融の基礎を学びつつも、そもそも会社とは何か、金融とは
何かを根源的に見つめ直していきます。また、世界中で熾烈な競争を
繰り広げる株主資本主義を解き明かし、実は資本主義にも違った選択
肢が存在することを示したいと考えています。特に、利潤とは一見トレー
ドオフの関係にあるESGなど「社会的責任に充分に配慮した経営や金融」
について、理論・実践の両面で明らかにしていきます。これらは ICUの
理念や培ってきた価値観などとも多くの共通点を持つものです。
　受講生の皆さんには、単に利潤を追い求めるだけの従来型の企業経営
ではなく、企業を取り巻くさまざまなステイクホルダーに配慮し環境や
社会との共存共栄を実現するための、組織づくり・統治方法を探求する
企業経営者、また、それを適正に見極める金融人材を志してもらいたい
と考えています。もちろん、例えば一般の企業や官庁、アカデミアを目指す
人にとっても役立つ、価値あるプログラムとして展開していきます。

金融や企業の存在意義から問い直し、
株主資本主義の次の姿を見晴らす。

　リベラルアーツなのに金融？と思われる方は少なくないかもしれませんが、
その重要性は益々高まっていると思います。グローバルに活躍する人々は
英語の他にも共通のツールを持っており、それが金融リテラシーだからです。
　私は上海駐在を経験し、様々なバックグラウンドを持つ人 と々交流していま
したが、上海に住む人々の金融リテラシーの高さに驚いた経験が幾度となく
あります。そうした人々と堂 と々渡り合えたのは、金子先生の授業で行って
いた留学生とのディスカッションの経験があったためです。帰国後は銀行
間市場における国債や資金の貸借とその仲介業務を行っていますが、
マーケットの世界は動的であり、常に新しい経験の連続で、リベラルアーツ
で養われる頭の柔らかさが大変重要になります。皆さんも世界で通用する
ツールを身につけ、柔軟な思考力をもって世界に飛び出して行きましょう！

金融リテラシーは、世界共通ツールのひとつ。

宮澤 和樹さん

2016年3月教養学部卒業
東京短資株式会社　市場本部

ICU卒業生 ICU卒業生

高田 和典さん

1999年3月教養学部卒業
ブルームバーグ・ニュース
日本・韓国担当マネージングエディター兼東京支局長

金子 拓也  KANEKO, Takuya

国際基督教大学  准教授
責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム委員会  委員長

マサチューセッツ工科大学経済学研究科修了（経済学博士）。イェール大学助教授、プリンス
トン大学客員准教授、ペンシルヴァニア大学客員教授、東京大学教授等を歴任。経済理論、 
経済思想、法理論等を専門とし、授業では、経済と社会の関係を法学、人類学、社会学、歴史
などの複合的な視点から考える。日本学士院会員。紫綬褒章受章、文化功労者選出。

Profile

岩井 克人  IWAI, Katsuhito

国際基督教大学  特別招聘教授

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。東京工業大学社会
理工学研究科経営工学博士課程
修了（工学博士）。経営学、金融・
ファイナンスを研究指導分野とす
る。
本プログラム必須科目である「国
際企業財務 I」「国際企業財務Ⅱ」
を担当。

金子 拓也 准教授
KANEKO, Takuya 

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。マサチューセッツ
工科大学経済学研究科修了（経済
学博士）。
経済理論、経済思想、法理論等を
研究指導分野とする。
本プログラム必須科目である「会
社と社会」を担当。

岩井 克人 特別招聘教授
IWAI, Katsuhito

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。東京工業大学博士
課程修了（学術博士）。
マクロ経済学、金融経済学、ファイ
ナンス、経済物理学の視点を中心
とした、理論経済学、 金融・ファ
イナンス、社会システム工学・安全
システムを研究指導分野とする。
本プログラム必須科目である「企
業金融特別講義Ⅰ」「企業金融特別
講義 Ⅱ」を担当。（2019年度）

海蔵寺 大成 教授/大学院部長
KAIZOJI, Taisei

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。イエール大学統計
学部博士課程修了（統計学博士）。
マーケティング・サイエンス・実証
産業組織論、組織行動論など理論
と統計科学に基づいた研究指導
を行う。

金澤 雄一郎 教授
KANAZAWA, Yuichiro

公共政策・社会研究専攻 公共経
済学専修担当。ケンブリッジ大学
Managemen t  S t ud i e s修了
（Ph.D.）。 
イノベーション、企業家、組織、経
営、地域開発、社会問題の解決、
地域再生、協働の視点を中心とし
た、経営学を研究指導分野とする。
本プログラム必須科目である「現
代企業理論」を担当。

稲葉 祐之 上級准教授
INABA, Yushi 

本プログラムは、ICU学部生に向けた通称「５年プログラム」を履修する学
生と大学院生を主な対象としています。
※大学院修士前期課程への、他大学卒業生および社会人の入学を歓迎いたします。

E=環境
環境や生物多様性

環境面の法令遵守など

S =社会

顧客情報管理など

G =ガバナンス
コンプライアンス、
取締役会の独立性、
取引の透明性など

環境や生物多様性

環境面の法令遵守など 顧客情報管理など

コンプライアンス、
取締役会の独立性、
取引の透明性など

など

■想定される将来のキャリア

ESG（環境 社会 ガバナンス）の 金融や企業の存在意義から問い直し

金融も経営も、「利益＋社会的責任」の時代へ。
その理論と実践を学ぶ、独自の新プログラム。

Theme

ESGの観点から適切な企業投資を行う、
金融機関におけるプロフェッショナル

持続可能な開発目標（SDGs）や
Environmental, 

Social and Governance（ESG）の
視点から資金を適切に動かす、

企業におけるファイナンスプロフェッショナル

環境問題や多様性、
社会性などの観点から、
利潤のみを追うのではなく、

社会において責任ある企業経営を
実行できるプロフェッショナル

※2018年度は「経済学・経営学特論」として開講

主な教員



Graduate School of Arts and Sciences

Responsible Global 
Corporate Executives and 
Financial Professionals 
Training Program

アーツ・サイエンス研究科
新プログラム案内 〈ICU 5年プログラム対応〉

企業評価にESG（Environment, Social, Governance )が重視される時代。
経営や金融をリードする新時代の人材として、理論と実践を学ぶ。

国際基督教大学大学院

AY2019
Starts in

企業評価にESG（E i S i l G )が重視される時代

責任あるグローバル経営者・
金融プロフェッショナル養成プログラム

ICUに在学中の学生のうち、
①5年プログラム候補生
②大学院生（5年プログラム生、
博士前期課程、および博士後期
課程）

※いずれも本科生とする

①Undergraduate students in the 
5-year program at ICU 

②Graduate students including the 
5-year program (M.A. or Ph.D. Program) 
at ICU
*Non-degree students are not eligible.

１．責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラムにおいて指定する科目中、5科目
10単位の履修

２．上記1．の5科目10単位の指定科目GPA：3.20以上
３．取得大学院科目全体のGPA：3.20以上
４．修士論文の評価：A
５．外部オンラインコース「Bloomberg Market Concepts」のCertificate、またはそれに相当
すると大学院が認める認定証の取得

1.Completion of 5 courses (10 credits) designated in this program
2.GPA of 3.20 or above in the 5 courses (10 credits ) designated in this program 
3.GPA of 3.20 or above in the overall courses taken in the Graduate School
4.A Grade of A in Master’s thesis
5.Completion of an external online course ‘Bloomberg Market Concepts’ with a course certificate, or 
the equivalent approved by the Graduate School

本プログラムに参加希望の学生は、自ら主体的に履修計画を立て、在籍最終学期の科目登録期間に修了証の申請をします。
指定の要件を満たした学生には、修了証を授与します。（ただし、博士後期課程の場合は、必要な要件を満たしたタイミングで申請をします。）
The students who wish to participate in this program must plan their academic schedule carefully and apply for the program certificate during the Course 
Registration Period of their LAST term in the graduate school. ( Students in the Doctoral Course need to apply for the certificate when they meet all the requirements.)

以下の6科目の中から、5科目10単位を履修します。  You must take 5 courses (10 credits) from the courses listed below.

プログラム概要  Program Overview

修了までのステップ Steps for the Completion of this Program

対象者 Eligible Students

モデルカリキュラム／一例： 5年プログラム生（2020年3月に学部を卒業、2021年3月に修士号を取得）の場合
 Example: 5 - year Program students (graduating with BA in March, 2020 and MA in March, 2021)

指定のコース Required Courses

特長的な授業 Characteristic Courses

修了要件 Requirements of the Program

指定科目
Required 
Courses

QPFD413

現代企業理論
Modern Theory 

of Business

QPPE504

国際企業財務I
International 

Corporate Finance I

QPPE505

国際企業財務Ⅱ
International 

Corporate Finance Ⅱ

QPPE517

会社と社会
Corporations and 

Society

QPPE520

企業金融特別講義Ⅰ
Corporate Finance 

Special Course I

QPPE521

企業金融特別講義Ⅱ
Corporate Finance 

Special Course II

A in March, 2021)h BA in March, 2020 and MAA in March, 2

ourses

graduating withh BA in MarchExample: 5 year Progra

特長的な授業 Ch

m students (gr

haracteristic Co

QPPE517
会社と社会

本学特別招聘教授 
岩井克人（経済学）
による講義

QPPE520
企業金融特別講義 I

外部格付機関アナリストによる講義（経済的
リターンと社会貢献という、一見トレードオフ
の関係にある2つの目標を高い次元で実現して
いる投資信託会社等から講師を招き学ぶ）

QPPE521
企業金融特別講義 II

外部著名企業講師陣による講義（ESGの観点で
高評価を得ている企業から学ぶ。投資ファンド
側と引被投資企業の双方から講師を招き、双方
の具体的な取り組みなどを紹介）

QPPE521
企業金融特別講義Ⅱ
Corporate Finance Special Course II 

AY 2020 Winter

QPPE504
国際企業財務Ⅰ
International Corporate Finance I

AY 2020 AutumnAY 2020 Spring

QPPE517
会社と社会
Corporations and Society

AY 2019 Winter

QPPE520
企業金融特別講義Ⅰ
Corporate Finance Special Course I

AY 2019 Autumn

QPFD413
現代企業理論
Modern Theory of Business

AY 2019 Spring

第二次産業革命以降
の、大企業の発展やそ
の組織運営のあり方
について、経営首脳
部、経営理念、方針決
定、公共的性格、国
際的側面から学ぶ。

企業を客観的に見る
尺度として重要な企
業格付について、実際
に格付付与をされる
アナリストをゲスト
講師として招き、企
業の分析方法や格付
付与のプロセス等に
ついて学ぶ。

資本主義の歴史の中
で中心的な役割を果
たしてきた営利法人
としての会社、また、
これからの市民社会
の発展のなかで重要
な役割を果たしてい
くであろう様々な形
の非営利法人。この
コースでは、会社や非
営利法人の存在理由、
組織構造、社会の中で
の役割、望ましいガ
バナンスのあり方など
を学際的なアプロー
チを用いて考察する。

外部オンラインコース
「Bloomberg Market  Concepts」
の受講

ICU学内図書館の指
定PC端末から無料
で受講可能。（個人の
PCの場合は、別途費
用が発生します。）

コーポレートファイナ
ンスやリスクマネジメ
ントの基礎に基づいて、
グローバリゼーション
の進展にともなう資金
調達の多様化、地域戦
略の展開とキャッシュ・
マネジメント、M&A
とそのファイナンス
（LBO）などの観点か
ら、企業管理に関する
発展的な内容につい
て学ぶ。

国連の推奨により
ESG （Environment, 
Social, Governance ) 
は、年金基金をはじめ
とする機関投資家や被
投資企業にとって最重
要キーワードとなって
いる。講義では、投資
ファンド側からCEOや
ファンドマネージャー
を、被投資企業から
ESGの観点で高評価
を得ている企業を招
き、双方の具体的な取
り組みなどを紹介い
ただく。

※開講学期は変更となる可能性があります。Offered terms are subject to change.

学務部　大学院事務グループ

〒181-8585 東京都三鷹市大沢3-10 -2
TEL : 0422-33-3231  FAX: 0422-33-3688
E-mail:  gsg@icu.ac.jp

https://www.icu.ac.jp

ICUは国連グローバル・コンパクト、
国連アカデミック・インパクトに
参加しています。
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