
 

「Kellogg School of Management, Northwestern University 

  在校生・卒業生による学校説明会」のお知らせ 

 

 

STUDENT AMBASSADOR EVENT 

What type of student experience can you expect at a place that's passionate about collaboration?  What leadership opportunities 

await?  What career options are available with a Kellogg MBA?   

 

Join us for a special Kellogg School Ambassador Event hosted by current students to get the answers to these questions and many 

more.  This forum will address academics, life in Evanston, the strength of our alumni network and other topics touching on student 

life.    

Tokyo Ambassador Event - Summer 2013 
 

18F, Gran Tokyo North Tower  
9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

28 Jul 2013 02:30 PM JST 
 

Register Now 
 

 

Business can be bravely led, passionately collaborative and world changing. It’s time to elevate the art and science of 

management, to bring together ideas and push human organizations forward. That’s what we teach. Full-Time, Part-Time or Executive 
MBA and Executive Education. Learn with us. 

 
  

https://kellogg.askadmissions.net/Portal/EI/ViewDetails?gid=62357719003d565a7e460198d5a3da72a78645
http://www.kellogg.northwestern.edu/Programs.aspx


 

 

Kellogg School of Management, Northwestern University  

在校生・卒業生による学校説明会 

 

7月 28日（日）に、Kellogg在校生・卒業生による、MBA受験生の皆様を対象とした学校説明会を開催します。参加を

ご希望の方は下記のリンクからお申し込み下さい。なお席に限りがありますので、お早めにお申し込み下さい。 また、

参加できない場合でも、今後の情報配信をご希望の方は同リンクより登録をお願い致します。 

URL https://kellogg.askadmissions.net/Portal/EI/ViewDetails?gid=62357719003d565a7e460198d5a3da72a78645 

日時: 2013年 7月 28日（日） 14時 30分開場、15時開始 、18時終了予定 

第一部: 在校生による Kelloggの紹介  

第二部: 卒業生によるパネルディスカッション－Kellogg MBAとキャリアについて 

第三部: 個別 Q&A 

場所: グラントウキョウノースタワー 18F 大和カンファレンスホール 

（東京都千代田区丸の内一丁目 9番 1号 18F） 

概要: 本説明会では、Kelloggのカリキュラム概要・魅力を在校生や卒業生がたっぷりとお伝えします。プログラムの

進行は全て日本語で行う予定です。当日はご家族・パートナーの方の同伴も大歓迎です。また、服装はカジュアルなも

のでお越しください。尚、本説明会は Kellogg在校生・卒業生が主催するものです。アドミッションによる公式説明会は

8月中旬に開催を予定しています。 

 

パネリスト／コーディネーターのご紹介 : 

 加治 慶光 (Class of 1997) 内閣総理大臣官邸 内閣広報室 内閣参事官（国際・ＩＴ広報担当） 

青山学院大学経済学部卒。富士銀行、広告会社を経て Kelloggにて MBA修了。日本コカ・コーラにて、コカ・コー

ラ、ジョージア等担当。タイム・ワーナーにて映画宣伝部長として、“マトリックス”、“A.I.”などの作品を手がける。ソニ

ー・ピクチャーズに移籍後バイス・プレジデントマーケティング統括として“スパイダーマン”、テレビアニメ”鉄腕アトム”

などに関わる。その後、日産自動車にて高級車担当マーケティング・ダイレクターとしてシーマ、フーガ、ティアナ、

ティーダ、スカイライン、NISSAN GT-Rなどの市場戦略構築・実施を指揮後関連会社オーテックに出向、海外事

業部部長に。米、欧、亜における海外事業戦略構築・実施を担当。後、東京オリンピック・パラリンピック招致委員

会にエグゼクティブ・ディレクターとして出向、帰任しゼロエミッション事業本部主管兼グローバルマーケティング本

部主管として、Nissan LEAF 世界導入に参画。2011 年より現職。日本ブランド海外発信、クール・ジャパン、SNS、

リスクコミュニケーション、ダボス会議など国際会議における発信等省庁横断活動に従事。ケロッグクラブオブジャ

パン会長。グロービス・パートナーファカルティ。 

  

https://kellogg.askadmissions.net/Portal/EI/ViewDetails?gid=62357719003d565a7e460198d5a3da72a78645


 

パネリストのご紹介 : 

 鈴木慶太 (Class of 2009) 株式会社 Kaien 代表取締役 

NHKアナウンサーとして災害報道やニュース番組制作を担当。07年から Kelloggへ留学。長男の診断を機に発

達障害の能力を活かしたビジネスモデルを研究。在学中の 2009年 Tulane Business Plan Competitionで優勝。

帰国後、株式会社 Kaienを創業。 

 

 二重作将人 (Class of 2009) GEキャピタル・ジャパン ポートフォリオマネージャー 

三菱自動車工業入社後、海外物流および財務の経験を経て、07年に MMM生として Kellogg留学。在学中は

Finance、Marketing、Operation系授業を中心に履修する傍ら、ラグビー部共同代表、CIM Leader、KWEST 

Leader、Turnaround Management Conference運営等、課外活動にも幅広く注力。卒業後は GE Capitalに

ECLP (Experienced Commercial Leadership Program) 生として 2年間に亘り GE流 Leadershipを叩き込ま

れる中、その功績を認められ 2010年に global award受賞。現在は、Structured Finance本部にて融資先法人

portfolioの審査・管理に従事。 

 

 田中 真紀 (Class of 2010) 三菱商事株式会社 企画業務部 市場開発チーム 課長 

三菱商事に入社後、東京、NYでの勤務等を経て、社費派遣にて Kelloggに留学。在学中はマーケティングやファ

イナンス系授業に注力し、また、GIM Japan Leader、Kellogg Innovation Network Leader, Kellogg Corps（ケニ

ア）, Special Kでの演奏等、課外活動にも幅広く取り組んだ。現在は派遣元の三菱商事に戻り、全社戦略・新規

ビジネス開発関連を担当。特に、食品、リテール、アパレル、ヘルスケア、タイヤなどの消費財分野で、中国、イン

ド、ブラジル、ロシア、インドネシアでの市場調査、参入戦略、マーケティング戦略立案等に従事。 

 

 長越 誠 (Class of 2011)  ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 アソシエイト 

プライスウォーターハウスクーパース、アーンスト・アンド・ヤングでの勤務を経て、Kelloggに留学。Kellogg在学

中はファイナンス及び SEEK (Social Enterprise at Kellogg) の授業を中心に履修。また Experiential Learning

にも積極的に取り組み、デトロイトにおけるコミュニティ開発プロジェクト、シカゴのプライベート・エクイティにおける

インターンシップ等を経験。現在はゴールドマン・サックスにて、主に資金調達案件及びクロスボーダーの M&A案

件に従事。 

 

 川名 正憲 (Class of 2012) マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト 

三菱商事に入社後、約 2年間の欧州での駐在経験を経て 2010年から Kelloggへ留学。在学中にスポーツビジ

ネス分野への熱い思いに目覚め、卒業後はニューヨークのスポーツマーケティング会社での勤務を経て、今年 3

月に行われた野球の世界大会であるWorld Baseball Classicにて侍ジャパンの専属広報担当を務めた。4月よ

りマッキンゼー入社。コンサルタントとしての修行を積みつつ、転機を迎えている日本の球界発展にビジネス面か

ら如何に寄与できるか考えていく。 

 
 

問い合わせ先 :  小菅 怜奈 (Class of 2014) 

090-7102-4849  / rkosuge2014@kellogg.northwestern.edu 
 

また受験生の皆様への情報提供を目的として、Kellogg 日本人在校生がウェブサイト並びにブログを運営しております。

説明会に関する情報のアップデートがある場合、随時在校生ブログにアップデートさせて頂きます。ぜひご覧ください。 

ウェブサイト: http://www.kelloggalumni.jp/Prospective/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kelloggalumni.jp%2FProspective%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMvDOD1jXbRUgMAIGOSgaNYy7ZcA


 

会場案内図 : 

 

 

  

17Fへ到着後、エスカレーターをご利用頂き

18Fへお進みください。 


