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大阪成蹊
大学

● 阪急京都線「相川」駅 東改札口を出て徒歩約5分（約300m）
● JR京都線「吹田」駅からスクールバスで7分、
   「相川」駅降車 徒歩約5分（約300m）
● 大阪メトロ今里筋線「井高野」駅からスクールバスで5分

アクセス

野
高
井

川
　
相

吹
　
田

N

大
阪
メ
ト
ロ

線
筋
里
今

至 大阪梅田

至 大阪

井高野小

バス乗車
位置

バス乗車
位置

バス乗車
位置
バス乗車
位置

井高野橋井高野橋

　第2
グラウンド

トロワジム

大阪成蹊大学

大阪高校大阪高校高浜神社高浜神社

済生会吹田病院

アサヒビールアサヒビール

消防署消防署

至 京都 至 京都河原町

内
環

状
線

東
海

道
本

線（
JR

京
都

線
）

東
海

道
本

線（
JR

京
都

線
） 阪

急
電

鉄
 京

都
線

阪
急

 京
都

線

卒業生の進路

2023年卒業　
藤澤 美咲 さん　大阪成蹊女子高等学校出身

私は希望の業種や職種など明確な目標は持たず大学に進学しましたが、大学にお
けるマーケティングや消費者行動といった学びを通してサービス業に興味を持ち
ました。そこで自己分析を行い、普段から「食」で幸せと笑顔を提供したいと考え
ていたことに気づき、就職先であれば私の希望を実現することができると感じま
した。就職先に決めた理由は、マニュアルがないにも関わらずホスピタリティ精神
が高く、“人”を大切にしている点です。私が内定を得ることができたのは、就職部
の方々やゼミの先生への相談や自己分析を何度も行った結果だと考えています。
今後も大学での学びを活かしていきたいと思っています。

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 勤務

2022年卒業　
芝合 登偉 さん　三重県立亀山高等学校出身

就職先を志望したのは、就職部の方のすすめと、本コースの先輩が働いていたた
め就職後の自分がイメージしやすかったからです。就職活動を始めた当初は、自
分に向いている職業がわからず、同時期に教育実習も重なったこともあって、企
業と教員のどっちつかずの状態に不安を感じ、週に1回、就職部に相談に行くこと
を決意。自己分析と向いている職業について担当の方と一緒に考え、いくつかの
企業を教えていただき、無我夢中で面接練習や履歴書作成をした結果、無事に内
定をいただきました。営業職で内定したので、オープンキャンパスのスタッフとし
ての活動で培った初対面の人や年齢に関係なく話せるコミュニケーション力を活
かしていきたいです。

東洋シヤッター株式会社 勤務

ヨネックス㈱／ＮＴＮ㈱／東洋シヤッター㈱／東洋紙業㈱／
日本インシュレーション㈱ など

製造業

日本生命保険（相）／東洋証券㈱／香川証券㈱／㈱関西みらい銀行 など
金融業

㈱良品計画／ブリヂストンリテールジャパン㈱／イオンリテール㈱／
㈱ファーストリテイリング／㈱エディオン／㈱関西スーパーマーケット など

流通・小売業

スターバックス コーヒー ジャパン㈱／㈱スタジオアリス／
㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ／羽田空港サービス㈱ など

サービス業

大東建託㈱／エイブル㈱／タマホーム㈱／セキスイハイム近畿㈱／
泉北ホーム㈱ など

ほか多数

不動産業

税理士法人京都経営／㈱エフアンドエム／㈱関電パワーテック など
その他

主な就職先（過去5年の実績より）

◀経営学科公式 Instagram

Faculty of Management, Department of Management

Management Course  

コース紹介の記事と動画を　
　見ることができます。▶

経営学部　経営学科

経営コース

お問い合わせ先



新しい時代を

経営コースにあります

切り拓くための
学びが

持続可能な社会の実現、SDGs

企業の役割は豊かな社会を実現することです。これはSDGｓの理念と
一致しています。
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経営戦略とは、企業が成長するための将来の方向性を示すもの
です。社会は日々変化するため企業の提供する製品・サービスも
進化していく必要があります。例えば日本の自動車メーカーは得
意としてきたエンジン・ハイブリッド車から電気自動車にその中
心を大きくシフトしています。これは、脱炭素社会をめざす世界の
動きに合わせて戦略転換しようとしていることを表しています。

経営戦略脱炭素化に向けて
電気自動車への
転換をはかる

近年、AIやIoT、ドローンなどの技術が様々な分野で活用され、
企業は社会問題を解決する形でビジネスを展開しています。例
えば「カゴメ」はポルトガルの農園において、環境に優しいトマト
栽培をめざし、AIに優れた技術やノウハウを学習させ、これから
の気候変動にも適応した栽培を可能にすることで、収穫を安定
させ食糧問題への貢献へと繋げていこうとしています。

IT AIやIoTが
食糧危機を救う

新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの企業でテレワーク
が導入されるなど、これまでの働き方が大きく変化しました。そ
れに伴い、自宅で働いている従業員のやる気をどのように引き
出すかなど、新たな問題も出てきました。「日立製作所」や「富士
通」、「資生堂」などの企業では「ジョブ型」という新しい働き方を
導入し、このような問題に対応しようとしています。

新しい働き方で
働きがいと効率を
追求する

会計の世界においても、多くの企業が、地球温暖化、水不足、人権、
労働などの社会的問題への取り組みを含むSDGsに関する情報を
開示しています。例えば、一部の上場企業に対して気候変動に関す
る情報の開示を求めています。企業の売上高や利益といった経営
成績に関する情報だけでなく、社会の一員として企業が社会的問
題に取り組み、それを開示することの重要性が高まっています。

会計 企業業績を
売上高や利益だけで
測らない

最近はSDGsの17の目標につながる製品開発が盛んです。例え
ば、衣服の原料となるコットンは、過酷な労働条件に加え大量の農
薬の散布など原産国の環境汚染の上で成り立っています。しかし
「ユニクロ」は、こういった環境を変化させるため、2025年末まで
にオーガニックコットンを含めた原材料を、土地や生態系にやさし
く農家の生活を潤すものしか使わないとしています。

商品開発地球にやさしい
素材を活用する

人事

自社ブランドのイメージを高めることは1つのマーケティング活動
です。近年、SDGsへの取り組みからブランドイメージを高めている
企業も増えています。例えば「ダイソー」は、国産の間伐材を加工し
てスマホスタンドなどの商品として蘇らせました。これまでの
100均のイメージである「大量生産、使い捨て」からあえて脱却
することでブランドイメージを高めることに成功しています。

SDGsで
ブランドイメージを
高める

マーケティング
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「国際的なビジネスにおいて企業が持つ社会的責任を考える」をテーマ
に、韓国の慶星大學校とオンラインにて英語で研究交流を行いました。
近年、持続可能な世界を実現するため、企業においても、環境、社会、ガ
バナンスの視点から経営を考えることが求められています。今回の研究
交流において、企業が開示している情報のうち、SDGｓに関する情報に
焦点を当て、そのような情報が求められるようになった理由、実際の日本
企業におけるSDGsに関する開示情報の傾向を分析および検討し、発表
を行いました。この研究交流を通して、SDGsという世界的目標達成に向
けた各国企業の考え方や方向性を理解するとともに、グローバルな視点
から考える力を養うことができました。

この科目は経営コースの中でも人気のある科目で
す。無意識に目に入ってくるもの、聞こえてくるもの、
香るものは私たちの心理に働きかけると同時に消費
行動にも影響します。その背後にあるのは何なの
か、それを解き明かしていきます。

授業PICK  UP

「ビジネス心理学」

経営コース　主要カリキュラム

プレゼンテーションの様子

韓国の慶星大學校とSDGsを
テーマに研究交流

「京都水族館の集客力を向上するためのプロジェクト」というテーマの
もと、同水族館の取り組みなどについての事前調査を踏まえて、実際に
現地調査を行いました。そして、調査結果から分かったことをチームの
メンバーと共有し、課題解決型学習を通じて具体的な提案づくりに取り
掛かりました。プレゼンの際には、学生の提案に対して、「外国人観光客
に対して、言語アプリを使った館内案内を行う企画は至急検討したい」
とのコメントを企業側からいただきました。このようなグループ活動を
通じて、現実的で具体性のある提案をする力が身につきました。

グループ活動の様子 プレゼンテーションの様子

京都水族館の
集客力向上プロジェクト

これからの企業にとって持続可能社会、循環型社会
にいかに貢献できるかが重要な課題となります。本
科目ではどうすれば企業は環境にやさしい経営がで
きるのか、またどこに環境問題を解決する新しいビ
ジネスの芽があるのかということを考えていきます。

「環境経営論」
この科目では、体験学習を通じて、企業経営と経営
学がいかに結びついているのかを学びます。また企
業がどのように生産・販売活動を行い、顧客のニー
ズに対応しているかについて、工場見学や売り場調
査などから学びます。

「ビジネス実践入門」
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商品企画力 販売促進力 ビジネス創造力 未来構想力

中小企業論

商品開発応用

商品開発論

マーケティング入門

企業マーケティング応用

流通論

販売マネジメント論

経営戦略論

海外ビジネス研修

経営情報論

国際経営論

情報システム演習

知財マネジメント

財務諸表論

地域ビジネス論

経営特論Ⅰ

経営特論Ⅱイノベーションマネジメント

ビジネスデータ分析

サプライチェーンマネジメント

ビジネス心理学

環境経営論

ビジネス実践入門
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海外の大学や社会とのつながり
企業や自治体、海外の大学などと連携して実社会の課題に取り組み、
実践的な学びの中で、調査・分析力や提案力、企画力を磨きます。

2020年度より大阪モノレール株式会社と産学連携授業を行っており、初年度
においては、「駅利用客の増加に向けての提案」をテーマに、課題解決型（PBL）
学習に取り組みました。ここでは、摂津市との連携によるPR活動の提案が採用
され、同市がハートの形であることに因んだ「ハートの絵馬」を使った企画が南摂
津駅にて実施されました。2021年度は、公式YouTubeアカウントの開設に
伴い、駅利用者の観察、駅内および周辺施設の状況把握等を通じて、YouTube
動画再生数およびチャンネル登録数を伸ばすための方策を検討しました。初回
においては、大学生の目線から興味の持てる動画やチャンネル登録をする動機
について説明した上で、周辺施設の紹介動画を企画しました。2022年度におい
ても引き続き調査・検討を行い、同テーマに関する提案を行っています。 プレゼンテーションの様子

大阪モノレールに対する
広報企画の提案
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海外の大学や社会とのつながり
企業や自治体、海外の大学などと連携して実社会の課題に取り組み、
実践的な学びの中で、調査・分析力や提案力、企画力を磨きます。

2020年度より大阪モノレール株式会社と産学連携授業を行っており、初年度
においては、「駅利用客の増加に向けての提案」をテーマに、課題解決型（PBL）
学習に取り組みました。ここでは、摂津市との連携によるPR活動の提案が採用
され、同市がハートの形であることに因んだ「ハートの絵馬」を使った企画が南摂
津駅にて実施されました。2021年度は、公式YouTubeアカウントの開設に
伴い、駅利用者の観察、駅内および周辺施設の状況把握等を通じて、YouTube
動画再生数およびチャンネル登録数を伸ばすための方策を検討しました。初回
においては、大学生の目線から興味の持てる動画やチャンネル登録をする動機
について説明した上で、周辺施設の紹介動画を企画しました。2022年度におい
ても引き続き調査・検討を行い、同テーマに関する提案を行っています。 プレゼンテーションの様子

大阪モノレールに対する
広報企画の提案



全国平均を上回る
リテールマーケティング検定
合格実績

教員紹介
経営学科経営コースでは、皆さんが将来やりたいこと、なりたいものをきっと見つけることができます。

そして教員も皆さんの夢を全力でサポートします！

取得をめざす資格
経営コースでは、日商簿記検定とリテールマーケティング（販売士）検定を

「コースの学生が取得すべき資格」と位置付けて、
授業の正課内外で取得を後押ししています。

リテールマーケティング検定では、
2年連続で3級合格率が80%を超える
（社会人を含めた全国平均は50～60%）など、
優秀な成績をおさめています。

経営コースの資格取得サポート体制企業にとって最も重要なことは、他社にはない強みを持つことです。実はこれは必ずしも規模とは関係がないんです。事実、大阪にはある部品に関
しては世界シェア1位の企業がいくつもあります。つまり、ナンバー1企業（売上1位）は業界に1社しか存在できませんが、オンリーワン企業（ある部
品に関してはシェア1位）は何社も存在することが可能です。これこそがめざすべき企業経営の本質です。面白いと思いませんか？

日商簿記検定は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を
明らかにする技能であり、経営管理能力を身につけるための必須の知識が求めら
れます。リテールマーケティング（販売士）検定は、モノを売るための仕組みや、接
客・商品に関するノウハウについて学ぶもので、流通・小売業にとってなくてはならな
い知識やスキルが存分に盛り込まれています。

稲村 昌南 教授 経営学科長　［専門領域 : 経営戦略論、経営情報論］

規模だけが企業の良し悪しを決めない！　そこに経営の1つの本質があります

私の専門領域は意思決定と情報科学です。最近では、AI（人工知能）やビッグデータなどの情報技術を社会や経営に活用するために、さまざまな取
り組みがされています。皆さんも、身近なアプリやシステムを便利と感じていると思います。今ある技術を皆さんの創意工夫で、発展させていくこと
ができます。そうした未来の種を育てるために、大阪成蹊学園の建学の精神「桃李成蹊」のもとで、経営の知識を学んでみませんか。

中井 秀樹 准教授 経営コース主任　［専門領域 : 情報科学、情報社会論、情報システム論］

社会における情報技術の利活用

人の行動には、必ず動機があります。動機には、金銭的な利益といった物理的な要素だけでなく、喜びや感動、達成感といった心理的な要素もあります。動機は人
によって千差万別ですが、たくさんの人々を長期間観察しデータを集めて分析すると、共通する法則が見つかることがあります。その法則をうまく活かすと、人々
に最適な行動を取るよう促すことができます。これは、企業のマーケティングや商品開発にも活かすことができます。みなさんも、人の行動を科学してみましょう!

海野 大 教授　［専門領域 : データサイエンス、数理モデリング、インセンティブ・メカニズム・デザイン］

人の行動・意思決定を科学する

21世紀に入り、経営学は曲がり角に来ています。グローバル企業を中心に「より速く、より良く、より安く」が世界を席巻し、おかげで物的な豊かさを
享受できています。かたや経済格差や地球環境の問題も深刻さを増しています。いま一度、産業革命以降、都市と農村、理性と感性、テクノロジーと
芸術、頭脳活動と身体の技を再統一し、より人間らしい生活を回復させるような経営学が必要とされているのではないでしょうか。

児山 俊行 教授　［専門領域 : 生産システム、中小企業経営］

グローバル＆ローカルに活躍する企業とは？

専門は外食経営とマーケティングです。マーケティングは『市場調査』や『広告』『販促』などの意味で使われますが、多くの方はきちんと理解していません。
マーケティングの目的はより多くのモノを、より多くの人に、より頻繁により高く売り、より利益を上げることで、製品を売り込む技術ではなく市場（＝顧客）を
創ることです。私の担当するゼミでは、座学だけではなく学外活動などを通じて、さまざまな社会現象を研究トピックに取り組みながら実践的に学んでいます。

李 美花 准教授　［専門領域 : 外食経営、サービスマーケティング］

実践マーケティングを学ぼう

皆さんが将来、お金の運用をするために企業の株式を購入する場合、どのように投資企業を決定しますか？その際に役立つのが、企業が作成する「財務
諸表」になります。この財務諸表では、企業が一定期間にどれくらい儲けたのか、またどのようにお金を集めてきて、何に使ったのかを知ることができま
す。この財務諸表における記載項目とその内容について学習し、会計が持つ重要性と面白さについて皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。

笠岡 恵理子 准教授　［専門領域 : 国際会計、財務会計、退職給付会計］

数字で企業の状態を読み解こう

「憲法」や「民法」「刑法」という言葉は聞いたことがあっても、「情報法」という言葉は初めて聞くという方が多いのではないでしょうか。実は、「情報
法」という名前の法律は無く、複数の法領域に跨る学問分野を指します。ICTやAIは生活に欠かせないものになっていますが、新たな技術が生まれ
ると、それに伴って新たな社会問題が発生します。皆さんも、それらの社会問題について、さまざまな角度からアプローチしてみませんか。

千代原 亮一 准教授　［専門領域 : 情報法、情報倫理、リスクマネジメント］

情報社会の法と倫理について探求しよう

皆さんは日々の生活の中で、しなければならないのにやる気が出ず、できなかった経験はありませんか？それが苦手なことなどであればなおさらです。ではそ
のような時、何を、どうすれば、やる気が出るのでしょう。私が担当している科目では、人はどのような環境においてやる気を出すのか、また実際にやる気になっ
ている人はどの程度いるのかなど、いわゆるモチベーションについて講義を行っています。本学において、一緒に「ヒト」のやる気について考えてみませんか。

山崎 哲弘 准教授　［専門領域 : 人的資源管理論、経営組織論］

人のモチベーションの源泉を探求しよう

+授業
（正課科目）

正課外の
対策講座

資格取得

（2022年2月16日実施）
合格率：100%
合格者：26名

2021年度

（2021年2月17日実施）
合格率：83.3%
合格者：25名

2020年度

合格者の声

税理士へのステップに

日商簿記検定2級合格

辻本 翔 さん
2021年卒業

私は、就職先が税理士法人で、簿記2級の知識が必要であり、受験勉強を続
けてきました。2級試験の受験勉強では、新しい知識が出てくるので学習内
容が増えることと、モチベーションを維持することが一番大変でした。今回、
2級に合格できたのは、①合格者の成功体験を参考に、試験日から逆算して
学習スケジュールを立てたこと、②過去問を毎日繰り返し解いたこと、③モチ
ベーションと集中力を維持するため、図書館などを活用して勉強したことが
大きかったと思います。私の勉強方法は、「まずテキストから入る」のではな
く、過去問から始めて、わからないところがあればテキストで補うという手法
だったので、短期間で合格をめざすという人には、このやり方も一つの方法
だと思います。将来、税理士をめざしているので、簿記の知識を活かして合格
できるように、これからも日々精進します。

学習の継続と
繰り返し過去問を解く

リテールマーケティング検定2級合格

伊東 京香 さん
2023年卒業

私は、企業経営における資金の流れと効率的な店舗運営の2つの視点から
より学びを深めたいと思い、2級を受験しました。3級に比べて出題範囲が
広がる2級試験の受験勉強では、継続的に勉強することで知識を定着させ
ることを意識しました。勉強を始めた最初の約３か月は毎週ゼミの後に友人
らと学校に残って、勉強を進め知識をインプットしました。そして試験日が近
づくにつれて過去問を繰り返し解き、知識をアウトプットしながら勉強を進
めていきました。さらに試験直前は、苦手な分野を丁寧に見直すなど、時期
によって勉強方法を変えることも合格のポイントだと思います。また同じ目
標を持つ友人らと勉強することで最後まで高いモチベーションを保つこと
ができました。
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現代社会において、地球温暖化に代表される環境問題は喫緊の課題となっています。企業活動が環境に与える影響を考えず、安くてより良いモノを生産すれば
売れるという時代は過ぎ去り、環境への配慮は企業存続の前提、あるいは企業間競争のキーワードとなっています。私の担当する授業やゼミでは、地球環境問題
対策と企業経営の両立のあり方について、さまざまな角度から考え、学びます。持続可能な社会の実現のために企業ができることを一緒に探ってみましょう。

澤田 彩 講師　［専門領域 : 環境経営論、環境経済論］

地球環境問題対策と企業経営の両立のあり方を考える
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規模だけが企業の良し悪しを決めない！　そこに経営の1つの本質があります

私の専門領域は意思決定と情報科学です。最近では、AI（人工知能）やビッグデータなどの情報技術を社会や経営に活用するために、さまざまな取
り組みがされています。皆さんも、身近なアプリやシステムを便利と感じていると思います。今ある技術を皆さんの創意工夫で、発展させていくこと
ができます。そうした未来の種を育てるために、大阪成蹊学園の建学の精神「桃李成蹊」のもとで、経営の知識を学んでみませんか。
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社会における情報技術の利活用

人の行動には、必ず動機があります。動機には、金銭的な利益といった物理的な要素だけでなく、喜びや感動、達成感といった心理的な要素もあります。動機は人
によって千差万別ですが、たくさんの人々を長期間観察しデータを集めて分析すると、共通する法則が見つかることがあります。その法則をうまく活かすと、人々
に最適な行動を取るよう促すことができます。これは、企業のマーケティングや商品開発にも活かすことができます。みなさんも、人の行動を科学してみましょう!
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芸術、頭脳活動と身体の技を再統一し、より人間らしい生活を回復させるような経営学が必要とされているのではないでしょうか。

児山 俊行 教授　［専門領域 : 生産システム、中小企業経営］

グローバル＆ローカルに活躍する企業とは？

専門は外食経営とマーケティングです。マーケティングは『市場調査』や『広告』『販促』などの意味で使われますが、多くの方はきちんと理解していません。
マーケティングの目的はより多くのモノを、より多くの人に、より頻繁により高く売り、より利益を上げることで、製品を売り込む技術ではなく市場（＝顧客）を
創ることです。私の担当するゼミでは、座学だけではなく学外活動などを通じて、さまざまな社会現象を研究トピックに取り組みながら実践的に学んでいます。
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合格率：100%
合格者：26名

2021年度

（2021年2月17日実施）
合格率：83.3%
合格者：25名

2020年度

合格者の声

税理士へのステップに

日商簿記検定2級合格

辻本 翔 さん
2021年卒業

私は、就職先が税理士法人で、簿記2級の知識が必要であり、受験勉強を続
けてきました。2級試験の受験勉強では、新しい知識が出てくるので学習内
容が増えることと、モチベーションを維持することが一番大変でした。今回、
2級に合格できたのは、①合格者の成功体験を参考に、試験日から逆算して
学習スケジュールを立てたこと、②過去問を毎日繰り返し解いたこと、③モチ
ベーションと集中力を維持するため、図書館などを活用して勉強したことが
大きかったと思います。私の勉強方法は、「まずテキストから入る」のではな
く、過去問から始めて、わからないところがあればテキストで補うという手法
だったので、短期間で合格をめざすという人には、このやり方も一つの方法
だと思います。将来、税理士をめざしているので、簿記の知識を活かして合格
できるように、これからも日々精進します。

学習の継続と
繰り返し過去問を解く

リテールマーケティング検定2級合格

伊東 京香 さん
2023年卒業

私は、企業経営における資金の流れと効率的な店舗運営の2つの視点から
より学びを深めたいと思い、2級を受験しました。3級に比べて出題範囲が
広がる2級試験の受験勉強では、継続的に勉強することで知識を定着させ
ることを意識しました。勉強を始めた最初の約３か月は毎週ゼミの後に友人
らと学校に残って、勉強を進め知識をインプットしました。そして試験日が近
づくにつれて過去問を繰り返し解き、知識をアウトプットしながら勉強を進
めていきました。さらに試験直前は、苦手な分野を丁寧に見直すなど、時期
によって勉強方法を変えることも合格のポイントだと思います。また同じ目
標を持つ友人らと勉強することで最後まで高いモチベーションを保つこと
ができました。
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現代社会において、地球温暖化に代表される環境問題は喫緊の課題となっています。企業活動が環境に与える影響を考えず、安くてより良いモノを生産すれば
売れるという時代は過ぎ去り、環境への配慮は企業存続の前提、あるいは企業間競争のキーワードとなっています。私の担当する授業やゼミでは、地球環境問題
対策と企業経営の両立のあり方について、さまざまな角度から考え、学びます。持続可能な社会の実現のために企業ができることを一緒に探ってみましょう。

澤田 彩 講師　［専門領域 : 環境経営論、環境経済論］

地球環境問題対策と企業経営の両立のあり方を考える

- 5 -
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大阪成蹊
大学

● 阪急京都線「相川」駅 東改札口を出て徒歩約5分（約300m）
● JR京都線「吹田」駅からスクールバスで7分、
   「相川」駅降車 徒歩約5分（約300m）
● 大阪メトロ今里筋線「井高野」駅からスクールバスで5分

アクセス

野
高
井

川
　
相

吹
　
田

N

大
阪
メ
ト
ロ

線
筋
里
今

至 大阪梅田

至 大阪

井高野小

バス乗車
位置

バス乗車
位置

バス乗車
位置
バス乗車
位置

井高野橋井高野橋

　第2
グラウンド

トロワジム

大阪成蹊大学

大阪高校大阪高校高浜神社高浜神社

済生会吹田病院

アサヒビールアサヒビール

消防署消防署

至 京都 至 京都河原町

内
環

状
線

東
海

道
本

線（
JR

京
都

線
）

東
海

道
本

線（
JR

京
都

線
） 阪

急
電

鉄
 京

都
線

阪
急

 京
都

線

卒業生の進路

2023年卒業　
藤澤 美咲 さん　大阪成蹊女子高等学校出身

私は希望の業種や職種など明確な目標は持たず大学に進学しましたが、大学にお
けるマーケティングや消費者行動といった学びを通してサービス業に興味を持ち
ました。そこで自己分析を行い、普段から「食」で幸せと笑顔を提供したいと考え
ていたことに気づき、就職先であれば私の希望を実現することができると感じま
した。就職先に決めた理由は、マニュアルがないにも関わらずホスピタリティ精神
が高く、“人”を大切にしている点です。私が内定を得ることができたのは、就職部
の方々やゼミの先生への相談や自己分析を何度も行った結果だと考えています。
今後も大学での学びを活かしていきたいと思っています。

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 勤務

2022年卒業　
芝合 登偉 さん　三重県立亀山高等学校出身

就職先を志望したのは、就職部の方のすすめと、本コースの先輩が働いていたた
め就職後の自分がイメージしやすかったからです。就職活動を始めた当初は、自
分に向いている職業がわからず、同時期に教育実習も重なったこともあって、企
業と教員のどっちつかずの状態に不安を感じ、週に1回、就職部に相談に行くこと
を決意。自己分析と向いている職業について担当の方と一緒に考え、いくつかの
企業を教えていただき、無我夢中で面接練習や履歴書作成をした結果、無事に内
定をいただきました。営業職で内定したので、オープンキャンパスのスタッフとし
ての活動で培った初対面の人や年齢に関係なく話せるコミュニケーション力を活
かしていきたいです。

東洋シヤッター株式会社 勤務

ヨネックス㈱／ＮＴＮ㈱／東洋シヤッター㈱／東洋紙業㈱／
日本インシュレーション㈱ など

製造業

日本生命保険（相）／東洋証券㈱／香川証券㈱／㈱関西みらい銀行 など
金融業

㈱良品計画／ブリヂストンリテールジャパン㈱／イオンリテール㈱／
㈱ファーストリテイリング／㈱エディオン／㈱関西スーパーマーケット など

流通・小売業

スターバックス コーヒー ジャパン㈱／㈱スタジオアリス／
㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ／羽田空港サービス㈱ など

サービス業

大東建託㈱／エイブル㈱／タマホーム㈱／セキスイハイム近畿㈱／
泉北ホーム㈱ など

ほか多数

不動産業

税理士法人京都経営／㈱エフアンドエム／㈱関電パワーテック など
その他

主な就職先（過去5年の実績より）

◀経営学科公式 Instagram

Faculty of Management, Department of Management

Management Course  

コース紹介の記事と動画を　
　見ることができます。▶

経営学部　経営学科

経営コース

お問い合わせ先


