商学部

学部案内 2 0 2 3

最新情報を手に入れよう!
商学部ホームページ
URL

https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_com/

商学部のさらに詳しい情報、最新のトピックを知るには、
「商学部ホームページ」
をご確認ください。商学部紹介
ムービーや商学紙芝居など、楽しいコンテンツも満載です。
スマートフォンやタブレットでも見やすいように、
レス
ポンシブwebデザインを採用しています。

関西大学入学試験情報総合サイト
URL

Kan-Dai web

https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/
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入試関連イベントの情報や最新情報など受験生を応援するコンテンツが満載！
イベント情報以外にも、研究紹介、学生インタビューなども随時更新しています。

4 DAILY VLOG

1 イベント情報

2

入試イベントの詳細を掲載！

キャンパスライフをバーチャル体験！

4

3

5

オープンキャンパスや入試説明会など、入試イベントの最新
情報と参加メリットをいち早くお伝えします。受験生は必見！

関大生の1日を動画で体験！キャンパスの雰囲気、
ゼミ
やサークルの魅力を感じてみよう
！

5 関西大学入試センター
×LINE公式アカウント

2 入試情報

6

関西大学の入試日程やポイントをチェック！

1

2
入試関連イベントや関大生の
学生生活など、役立つ情報を
お届けします。2次元コードを
読み取って、
「 友だち追 加」
を
してください。

パソコン・
スマートフォン
どちらからでも
アクセスできます。

流 通専修
ファイナンス専 修
国 際ビジネス専 修
マネジメント専 修

学部別・日程別などで入試情報をわかりやすく紹介しま
す。入試シーズンは志願者・合格者数速報を掲載。

3

商学科

3 キャッチ！Kan-Daiニュース

6 関西大学入試センター
公式Instagram

関西大学に関するニュースをまとめました。最新情報を
キャッチしよう
！

各種イベントやキャンパス風景などを切り取った写真・
動画を通し、関西大学の魅力を発信します。

関西大学の最新ニュースをお届けします。

会 計専 修

4
5
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大阪（大阪梅田）
からのアクセス

京都府
兵庫県

高槻キャンパス
大阪国際
（伊丹）空港

滋賀県

高槻ミューズキャンパス

千里山キャンパス
神戸空港
関西国際空港

大阪府

新幹線「新大阪」駅からの

アクセス
阪急電鉄「大阪梅田」駅から、
「北千里」行で
「関大前」
駅下車
（この間約２０分）
、
すぐ。
また JR「新大阪」駅からOsaka Metro御堂筋
は
「京都河原町」行の場合「淡路」駅下車、 線「なかもず
（方面）」行で「西中島南方」
「北千里」
行に乗り換えて
「関大前」
駅下車。 駅下車、阪急電鉄に乗り換え「南方（み
なみかた）」駅から
「淡路」駅を経て「関大
京都（京都河原町）からのアクセス
前」駅下車（この間約３０分）、
すぐ。

三重県

阪急電鉄「大阪梅田」行で「淡路」駅下車、
「北
千里」行に乗り換えて
「関大前」駅下車、
すぐ。

堺キャンパス

奈良県
和歌山県
至大阪梅田

商学部

大阪国際（伊丹）
空港からの
アクセス

Osaka Metro利用のアクセス
大阪モノレール「 大阪空港 」駅から
Osaka Metro堺筋線
（阪急電鉄に相互乗 「門真市（かどまし）」行で「山田」駅
り入れ）
が阪急電鉄「淡路」駅を経て
「関大 下 車 、阪 急 電 鉄に乗り換え「 関 大
前」駅下車（この間約３０分）、
すぐ。
前」駅に直通しています。

URL https://www.kansai-u.ac.jp/Fc̲com/ 〒564‐8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
Tel.（06）6368‐1121（大代表）
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ALSP

公認会計士試験の合格と、
ビジネススキルの修得をフルサポート。

BestA

イギリスの古都・ヨークに
滞在しながらビジネス英語を学ぶ。

商学部でどう学ぶか
私たちの学部では、大きく分けて2つの学び方があり、
自由に選ぶことができます。1つ目は、
「ゼミナール」に進んで専門研究を進
めていくことです。多くの学生がゼミナールに所属します。2つ目は、
「 実践プログラム」
に参加することです。実践プログラムでは、特
定分野のスペシャリストをめざすための特別なカリキュラムを提供しています。商学部では他にも、資格取得による単位認定、公
表 ・ 表彰や、商学研究科(高度専門職養成コース)への進学を前提とした早期卒業(在学3年間で卒業)制度を設けています。
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商学部の学び 4年間の流れ
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5専修紹介

07

公認会計士試験合格支援体制

08

会計のプロをめざす
ALSP 会計連携特別プログラム

09

ビジネス英語に強くなる
BestA 海外ビジネス英語プログラム
BLSP ビジネスリーダー特別プログラム

BLSP

プロアクティブなビジネスリーダーをめざす、
少数精鋭のプログラムを展開。

商学部

1.
2.

3つ

DSI

ポテンシャル豊かなイノベーターを創出し、
社会に貢献できる人材を育成。

の 学び の POINT

めざす将来像をイメージしながら学べる5つの専修。
3年次に分属する流通専修・ファイナンス専修・国際ビジネス専修・マネジメント専修・会計専修の5つの専修では、将来の社会経験を

イメージした専門的な学びを通して、自分のめざすべき将来像や各業界への適性を感じ取ることができます。

ビジネスの現場で使える力を養う実践プログラム群。
ビジネス英語やビッグデータ分析手法など、グローバル社会および、ビジネスの現場で求められる力を身に付けるために用意さ
れているのが、商学部の実践プログラム群。豊富な体験と達成感の積み重ねによって、実用的なスキルと強い自信を磨きます。

3.

社会やビジネスの現場で役立つ資格取得を学部でサポート。
資格取得に関連した科目を多数配置し、在学中の合格に向け、学習環境を整えています。公認会計士のほか、
日商簿記検定、税理士、中小企業診断士等さまざまな資格をめざすことが可能です。また、学外の資格を取得し
た場合に、専門教育科目の単位として認定する制度も設けています。

学部長からのメッセージ
11

ビジネスのスペシャリストになる
DSI サービス・イノベーション特別プログラム

12

商学部ニュース！

13

キャリアデザイン・資格/OB・OGからのメッセージ

考え、動き、突破するビジネスリーダーをめざして
日本は少子高齢化の進展、急速なグローバル化、人工知能の普及やデジタル化など、
次々と新しい困難な問題に直面しています。激変する環境の中、企業は新しい価値を創造
し、成長しなければなりません。商学部はその最前線で活躍するビジネスリーダーを育成して
きました。
商学部は直面する諸問題を自ら解決できるビジネスリーダーを育成するため、体系的かつ
実践的なカリキュラムを用意しています。
そして学生の希望に添った特別プログラムは高度
な専門家に必要な実践的な知識と貴重な経験を獲得できるように設計されています。単な
る知識とは違い、将来の礎となる貴重な体験を得られるはずです。
その体験が社会に出てか
らの突破力となっていくのです。
このパンフレットを手にした皆さんには、是非ともキャンパスに足を運んでみることをお勧め
します。先輩たちが充実したキャンパスライフを送っていることを目にすることができると思い
ます。
キャンパスで会えることを楽しみにしています。

商 学 部長

矢田 勝 俊

教授
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商学部の学び
4 年 間の流 れ

1

めざすのは、英語と 会計に強いビジ ネスパーソン。

入門科目や共通科目で商学の入門知識に触れる。

年次

入門科目では商学の全体像を理解。共通科目では、商学の基礎である
会計の知識や、簿記や情報処理、
ビジネス英語を学びます。

2

年次

幅広い知識に触れ、興味を広げ
つつ3年次以降の進路を考える。
共通科目では専門分野の基礎を学び、応用科目では自分の
興味に合わせて学びます。演習科目は本格的なゼミの予行演習です。

3・4

専修・ゼミに所属し、専門研究を通して卒業論文を完成させる。

年次

所属するゼミを選んで、指導教員や他のゼミ生とともに研究を行います。
実践プログラムに参加する道もあります。

共通教養科目・外国語科目

5

3 年 次からは つの専 修から一つを選び 、
所 属するゼミで専 門 性を磨く

入門科目（必修科目）

専門教育科目

ファイナンス専修

国際ビジネス専修
マネジメント専修
会計専修

06 ページへ

紹介は

06 ページへ

紹介は

07 ページへ

簿記や会計情報を読み解く実務と理論を学ぶ。

本学商学研究科（高度専門職養成コース）及び、本学会計専門職大学院への進学をめざす、
きわめて優秀な学生を対象に

早期卒業（在学3年間で卒業）
を認める制度を設けています。

詳しくは商学部ホームページ
「早期卒業制度」
をご覧ください

実学を実践的に学べる4つの プログラムを活用して大きく力を伸ばそう！

さらに実力を高めたい人には

会計のプロをめざす

03

紹介は

管理、労務、情報、戦略など、企業・経営の実務を学ぶ。

１年次のときには少人数の
ゼミ形式の授業で、大学で
の過ごし方や勉強の仕方を
理解します。

1 年次より履修可能

05 ページへ

国際関係、貿易、世界経済などをグローバルな視点で学ぶ。

演習科目（選択科目）

公認会計士試験の合格と、
ビジネススキルの修得を
フルサポート。

紹介は

金融機関の構造を資金運用、
リスクなどを中心に学ぶ。

応用科目（選択科目）

ALSP

05 ページへ

流通のメカニズムや企業活動に関する知識、理論を学ぶ。

2年次の秋学期には、3年次
から開始する本格的なゼミ
活動に円滑に取り組めるよう、
予行演習として演習
（プレゼミ）
を受講できます。

実践プログラム①

紹介は

卒業・大学院進学

流通専修

共通科目（選択科目）

ビジネス英語

会計力

×

実践力
紹介は

08ページへ

実践プログラム②

BestA
イギリスの古都・ヨークに
滞在しながら
ビジネス英語を学ぶ。

1 年次より履修可能

英語力

×

実践力
紹介は

09ページへ

に強くなる
実践プログラム③

BLSP

プロアクティブな
ビジネスリーダーをめざす、
少数精鋭のプログラムを展開。

2 年次より履修可能

ビジネスのスペシャリストになる

英語力

×

実践力
紹介は

10ページへ

実践プログラム④

DSI

ポテンシャル豊かな
イノベーターを創出し、
社会に貢献できる人材を育成。

3 年次より履修可能

発見力

×

実践力
紹介は

11ページへ
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5 専修 紹介

ビジネスの多様なニーズに即応する

流通専修

こんな人にオススメ！
▶ 商品がヒットした秘密を探りたい

▶ お客さんが集まる店の条件を知りたい

▶ コンビニエンスストアの商品流通を学びたい ▶ 消費者の視点からマーケティングを考えたい

生産と消費をつなぐ流通のメカニズムや企業のマーケティング戦略に関する理論を、
さまざまな視点から解明していきます。経済や流通の基本であるヒト、
モ
ノ、
マネー、
そして近年特に重要になってきている情報が、
どのように流れていくかということに焦点を合わせ、社会・経済・経営の仕組みを明らかにします。

流通を学ぶことで、
社会全体の流れが見える。
社会でどのように
「ヒト」
「モノ」
「カネ」
「情報」
が流
れ、成り立っているのかに興味があり、流通専修を選
択。社会の流れを把握することで、企業や社会の課
題を点ではなく線で捉えるという俯瞰的な視野を身に
付けられます。
ゼミでは地域活性化プロジェクトに参
加。
自治体と連携して地域の魅力の発掘、観光需要
の喚起をめざした提案を行いました。
こうした学びや取
り組みを通して、課題解決力や信頼関係を築く重要
性について学ぶことができたと感じています。
2022年3月卒業

田中さんの 4 年間の成長ストーリー
1年次

商学基礎分野の授業を受ける中で、社会や経済がどのよう
に成り立っているのかに疑問を持つようになりました。
この
ことが、社会基盤ともいえる生産から消費までの物流につ
いて勉強したいと思ったきっかけです。

2年次

演習（プレゼミ）
に参加し、貧困に伴う子どもの朝食欠食・
孤食問題に対して、朝食子ども食堂を行うキッチンカーを
考案。
アイデアだけでなく、資金調達や運営主体は誰が望
ましいかなど、持続可能性を含めた設計も行いました。

3・4 年 次

地域活性化プロジェクト
「瀬戸内カレッジ」
に参加しました。
岡山県玉野市の自治体と共に、観光需要を喚起するため
のイベントやツアーなどを企画。
これまでの学びを、実践とし
て生かす貴重な社会経験を積むことができました。

/ 田中 希尭

（大阪／府立大手前高校出身）

ファイナンス専修

もともとお金の価値が変動することに興味があ
り、
お金の仕組みや金融商品について学ぶファ
イナンス専修を1年次から志望。専修での学びに
よって、為替、株価の変動が消費者や企業にど
のような影響を及ぼすのかなど、世の中の動きを
捉える視点が身に付きました。
また学びの中で修
得した年金、税金、保険、社会保障、資産形成な
どの金融リテラシーは、社会で活躍する際はもち
ろん、
日常生活でも活用できると思います。

4年次生 / 松田 純花

（兵庫／県立三田西陵高校出身）
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国際ビジネス専修

こんな人にオススメ！
▶ 外国企業による日本企業買収について学びたい
▶ ビジネス英語を習得し、海外の人とコミュニケーションしたい
▶ アジア諸国の経済事情を探りたい

▶ 海外商品の輸入方法を知りたい

国際ビジネスに必須のビジネス英語、外国との貿易、支払いのための外国為替、国際売買取引の仕組み、国際間の経済、政治、
さらに米国、欧州、
アジ
ア、中南米、
ロシアの経済、国際間の海運や航空輸送、米国、EU、
アジアを中心に展開される国際物流などについて学びます。

外国語運用能力とビジネススキルを
同時に磨いていけることが魅力。
幼いころから英語でのコミュニケーションに親し
む中で、
ビジネスの知識を併せもつことが将来のプ
ラスになると考え国際ビジネス専修へ。
3年次のゼ
ミでは、
民間企業が開発途上国で展開するビジネ
スプランの構築に注力。
プランに説得力をもたせる
ため、
論理的思考やデータ準備などの大切さを学
びました。
3年次には一年間ドイツに留学。
外国語
運用能力の向上とともに、
ビジネス全般の知識や
スキルを磨いていけるのがこの専修の魅力です。

島崎 さんの 4 年間の成長ストーリー
1年次

「初級ビジネス英語」
ではさまざまなビジネスシーンでの会
話を習得。
また「流通入門」の授業では、商品が店頭に並
ぶまでの過程を知ることができ、
ビジネスに関わる分野の
学びの面白さに触れました。

2年次

「中級ビジネス英語」
で英語によるプレゼンテーションを実
践しながら学びつつ、
「消費論」
で具体的な事例をもとに顧
客心理をつかむことの重要性を身に付けるなど、
ビジネス
と英語両方のスキルをさらに高めていきました。

3・4 年 次

国際ビジネス専修に所属し、
英語スキルと知識を習得しなが
ら商学分野の学びを深めています。
3年生後期からは交換留
学生としてドイツに留学。留学中に得た経験や知見も生か
し、
国際的に活躍できる職業に就きたいと思っています。

4年次生 / 島崎 礼菜

（兵庫／県立西宮高校出身）

こんな人にオススメ！
▶ 社会や企業のお金の流れについて考えたい ▶ 銀行や証券会社の機能や役割を探りたい
▶ 保険の適切な活用法を学びたい

▶ 金融政策や税金の制度を知りたい

▶ ファイナンスのさまざまな分析手法を学びたい

社会にとって資金は人間の血液に相当します。企業、家計、政府が経済活動を行う上で必要となる資金の調達や運用、種々の金融機関からなる金融制
度や、為替、証券市場などの金融市場がどのような仕組みと機能を有し、
ビジネスや経済とどのように絡み合っているのかを学びます。

金融や証券を理解することで、
世の中の動きを捉えていく。

充実したカリキュラム。

松田さんの 4 年間の成長ストーリー
1年次

基礎演習の授業で、商学部の専修について各グループで
調べて発表しました。私は興味を持っていたファイナンス専
修について調べ、学びの内容や受講できる講義に魅力を
感じ、学びたいという意欲が強くなりました。

2年次

ファイナンス専修に関連する講義を中心に受講。貿易のシス
テムをはじめ、株、保険をはじめとする金融商品の仕組みなど
を学びました。中でも興味をもったのが証券で、
その種類やビ
ジネスの流れを知り、
さらに深く理解したいと思いました。

3・4 年 次

ファイナンス専修に所属。
ゼミではESG投資・ESG経営につ
いて、企業と機関投資家双方の在り方を見据えながら、今
後の展望を研究しています。他大学と議論を重ねる機会も
あり、
自分の考え方がより広がっていることを感じています。

マネジメント専修

こんな人にオススメ！
▶ 企業経営者として世界をリードしたい

▶ 新しいビジネスの創造を考えたい

▶ インターネットビジネスについて知りたい ▶ データを活用し、
ビジネスに有用な知識を得たい

グローバルでダイナミックに変化する環境は、多くの問題を企業に投げかけています。企業は、直面する課題をどのように解決しようとしているのでしょうか。マネジメント専修ではヒト、モノ、マ
ネー、情報などに焦点を当て、
ビジネスに関する意思決定の理論、歴史、政策を学びます。企業経営、組織運営の実際を、管理、労務、情報処理、戦略など多角的に分析し、理解します。

「人」に焦点を当てながら、
経営やビジネスについて学ぶ。
企業の経営や新しいビジネスについて、
「人」
に焦
点を当てながら学べるという点に関心があり、
マネジメ
ント専修を選択しました。
ゼミでは社会的な課題に対
してビジネスやマネジメントのスキルを応用し、問題の
解決と収益の確保に取り組む
「ソーシャルアントレプ
レナー」
について学んでいます。実際にプロジェクトに
取り組みながら、実践的に学べるのが魅力です。将
来はこの経験を生かし、社会問題にアプローチ
できるビジネスで起業したいと考えています。

4年次生 / 竹内 乃亜

竹内さんの 4 年間の成長ストーリー
1年次

経営や経済、流通など、商学部での学びに必要な基礎知
識を身に付けた1年間。
その中で、私自身が労務や労働環
境、
そして、
ビジネスを起業することについて非常に関心が
高いことを認識できました。

2年次

秋学期からの演習（プレゼミ）
で、産学連携プロジェクトに
参加しました。地域おこしをしている一般社団法人の方々と
共に、地域の廃棄資源を利用した商品を企画。
オンライン
サイトを開設し、商品を販売しました。

3・4 年 次

ゼミに参加し、廃棄衣料問題と福祉事業所の工賃問題という
２つの課題に同時にアプローチするプロジェクトに取り組みま
した。実際に商品開発から販売までを実施。実践的な学びを
通して社会人に必要なスキルを身に付けることができました。

（兵庫／県立柏原高校出身）

06

5 専修 紹介

実践プログラム

ビジネスの多様なニーズに即応する充実したカリキュラム。

会計専修

こんな人にオススメ！
▶ 企業のマネジメントを計数を通じて知りたい

▶ 公認会計士になりたい

▶ コンピュータを利用し、企業を分析したい

▶ 証券取引などの企業投資を学びたい

企業の経営者と投資家や銀行などの利害関係者の行動を左右する会計情報が、
どのように作り出され、
どうやって利用されるかについて学びます。
そして、
企業
活動の運営に欠かせない手段としての簿記や、
企業の会計情報を読み解く力を養います。
実務と理論を学び、
公認会計士や税理士、
国税専門官、
一般企業の経
理担当者など、
スペシャリストへの道を開く専門コースです。

業種や業態を問わず、全ての企業にとって
不可欠であるという考えから会計を学んでいま
す。
ゼミでは企業の会計情報を分析し、強みや
経営の変化などを議論しています。
サブスクリ
プションや食品宅配サービスといった成長企業
の分析では、財務諸表を通して彼らが何に投
資をしているのかが分かるようになりました。会
計を学んで身に付いた企業や社会の見方は、
今後どんな道に進んでも役立つと思います。

企業の経営者や従業員、投資家や銀行など企業内外の関係者が
意思決定を行うために、会計は必要不可欠です。
公認会計士試験や日商簿記検定などの資格合格をめざし、
「 会計のプロ」
を育成します。

1年次

ALSP

2年次

「マーケティング政策論」
をはじめ流通を重点的に学ぶ中
で、流通にも、
それ以外にも不可欠な会計の重要性に気付
きました。途中で路線を変えても、
それまでの学びが無駄に
ならない点が商学部の良いところだと感じています。

プログラム体験メッセージ

3・4 年 次

「公会計論」
「 内部統制論」
といった科目では監査法人や
公認会計士といった会計の現場で働く方のリアルな話を聞
く機会があります。普段授業で学んでいることが、実社会に
しっかりと結びついていると実感できます。

4年次生 / 鈴木 照大

（奈良／大和高田市立高田商業高校出身）

短期間で公認会計士をめざす

実践プログラム①

「経営入門」
「流通入門」
では身近な企業や経済ニュースな
どから実例を挙げ、分かりやすく解説してくれました。今後商
学部で学んでいく上での基礎がこの2科目を通して身に付
いたと思います。

鈴木さんの 4 年間の成長ストーリー

会計を学んだことで、
自分の中に
世界を測る
「物差し」ができた。

会計のプロをめざす

会計連携

会計力
×

特別プログラム

実践力

Accounting Linkage Special Program

早期合格を掴めたのは
ALSPでの学びと仲間のおかげ。
エクステンション・リードセンターを活用して、
１年次生で日商簿記３級、
2級に合格。
その
時に、
さらに高い壁に挑戦してみたいと思い、
公認会計士をめざすようになりました。
公認会
計士の試験に向け、
本格的にALSPプログラムに参加したのは２年次の秋からです。
ALSP
プログラムでは、
会計の知識を歴史や背景からしっかり学ぶことができます。なぜこの基準

公認会計士試験合格を徹底サポート

が法律で定められているのか ということを根本から知ることで、
知識を生かして自分で考える
力が付き、
効率的に試験対策を進めることができました。
知識を活用する力というのは、
公認
会計士として社会に出た時に必ず必要とされるものです。
そうした側面から考えても、
ALSP

商学部では、公認会計士をめざす学生を対象にした支援体制を、学部を挙げて整備しています。

プログラムでの学びは非常に意義の高い時間でした。

2021年公認会計士試験に
関西大学から24名が合格。うち6名が

商学部在学中に合格！
企業の経営・財務活動を支えるニーズの高い資格。
公認会計士は、会計の専門家であり、独立した立場に
おいて、監査、税務、
コンサルティングなどさまざまな役割を

監査業務

税務業務

企業の会計情報（財務書類）
の正
しさを第三者の立場からチェックしま
す。
透明性のある社会・経済を築くた
めに必要かつ重要な業務です。

税理士登録もすることができ、
税務
書類の作成や税務に関する相談を行
うことができます。
監査法人等に所属
せず、
個人で業務を行えます。

詳しくは商学部ホームページ
「めざせ公認会計士」
を
ご覧ください。

果たしています。

コンサルティング業務

奨励金で、簿記検定合格を応援します。

秋学期に開催する
「簿記コンテスト」
は、
日本商工会議所が主催する簿記検定試験の直前対策の一環で、成績優秀者には、関西大学エクス
テンション・リードセンターや専門学校などの公認会計士受験対策の受講費用を援助するために、奨励金を授与しています。毎年、過去の入賞者
が公認会計士試験に合格しています。
それは、簿記コンテスト後にさらに勉強を続けた努力の成果ですが、
「奨励金」
がその一助となっています。

学外資格単位認定制度

公認会計士試験受験支援自習室の貸与

日商簿記検定試験、税理士試験科目、公認会計士試験の合格者に対する
学外資格を単位認定する制度があります。

千里山キャンパス（第2学舎2号館7階）にある公認会計士試験受験支援の
ための自習室を有料で貸与。参考書や受験雑誌、
自習用の机を用意しています。

日商簿記検定直前対策（3級・2級）

エクステンション・リードセンター

日商簿記検定試験の直前対策の一環として、受験専門学校と連携して、
「検定直前攻略セミナー」
を実施しています。
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学内機関としてエクステンション・リードセンターがあり、専門学校と連携して公認会計士入門講
座が開設されています。

合格祝賀会の開催

公認会計士制度の紹介

関西大学の在学生・卒業生の公認会計士試験合格者に対して、
毎年、
合格
祝賀会を公認会計士関大会
（OB・OG会）
とともに開催しています。

公認会計士制度説明会、
日本公認会計士協会による講演会、公認会計士試験合格者による講
演会などを開催し、
さまざまな情報提供を行っています。

4年次生 / 山田 航平

（京都／府立洛西高校出身）

うな時に励まし合える仲間がいることは、
合格に向けてとても大きな力となります。
私が3年次で合格することができたのは、
ALSPプログラムの学びと仲間のおかげです。

ALSPでの経験と公認会計士試験合格までの道のり

経営戦略の立案、組織構成に関する提案
など、企業の重要な意思決定に関わって支援
します。今後はますます重視される業務です。

支援の特徴

簿記コンテストで奨励金を授与

また、
同じ志の仲間と出会えることも、
ALSPプログラムの魅力だと感じています。
大学受
験と同じく、
公認会計士に向けた勉強も団体戦です。
思うように成績が伸びず、
心が折れそ

1年次
日商簿記検定3級取
得後、2級を取得する
ために 、エクステン
ション・リードセンター
を活用。公認会計士
に合格するという、大
きな目標を見つける
ことができました！

2年次
A L S Pプログラムに 本
格 的に参 加 。
また、エク
ステンション・リードセン
ターを通じて予備校にも
入 学し、資 格 取 得に向
けて毎日勉 強に励みま
した。

3年次

4年次

3年次で公認会計士の試験
に無事合格！早期に資格を
取得できたことで、四大監査
法人の1つへ早々に就職が
決まりました。
合格後はALSP
でより実務に近い内容を学
び、即戦力として活躍できる
ように頑張っています。

公認会計士試験の合格と、ビジネススキルの修得をフルサポート。
資格取得に向けて効果的な
カリキュラムを提供

講義は定員制で
集中できる環境で実施

卒業所要単位を
満たすことができる

専任教員や外部講師による演習形式の講義

履修定員を設けることで、集中して学べる環

ALSPでは十分な学習時間が確保できるよ

を通して、効率的な学修を可能にするカリキュラ

境を整えました。
ゼミ形式のワークショップなど実

うに、26科目52単位を配当し、計14単位まで

ムを編成しています。

践的な学びを通じ、専門知識を深めていきます。

卒業所要単位に算入できます。
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実践プログラム

ビジネス英語に強くなる

実践プログラム②

BestA

イギリスでビジネス英語を身に付ける

海外ビジネス

英語力
×

英語プログラム

実践力

Business English Study Abroad

プログラム体験メッセージ

ビジネスリーダー

BLSP

英語力
×

特別プログラム

実践力

Business Leader Special Program

ビジネスに必要な視点や思考力、
英語力などが総合的に身に付きます。

英語を学ぶだけでなく、英語でビジネスを学ぶというプログラム内容と、夏休みを利用してイギ

BLSPプログラムでは、
さまざまなプログラムを通してビジネスに生かせる知識とス

リス留学ができるという点に魅力を感じて参加しました。現地ではグループに分かれて、
ヨークの

キルを身に付けることができます。私が最も印象に残っているのは、
ビジネスプラン

魅力を観光客にもっとアピールするためのマーケティング戦略を考えました。主な観光名所を訪

コンテストへ参加したことです。
「withコロナ」
をテーマに、企業の課題を解決するた

ね、観光客にインタビュー調査を実施。現状分析を行った結果、家族連れの観光客が多かった

めのビジネスプランをグループに分かれて提案。
プラン策定の過程や評価の中で教

ことから、子どもがいても訪ねやすい施設づくりを提案しました。
グループには日本人の他に中国

授からビジネスの知識やアドバイスをいただき、
とても貴重な経験となりました。
また、

人、
イタリア人の学生がいて、
お互いの意思疎通は英語を使うしかありませんでした。聴いて分
からなかった単語の意味を調べ、懸命に言葉を探して意見を出し合うことで、英語のスピーキン
グ・リスニングの力が自然とアップ。
プレゼンテーション自体も成功したことで大きな達成感を得

グループで出た意見をまとめたり、
メンバーの役割を決めたりする役を担当すること

4年次生 / 冨田 ひなた

で、
リーダーシップも養うことができたと感じています。

（大阪／大阪夕陽丘学園高校出身）

グローバルな人材として活躍するためには、英語力も欠かせません。BLSPプログ

ることができました。帰国後は向上心が高まり、次はBLSPに参加したいと考えています。

ラムでは、
ビジネスシーンでの実用的な英語を身に付けることができます。特に英語
でプレゼンテーションを行う授業では、
ビジネスプランの提案における英語の活用力

BestAに参加して成長したこと

を高めることができました。現在は4人グループで広告マーケティングに関する論文
を作成しています。
この論文は完成すれば英訳し、海外のマーケティング協会などに

留学中（26日間）

参加前

参加後

現地の方にインタビュー
を行い、
イタリアや中国
からの留学生と議論を
重ね、
プレゼンテーショ
ンを成功させました。
ま
た、
ヨーク市内のさまざ
まな観光名所も訪れま
した。

提出する予定です。
良い成果を残せるように、仲間と力を合わせてがんばります。

事後授業に参加し、留学を通
して成長したことについてス
ピーチを行いました。留学前よ
り英語で話すことに抵抗がな
くなり、
ビジネスの場で使うフ
レーズも自然と出てくるように
なり、英 語の運 用 能力が 高
まったと実感しました。

※2019年度のプログラム体験談となっています。

イギリスの古都・ヨークに滞在しながらビジネス英語を学ぶ。
ビジネス英語に特化した
商学部独自のプログラム

英語に強いビジネスリーダーをめざす

実践プログラム③

プログラム体験メッセージ

海外の学生と力を合わせ、
プレゼンテーションを成功させました！

事前授業に参加し、留学
に関するガイダンスや、英
語でさまざまなビジネス戦
略について学びました。
また、
グループに分かれてイ
ギリスでの旅行プランを考
え、英語と日本語でプレゼ
ンテーションを行いました。

グローバル化が進み、
ビジネスにおいて英語が重要視されています。
さまざまなビジネスシーンに対応できる実践的な英語力や
自らの意見を発信していく能力を身に付け、国際社会で活躍できる人材を育成します。

4週間集中で本場ビジネススクールの
講義を受ける

教室での学習だけでなく、商業施設見学やイギ

イギリス・ヨーク大学と提

リス国内旅行企画などを通して、
イギリスのビジネス

携。4週間現地に滞在し、
ビ

の現場を実際に体験。語学力の向上をねらいます。

ジネス英語を短期集中で身
に付けます。

約3カ月間の長期で学ぶ
BestA 1学期コース

4年次生 / 竹中 優輝也

（奈良／市立一条高校出身）

BLSPでの経験
2年次
ビジネスプランコンテスト
に参加し、東京進出する
寿 司 屋が 成 功するため
のアイデアや戦 略などを
提案。店舗の近くに住ん
でいる人たちの年齢層な
どのリサーチから徹底して
行いました。

3年次

4年次
グループで作成した論文を
英訳し、アメリカをはじめと
する海外のコンテストに提
出する予定。論文が認めら
れれば、現地で発表する機
会が与えられることもある
のでがんばっています。

他大学とのディベート大会に
も参加し、聞く力、
そして、
自
分の意見を伝える力を養いま
した。
また、
「広告への移入」
をテーマに、
グループで論文
を作成。統計ソフトを駆使し
ながら、仮説と検証を何度も
行いました。

さらに長期間じっくり学びたいという学生
ヨーク
（York）

ヨーク

イングランド北部
ノース・ヨークシャー州の都市
人口は204,439人（2014年時点）

のため、9月上 旬から12月上 旬の約3カ月
間にわたるプログラムも用意しています。本
学の認定留学制度を利用します。

プロアクティブなビジネスリーダーをめざす、少数精鋭のプログラムを展開。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
プログラムを実施できないまたは変更する場合があります。

BestA 紹 介ムービー
海外ビジネス英語プログラム
（BestA）
のイギリス・ヨークにおける留
学風景を紹介。現地での取り組みやホームステイ先での様子、休日
の過ごし方など、BestAのイメージがつかめます。

1分55秒
ショート
バージョン

10分40秒
ロング
バージョン
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海外でプレゼンテーションを
するのに十分な英語力を身に付ける
2年次でプレゼンテーションの基礎を学んだ
うえで、3〜4年次にかけてプロジェクトに取り組み、
プレゼンテーション能力を磨いていきます。

1クラス15名程度の
少数精鋭のゼミ形式
3〜4年次は、少人数制のゼミできめ
細かい指導を行います。チームでプロ

現地企業・大学でプロジェクト
研究のプレゼンテーションを
3年次の春学期より準備を始め、
夏の海外ワークショップにて、現地企

ジェクト研究に取り組み、
リーダーシップ

業や大学でプロジェクトの調査・発表

とプロジェクト実践力を身に付けます。

を英語で行う予定です。

▲シンガポール研修の様子

10

実践プログラム

ビジネスのスペシャリストになる

商学部ニュース！

ビジネスの世界で必要とされるのは
「最後まで自分で成し遂げる力」。大規模なデータの分析力、
リサーチ力、
コミュニケーション能
力を徹底的に鍛え、企業や組織に新しい価値をもたらすサービス・イノベーターを育成します。

データ分析で新たなビジネスを生み出す

実践プログラム④

サービス・イノベーション

DSI

T O P IC

発見力
×

特別プログラム

実践力

Data Mining and Service Science for Innovation

プログラム体験メッセージ

リアルなデータの分析をマーケティングに
生かす奥深さを感じました。
札幌市内に展開するスーパーマーケットチェーンから提供されたデータを用いて、店舗の特徴の割り出しや商
圏、競合店の分析を行いました。10年分の膨大な購買データを、
プログラムコードを書いてサーバーから抜き取
り、
エクセルに移し替えてグラフ化し、
そこから読み取った内容をもとに仮説を立て、発表しました。
さらに私たちの

1

T O P IC

横山ゼミ

企業や福祉事業所を巻き
込みながら、全力でSDGs
事業を立ち上げました。
横山ゼミでは、
「サーキュラーエコノミー×
社会福祉×学生の力」
を合言葉に、協働
で美しいストーリー性のあるブランド創造
をめざして、
ゼロから2つの事業を立ち上
げました。
その名も
「食の魔女プロジェク
ト」
と
「衣の魔女プロジェクト」
で、産地廃
棄野菜や未活用衣料をアップサイクルし
た商品開発・販売の総合企画と運営を
行っています。企業や福祉事業所と協働
して具現化しただけでなく、
クラウドファン
ディングで計217名の支援者を集めて、
資金調達にも成功しました。

グループはタイムリーなテーマにも挑戦し、新型コロナウイルスが店舗に与える影響も分析しました。発表を聞い

2

T O P IC

中嶌ゼミ

フードロス削減への挑戦。
岩駒屋「シェアベジ」始動！

中嶌ゼミでは、2020年秋からコロナ禍の
影響があるなかで、大阪府八尾市のプラ
スチックなどの成形加工会社、
サンライト
化成(株)との産学連携を企画し、関西大
学幼稚園とコラボすることで
「園児が喜
ぶ砂場スコップ（関大スコップ）」
を製作す
ることを進めてきました。試作品第1号は
2021年秋に完成させました。園児の手
のサイズ測定やインタビュー、遊ぶ姿もビ
デオ撮影し、収集したデータはデータサイ
エンスで分析。
「関大スコップ第1号」
を今
春に完成させ、園児の笑顔を見ようと学
生たちは進んでいます。

(株)プロアシスト社と岩本ゼミの産学連
携プロジェクト
「岩駒屋：
『駒』
はプロアシ
スト社の社長、生駒京子氏に由来」
から
生まれた
「シェアベジ」
は、
コロナ禍でフー
ドロスに悩む農家の野菜を企業の福利
厚生の一環として提供・販売する仲介ビ
ジネスです。昨年度は新規農家の開拓と
顧客企業との契約獲得のための営業活
動と並行して、大丸須磨店でのマルシェ
の開催や「関西大学SDGs WEEKs」
で
の講演会などを行い、
シェアベジの知名
度向上に努めました。加えて、更なる活動
資金を得るためにクラウド・ファンディング
も実施しました。今年度も更なるビジネス
の拡大をめざして奮闘中です。

ていただいた店舗のマーケティング責任者からは、分析の前提となる見立ての甘さを指摘されました。残念では

拠を意識し、他の可能性も含めて考えるロジカルな思考力が身に付いたと思います。
プログラムを通して学んだ

2022年3月卒業

岩本ゼミ

コロナ禍のなかでも学生と
園児がコラボ！新たな笑顔、
成果を作る！

ありましたが、店舗の成長戦略のためにデータを活用するマーケティングのプロのすごみに触れるという貴重な
経験ができました。
もともと他人の意見を鵜呑みにしやすいタイプでしたが、DSIに参加したことで一つ一つの根

3

/ 末浪 好一郎

（奈良／県立登美ケ丘高校出身）

ことを生かして、将来は社会をより豊かにするイノベーティブな仕事がしたいと考えています。

DSIに参加して
得た経験

3年次
4月〜6月

春学期は週4コマの
授業を通してデータ
分析の基礎、
コン
ピュータ操作をしっ
かり学びました。

7月〜9月

実際の店舗データを
使った分 析をスター
ト。膨大なデータをどう
使うのかを徹底的に
考え、粘り強く分析し
ました。

10月〜

商学部の学生が企画・運営を行う

秋 学 期はチームで分
析を進め、最終発表を
行いました。先生や企
業のマーケティング責
任者から貴重なアドバ
イスをいただきました。

関西大学ビジネスプラン・コンペティション
Kansai
University
BIz Plan
Competition

2022年度は第17回本選会が10/8（土）にオンライン開催となります。

ポテンシャル豊かなイノベーターを創出し、社会に貢献できる人材を育成。
グローバル社会のニーズに応える
サービス・イノベーションを生み出す
新サービスを創造するため、
ビジネスの大きな動き

データマイニング技術の習得を
もとにイノベーターをめざす
膨大なデータ
（ビッグデータ）
から新サービスの創造に役

共同プロジェクトで
企業とコラボレーション
企業との共同プロジェクトに挑戦します。

を科学的に解析し、新しい知見を加味して考えるとい

立つ有益な情報（パターンやルール）
を引き出す
「データマ

大手企業の社員からのフィードバックを得ら

うイノベーターとして必要な能力を身に付けます。

イニング」の技術を習得します。

れることもあり、貴重な機会となっています。

DSI 紹 介ムービー
2019年度文部科学大臣表彰において、科学技術賞を受賞され
た矢田勝俊教授が、
サービス・イノベーション特別プログラム
（DSI）
の概要をデータマイニングが注目されている背景とともに解説。DSI
を受講し、社会で活躍するOB・OGからのメッセージもあります。
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広報活動からイベント当日の運営まで、学生が主体となってビジネスプラン・コンペティションを盛り上げます。
KUBIC（キュービック）
のキャッチ・フレーズは「学生の力」。応募はもちろんのこ
と企画運営についても協賛団体や大学スタッフの支援を得ながら、学生が主体と
なってKUBIC学生実行委員会を立ち上げ、活動を行っています。KUBICは、応
募においても運営においても、学生自身が主役となるイベントです。

KUBIC 紹 介ムービー
45秒
ショート
バージョン

6分11秒
ロング
バージョン

アイデア出しから応募、本選会当日まで、関西
大学ビジネスプラン・コンペティション
（KUBIC）
の流れと概要を解説。KUBIC学生実行委員会
によるイベントの準備模様も見られます。

KUBIC「学生の力」の詳細はこちら

1分18秒
ショート
バージョン

7分6秒
ロング
バージョン
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キャリアデザイン・資格
充実したキャリアサポート

商学部生の就職率

98.3％
97.5％

キャリアデザインとは、
自分がどのように仕事（キャリア）
と関わり合っていくのかを構想（デザイン）
することです。商学部でビジネスを学ぶことは、
社会のさまざまなフィールドで活躍するために必要な広い視野、
そして実践的な知識を獲得することにつながります。

1〜 2 年次

3年 次

大学生活を有意義に過ごし、
キャリアデザインの意識を高める。

インターンシップ

就職支援プログラムを活用して
自分に合った進路を決定する。

就職支援プログラム
●業界研究セミナー

実際に企業・団体の職場で就業体験
を積むチャンスです。

●企業研究セミナー

業

キャリ ア 支 援

キャリアデザイン
について考える
機会を豊富に設
けています。

インターンシップなどを体験し、
就職活動に備える。

卒

キャリアデザインセミナー、
キャリアプランニングセミナー

男子学生

4年 次

税理士

日商簿記検定

女子学生

卒業生の就職先の一例

公務員・
公立学校教員

（2022年3月現在実績）

運輸業・郵便業

3.1%

電気・ガス・熱供給・水道業

0.3%
0.9%

その他

建設業

3.6%
3.6%

不動産業・
物品賃貸業

5.5%

卸売業・
小売業

20.0%
金融業・保険業

9.7%

製造業

18.6%

教育・広告・
その他サービス業

16.8%

情報通信業

17.9%

（2022年3月現在実績）

●就職活動対策講座
●就職模擬面接

など

商学部でめざせる資格
公認会計士

業種別 就職状況

（2022年3月現在実績）

会計の専門家であり、独立した立場において、監査業務、税
務業務、
コンサルティング業務などさまざまな役割を果たしてい
ます。企業の経営・財務活動を支えるニーズの高い資格です。
税金の申告をはじめ、記帳代行や決算書作成など、税務
および会計全般の業務を行う唯一のプロフェッショナル
です。企業のみならず個人の納税までサポートする社会
貢献度の高い国家資格です。
日本商工会議所等が実施する社会的評価の高い簿記
の検定試験。経理・財務をはじめ経営管理に役立つ知
識として、企業に最も求められる資格の一つです。商学
部では就職に有利な2級以上合格を推奨しています。

中小企業診断士

中小企業に対して、経営状況を診断してコンサルティン
グを行える国家資格です。

国税専門官

国税局や税務署に勤務し、租税財源を確保するため、
納税者への指導、督促などの業務を行う専門職です。

不動産鑑定士

土地や建物などの不動産の評価や担保としての価値を
判断するための国家資格です。

証券アナリスト

投資についての高度な専門知識と分析能力を駆使して、
投資家へのアドバイスや投資管理の情報を提供します。

教員免許

中 学 校の社 会 科 、高 等 学 校の地 理 歴 史 科 、公民科 、
商業科の教員をめざすことが可能です。

卸売業・
小売業

因幡電機産業/岩谷産業/岡谷鋼機/加藤産業/キヤノンマーケティングジャ
パン/国分西日本/コストコホールセールジャパン/サンゲツ/しまむら/生活協
同組合コープこうべ/セブン-イレブン・ジャパン/双日/ダイワボウ情報システム
/トラスコ中山/日鉄物産/日本アクセス/阪急阪神百貨店/阪和興業/ファミ
リーマート/富士フイルムビジネスイノベーションジャパン/三井食品/明治屋
産業/山善/山星屋/ユアサ商事/ライフコーポレーション/リコージャパン/ワ
タキューセイモア など

製造業

アイリスオーヤマ/アサヒ飲料/伊藤ハム/ＮＥＣプラットフォームズ/沖電気
工業/グローリー/グンゼ/興和/小林製薬/サカタインクス/サントリーホール
ディングス/ＧＳユアサ/シャープ/新明和工業/スタンレー電気/住友電気工
業/積水化学工業/ダイキン工業/大日本印刷/ダイフク/武田薬品工業/ＤＩ
Ｃ/テルモ/東芝テック/東リ/ＴＯＴＯ/凸版印刷/ニコン/ニチアス/日本精工
/日本製紙/日本電気/日本製鋼所/パナソニック/日立建機/日立製作所/
富士通ゼネラル/富士電機/古野電気/マックス/三菱マテリアル/村田製
作所/安川電機/やまびこ/淀川製鋼所/ライオン/リコー/リスパック など

情報通信業

教育・広告・
その他サービス業

ＳＣＳＫ/ＮＴＴデータシステム技術/ＮＥＣソリューションイノベータ/エヌ・ティ・
ティ・コムウェア/ＮＴＴコムエンジニアリング/ＮＴＴデータＳＭＳ/大塚商会/オー
ビック/サイバーエージェント/システナ/ジュピターテレコム/Ｓｋｙ/住友電工情
報システム/ソフトバンク/Ｔ
Ｉ
Ｓ/トランスコスモス/西日本電信電話/パナソニッ
ク システムソリューションズ ジャパン/富士ソフト/富士通Ｊａｐａｎ/富士通ネット
ワークソリューションズ/三井Ｅ＆Ｓシステム技研/三井情報/ミロク情報サービ
ス/ユニアデックス/楽天グループ など

金融業・
保険業

尼崎信用金庫/イオンクレジットサービス/伊予銀行/大阪信用保証協会
/関西みらい銀行/かんぽ生命保険/紀陽銀行/京都銀行/京都中央信
用金庫/ジェーシービー/住友生命保険/損害保険ジャパン/ＳＯＭＰＯひ
まわり生命保険/第一生命保険/太陽生命保険/東京海上日動火災保
険/南都銀行/日本銀行/農林中央金庫/野村證券/百十四銀行/福岡
銀行/丸三証券/みずほ銀行/みずほ証券/みずほフィナンシャルグループ
/三井住友カード/三井住友信託銀行/りそなグループ など

不動産業・
物品賃貸業

エスリード/近鉄不動産/住友三井オートサービス/積水ハウス不動産関西
/東急リバブル/長谷工コミュニティ/レンタルのニッケン など

建設業

コイズミ照明/セキスイハイム近畿/積水ハウス/大和ハウス工業/大和
リース/長谷工コーポレーション/パナソニック ホームズ/ミライト/Ｌ
ＩＸＩ
Ｌ
など

公務員・
公立学校教員

茨木市職員/愛媛県警察官/大阪市職員/大阪府教員/大阪府警察官/
大阪府職員/京都市職員/国税専門官/国家公務員一般職/奈良県職員
/奈良市職員/防衛省専門職員 など

運輸業・
郵便業

関西丸和ロジスティクス/キリングループロジスティクス/住友倉庫/セン
コー/東海旅客鉄道/西日本鉄道/日本郵便/日本航空/阪急阪神エクス
プレス/北海道旅客鉄道/ヤマト運輸 など

アクセンチュア/有限責任あずさ監査法人/アビームコンサルティング/ＥＹ
新日本有限責任監査法人/クイック/セコム/帝国データバンク/東洋テック
/博報堂プロダクツ/船井総合研究所/マイナビ/三井住友トラスト不動産/
三菱地所コミュニティ など

電気・ガス・
熱供給・水道業

関西電力 など
※原則として業種別、50音順で記載しています。

OB・OG
卒業生からのメッセージ

ビジネスを学んだ学生は、
当然就職にも強い！
厳しい就職環境の中でも、
商学部は毎年全国平均を上回る
就職率をあげています。
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流通 専修
株式会社大広

片山 大暉 さん

〈 2021年3月卒業〉

ファイナンス専修

国際ビジネス専修

日新火災海上保険株式会社

Peach Aviation 株式会社

橋本 椋介 さん

〈 2016年3月卒業〉

藤本 和花 さん

〈 2019年3月卒業〉

マネジメント専修
Indeed Japan株式会社

古橋 直樹 さん

〈 2014年3月卒業〉

会計 専修
王子ネピア株式会社

増田 昭太 さん

〈 2020年3月卒業〉

広告制作の全体をプロデュース

4年間の学びを生かして業務にあたる

お客さまからの言葉が成長の原動力

幅広い企業の採用支援を担当

日々の暮らしを支える一役を担う

クライアント企業がCMや新聞広告を制作す
る際に、要望のヒアリングや企画の設計、全体
のスケジュール管理など、全体をプロデュースす
る業務に携わっています。クライアントが求める
価値を見極め、魅力を伝えることができるように
常にお客さま目線で考えることを意識して取り組
んでいます。広告会社を志望したのは、
さまざま
な業界に触れて経験を積むことで、自分自身の
知見と
「面白い」視点が増え、人生が豊かになる
と考えたから。ゼミで磨いた、諦めるか進むかを自
分で判断する「 意思決定 」の能力が、現在の仕
事にも役立っていると感じています。

事故や災害に遭われたお客さまに対し、事故内
容のヒアリングから示談交渉、保険金の支払いまで
の一連の業務を担当しています。保険商品はお客
さまが事故や災害に遭われた時にはじめてその商
品価値が発揮されます。そのため自分自身の対応
が商品の価値を決めるといっても過言ではなく、
そ
こに魅力とやりがいを感じています。
日々のお客さま対応や示談交渉の資料作成、保
険金をお支払いするための損害調査などにおい
て、
ゼミでのプレゼンテーションで培った物事を分か
りやすく人に伝える力や、卒業論文作成で身に付
けた文章構成力が役立っています。

保安要員として、お客さまに安全で快適な環
境を提供する仕事に携わっています。外国籍の
お客さまと接する機会が多いため、
ビジネス英語
の授業で学んだセンテンスをはじめ、国際空運論
やゼミで学んだエアラインの知識を活用していま
す。この仕事の魅力は、客室乗務員としての存
在意義ややりがいを毎便感じられるところ。全て
のお客さまに安全かつ快適に過ごしていただけ
るよう、常に客室乗務員同士で情報を共有し、最
善の対応ができるように努めています。お客さま
からいただく感謝の言葉が、
さらなる成長への原
動力になっています。

採用の課題を抱える幅広い企業規模のお客
さまに対し、
その解決を担う仕事に携わっていま
す。大学での4年間で「一人ひとりが充実した生
きるを実感できる社会をつくりたい」
という思いに
至り、
「充実した生きる」
を実現≒「充実したはた
らく」
を提供することが実現の鍵を握ると考え、
こ
の仕事を選択しました。企業の採用支援は、事
業成長に貢献する重要な要素であると同時に、
雇用の流動と個人のキャリアアップを促進させ
ることで諸外国に対する日本の競争力向上にも
つながるという意義を感じながら、日々の業務に
取り組んでいます。

営 業 職として、ティシュやトイレットロール、赤
ちゃん用紙おむつなどの日用品を小売店や代理
店に販売しています。人々が毎日使用するものを
商材としており、安定した供給が必要なため、
日々
の暮らしを支える一役を担う意義を感じています。
パルプや原油などの原料価格によって利益が大
きく左右されることから、徹底したコスト管理・損益
分岐点の把握が不可欠となりますが、3年次に
取 得した簿 記 検 定 2 級 の 知 識が 今 非 常 に役
立っています。今後はまず国内で営業スキル・マ
ネジメント力を磨き、
ゆくゆくは海外に関わる事業
に携われたらと考えています。
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