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⽉に⾏われる「全国⼤学統⼀⼊試」の点数次第で決まります。そのため、⾼校

生がこの統一入試で思うような点数が取れない場合には、日本の大学などへ

留学するという道も選択肢の⼀つとして考えられているようです。最近では、⽇

本で関⻄でも関東でも東⼤・京⼤を目指す留学⽣のための予備校までありま
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就職活動は、①企業研究・業界研究、②ES の作成、③SPI 試験あるいはネット試験、④面接、の 4つしかありません。学⽣を⾒てい

ると、①の企業研究が足りないといつも思います。日頃から企業研究をしておくと、もっと自分の希望する企業に就職できると思います。 

（２）就職先業種 

 マーケティング学科の学⽣の就職先を業種別で⾒ると、①⾦融業 25 人、②情報通信業 16 人、②卸売業 16 人、④小売業 13 人、

⑤不動産取引・賃貸・管理業 10 人、⑤その他・専門技術サービス業 10 人、⑦その他製造業 7 人、⑦複合サービス業 7 人などとなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）就職先企業 

 平成 28年度の卒業⽣の就職先企業を⾒ると、（株）LIXIL トータルサービス、凸版印刷（株）（株）、タカラスタンダード

（株）、（株）メニコン、東京ガスリビングライン（株）、KDDI（株）、オービックビジネスコンサルタント（株）、（株）マイナ

ビ、（株）宣伝会議、リコージャパン（株）、ソフトバンク コマース&サービス（株）、近畿日本ツーリスト（株）、クラブツーリズ

ム（株）、(株)ドン・キホーテ、資⽣堂ジャパン（株）、⻘⼭商事（株）、（株）ビックカメラ、（株）ヤオコー、（株）みずほ

フィナンシャルグループ、（株）三井住友銀⾏、SMBC⽇興証券（株）、（株）千葉銀⾏、（株）筑波銀⾏、巣鴨信⾦、

中央労⾦、（株）ジェーシービー、損害保険ジャパン⽇本興亜（株）、（株）⼩⽥急保険サービス、みずほ不動産販売

（株）、野村不動産アーバンネット（株）、三菱 UFJ不動産販売（株）、三井不動産レジデンシャルサービス（株）、トラン

ス・コスモス（株）、ANAテレマート（株）、三菱 UFJ トラストビジネス（株）、（株）東京堂、（学）東洋大学、埼玉中央

農協（協）、市川市農協（協）、つくば市⾕⽥部農業協同組合、⽇本郵便（株）、中野区役所、北区役所、など多彩な

企業・団体に就職しています。（了）   

 

このように案外⾦融業が多いのです。どうしても⾦融業の⽅々は、⾦融商品についての勉

強をいろいろとしないといけないために消費者に⽐べて⾦融に関連する情報を多く持っていま

す。そのため、消費者との接点では、彼らは自覚していないのですが、消費者からすると上から

目線の説明になりがちなのです。そのため、顧客目線からの説明などはマーケティング学科の

卒業⽣なら上⼿なのではないかという期待もあるようです。そのため、案外、⾦融機関への就

職はしやすい状況にあったのです。 ただし、マイナス⾦利政策のために⾦融機関が⼗分に利

益を出せなくなってきていて、メガバンクが合理化に向って動き始めています。地銀も当然、合

理化に動くと思います。そのため、最も多くの学⽣がお世話になっている⾦融機関に就職しに

くくなる可能性が出てきています。その点が懸念されます。  

 


