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公共マネジメント学科臨時号

　経済学部公共マネジメント学科は、公共的な諸活動の場で活躍する職業人を
育成することを目的として、平成 23 年 4月に開設されました。
　本学科では、公共的な諸問題に対して、マネジメント（効果的な経営管理）と
いう視点から取り組み、課題を明らかにし、解決の方向性を示していくことを学
びます。そして、基礎教育と専門教育を通して、次のような人材を育成します。

○経営能力を身につけた行政人
○公共的な調整能力に秀でた企業人
○戦略的マネジメントができる非営利組織人
○まちづくりのノウハウに優れた地域コーディネーター

　平成 24 年 4月に、公共マネジメント学科は開設から2 年目を迎え、
いよいよ専門教育が本格始動しました。

①みんなで意見を出し合って
課題に取り組むので、自分
の意見が言えたり、他の人
の意見が聞けたりすること
です。
②英語だけでなく、中国語や
朝鮮語も第一外国語として
選択できます。
③受験は一つひとつの積み重
ねが大事なので、毎日しっ
かり頑張りましょう。

①合宿や先生方との懇親会な
ど、学生発案の活動を行っ
ています。
②経済学部のみの単科大学
で、他の大学より規模は小
さいですが、その分ヨコの
繋がりが強いです。
③大学受験が今の一番の目標
となっている人も、自身の
人生からすると一つの通過
点にすぎません。勉学やや
りたい事に挑戦する意志を
もって、受験勉強に励んで
下さい。

①自分たちの考えで、色々な
活動の企画・運営を行い、
学科の一期生として伝統を
形作っていけることです。
②熱心な先生が多く、学生と
先生の距離が近い。色々な
チャレンジの場を提供してく
れます。
③自分の可能性を信じて頑
張ってください。

①実際に地域に出向いて見
聞きできるので、高い意識
を持って授業に臨めること
です。
②入学直後に公共マネジメン
ト学科新入生合宿でたく
さんの友達ができることで
す。
③受験本番まで学力はいく
らでも伸ばすことができま
す。あきらめずに最後まで
頑張ってください！

大分県立大分豊府高等学校出身 山口県立岩国高等学校出身 山口県立小野田高等学校出身
大迫 史織 中村　良 森島 知香
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経営学を基礎に、公共の場を効果的に動かす

公共マネジメント学科本格始動！

公共マネジメント学科2年生に聞きました！

宮崎県立小林高等学校出身
成見 宏太郎

公共マネジメント学科新入生合宿

①
あなたが公共マネジ
メント学科で一番魅
力を感じていること
は何ですか？

②
あなたにとっての
市大の魅力は何で
すか？

③
受験生に向けて一言
お願いします。
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①あなたが公共マネジメント学科で一番魅力を感じていることは何ですか？　②あなたにとっての市大の魅力は何ですか？

推薦入学
全　国

経済学科

募集人員
出願手続 試験日 試験会場 合格発表

11月1日（木）～11月8日（木） 11月17日（土） 下関 11月26日（月）

1月28日（月）～2月6日（水） 2月25日（月） 下関・広島・大阪 3月6日（水）

1月28日（月）～2月6日（水） 3月8日（金） 下関・広島・大阪
福岡・鹿児島・高松 3月21日（木）

11月1日（木）～11月8日（木） 11月17日（土） 下関 11月26日（月）

11月22日（木）～11月30日（金） 12月15日（土） 下関 1月25日（金）
11月22日（木）～11月30日（金） 12月15日（土） 下関 1月25日（金）
10月18日（木）～10月25日（木） 11月17日（土） 下関 11月26日（月）

国際商学科 公共マネジメント学科

地　域

前期日程

帰国子女
社会人
中国引揚者等子女

公立大学中期日程

A
27名 27名 7名

29名 29名 8名

52名 52名 16名

83名 83名 27名

2名 2名 1名

8名 8名 4名

2名 2名 1名
若干名 若干名 若干名
若干名 若干名 若干名

B

一般選抜

特別選抜

外国人留学生
第 3年次編入学

②色調が統一された落ち着い
たキャンパスです。就職率
が高く、キャリア講座も充
実しています。

②学内がキレイになって大学
らしいキャンパスが魅力で
す。先生とのコミュニケー
ションも盛んです。

①私は警察官を目指しており、
公務員になった際に必要と
なるであろう知識を学ぶこ
とができることです。

①下関を全国にアピールした
い！地域と密着した活動が
できるのが魅力です！

②校舎やパソコンが新しくて
キレイ。公共マネジメント
学科の雰囲気がいいです。

②就職に向けてのサポート
が充実しています。また、
行動次第で、自分の世界
をどんどん広げることが
できます。

①学生が自分で考え、自分で
動く、他の大学ではできな
い活動が魅力です！

①授業では複数のグループに
分かれてそれぞれが積極的
にフィールドワークを行う
等の、多彩な授業を受講で
きます。

②学科などに関わらず、皆部
活に熱心なこと。また、色々
な県から来た人がたくさん
いるので様々な出会いがあ
ります。

①学科で合宿や立食会といっ
た行事が行われ、先生や
他学年との交流を深める
ことができます。

岡山県立岡山大安寺高等学校出身

岡山県立大安寺高等学校出身

山口県立下関西高等学校出身

山口県立山口中央高等学校

山口県立防府商業高等学校出身

富山県立水橋高等学校出身

京都府立桃山高等学校出身

サビエル高等学校出身

桐山 拓也

髙月 翔大

中村　淳

藤惠 万里奈

河村 涼太郎

金田 拓也

藤目 景子

三井 裕美子

山口県立徳山高等学校出身

広島県立三原高等学校出身

高松　彩

津田 啓悟

活躍の学生

公共マネジメント学科新入生合宿を終えて

　私たち２年生は昨年自分たちが参加した合宿を踏まえながら、１年生に早く仲間作りをしてもらうため、企画
を行いました。初めはうまくいくか心配でしたが、しっかりと反応を返してくれる１年生にとても救われました。
彼らのおかげで私たちもリーダーとして引っ張っていく事ができ、とても良い経験の場となりました。
　また、各班で行った討論でも盛んに意見を交わし合うことができたようですし、１年生の良い仲間作りの場に
なったと思います。
（公共マネジメント学科２年　高松　彩）

公共マネジメント学科の１年生を対象に、公共マネジメントとは何かを知るため、そして４年間
共に学ぶよき仲間をつくることを目的とした合宿が４月８日㈰～9日㈪に行われました。

　合宿を終えてしばらくして、合宿の反省会が実施され、私たち２年生も参加しました。
　まず、教職員の方々からの合宿についての報告をお聞きし、その席で来年度以降の合宿をより良い
ものにするための私たちの意見を述べることができました。その後の立食会では、私たちの合宿の企
画などに対して、教職員の方々からお礼の言葉をいただきました。とても充実した時間を過ごすこと
ができました。
　今後は、公共マネジメント学科の充実に向けて、私を含め先日発足した“公マネサークル”のメンバー
が中心となって学科を牽引していければと思っています。
（公共マネジメント学科２年　中村　良）

■入試情報



The Shimonoseki City University Public Relations 公共マネジメント学科臨時号

2

①公共マネジメント学科の特色　②受験生へのメッセージ
充実の教授陣

「みんなのために…」を考える。
■１年次

【公共マネジメント入門】
「公共マネジメント入門」は、学科教員が自分の専門分野の研究を「公
共マネジメント」という観点から説明するオムニバス形式の講義となっ
ています。私の担当回では、仮設住宅の集会所に NPO 法人がゴーヤ
の苗を植栽した「緑のカーテン事業」や、駅周辺の「放置自転車問題」
に取り組んだ東京都足立区の事例を紹介し、行政が、なぜ NPO 法人
や企業、住民と協力しながら公共的な課題に取り組まなければならな
いのかについて講義しています。
（足立 俊輔 講師） 

■３・４年次

公共マネジメント入門、公共哲学などの科目によって、
公共マネジメントに関係する様々な話題の紹介や、「公共
性」の基本概念などについて学びます。

専門応用科目や専門演習によって一層専門的分野の知見
を深め、かつ実践力を高めます。

①自治体と住民・NPO・企
業など地域の関係につい
て、その背景や実践例を学
習できるところに魅力があ
ります。
②公共の「マネジメント（経
営）」は、とても難しいこと
ですが、やり甲斐や達成感
はきっとあるはずです。

①経済学を中心に行政・コ
ミュニティを含めた幅広い
領域を教室だけでなく学外
のフィールドで学ぶことが
できます。
②さまざまな世代の人と交流
し、自分の進路決定に役立
ててください。

①「公共性」について深く考
えたうえで、「マネジメント」
を知り尽くした実践的「解
決知」を身につけます。
②受験勉強を終えたら、自由
で自主的で、学友たちと熱
い議論を交わす大学時代が
始まります。学問の府で、
皆さんを待っています。

①関心を共有する学友や、多
彩な専門分野の教員と交流・
議論できる機会が多く与え
られています。
②与えられた正解がある課題
だけでなく、答えがない社
会の課題に自ら取り組む意
欲のある学生を歓迎します。

①地域に密着したさまざまな
テーマについて研究ができ
ます。多様化した現代生活
の中に問題点を発見して、
学問的手法によって解決し
ていきましょう。
②新しい学科ですから、自分
の力で学科を作っていくと
い楽しさがあります。大学
生活がマネジメントそのも
のです。

公会計論
非営利会計論

地域問題論
生活構造論
農村社会学

地域経済史 環境マネジメント公共マネジメント論
非営利組織論
非営利組織マネジメント論

担当科目： 担当科目： 担当科目： 担当科目：担当科目：
足立 俊輔 叶堂 隆三 川野 祐二 菅　正史櫻木 晋一講師 教授 准教授 准教授教授

　公共マネジメント学科の専門教育は、
「公共＝行政」という枠にとらわれず、
次のように「行政」「企業・非営利」「コ
ミュニティ」の３つの分野を中心に構成
されています。
　経済学部としてはユニークな、非営利
の分野も学ぶことができます。

行政の分野

コミュニティの分野

企業・非営利組織の分野

行財政、地域政策、公会計など、政府組織
に関わる「政策分野」を学びます。

まちづくり、都市社会、地域産業など、
人々の生活空間に関わる「社会分野」を
学びます。

企業倫理、リスクマネジメント、公共非営
利戦略など、企業やＮＰＯといった民間組
織に関わる「マネジメント分野」を学びます。
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【公共マネジメント実習】

【公共マネジメント特講】

【非営利組織マネジメント論】

私の担当では地図を片手に地域調査に向かわせ、その地域の現状と課題
をまとめさせた上で、将来の市街地構想をグループで提案させていま
す。講義を通じて、企画構想力・調整能力など、公共の「マネジメント」
を担うための能力の育成を目指しています。
（管 正史 准教授） 

公共マネジメントを学ぶためには、地域の経営に大きな責任を有
する行政の存在を外すことはできません。行政が住民の声をいか
に受け止め、いかに関わり、いかに地域経営に努めているかを下
関市長や市の幹部職員が具体的事例の提示や実地研修を通して
講義します。

非営利組織（ＮＰＯ）の中でも、ＮＰＯブームを牽引したボランティア集団に焦点を置き、命令だけでは動かない自主的参加の集団をマネジメント
する方法について講義します。まず、ボランティアの心性について考察し、その動機を分析し、そのうえで非営利組織の特徴を解説し、そこに集ま
る人々の傾向を予測します。さらに、組織目標の到達、人間関係の維持、組織の存在意義、資金調達などの、マネジメント上の問題を議論します。

■ 2年次
各分野の専門科目の導入となる行政学、企業倫理・非営利組織論、まちづくり論を学ぶとともに、公共マネジメン
ト実習によって、実際の現場調査や、ディスカッション・プレゼンテーションの体験的な学習を行います。 

①世の中の仕組みについて多
様な観点から学ぶとともに、
実践的に議論し考えていく
場が用意されています。
②地域の問題に興味のある
人は、是非一緒に勉強しま
しょう。

①講義ではビジネスの現場で
起こり得るケースを用いな
がら、数回グループ討論を
実施しています。
②若い頃は何事も食わず嫌い
せず、百折不撓の精神で乗
り切りましょう。東アジア
の玄関口下関で皆さんの入
学をお待ちしています。

①資源枯渇により公共財的な
資源利用が重要視される中
で、当該学科への社会的ニー
ズは今後も高くなります。
②生活する上で欠かせない
経済の仕組みを深く学びま
しょう。

①経済学を基礎に、公共空間
で起きる様々な問題に対し
て、マネジメントの視点か
ら問題解決を図る新しい学
問です。
②私達と一緒に公共マネジメ
ントについて考え学び、公
共マネジメント学という新
しい分野を開拓していきま
しょう。

①座学に加えて、地域に出か
けてフィールドワーク調査
を行う実習や特講などがあ
り、多面的な学びの機会が
豊富です。
②社会や行政・政治や公共
性について、教室での勉強
と地域でのフィールドワー
クを通して一緒に学びませ
んか。

杉浦 勝章 中川 圭輔 濱田 英嗣 横山 博司水谷 利亮准教授 講師 教授 教授教授
地域政策論 企業倫理 地域産業論 行政学

地方行政論
コミュニケーション心理学
人間関係論

担当科目： 担当科目： 担当科目： 担当科目： 担当科目：
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力を感じていること
は何ですか？

②
あなたにとっての
市大の魅力は何で
すか？

③
受験生に向けて一言
お願いします。
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①あなたが公共マネジメント学科で一番魅力を感じていることは何ですか？　②あなたにとっての市大の魅力は何ですか？

推薦入学
全　国

経済学科

募集人員
出願手続 試験日 試験会場 合格発表

11月1日（木）～11月8日（木） 11月17日（土） 下関 11月26日（月）

1月28日（月）～2月6日（水） 2月25日（月） 下関・広島・大阪 3月6日（水）

1月28日（月）～2月6日（水） 3月8日（金） 下関・広島・大阪
福岡・鹿児島・高松 3月21日（木）

11月1日（木）～11月8日（木） 11月17日（土） 下関 11月26日（月）

11月22日（木）～11月30日（金） 12月15日（土） 下関 1月25日（金）
11月22日（木）～11月30日（金） 12月15日（土） 下関 1月25日（金）
10月18日（木）～10月25日（木） 11月17日（土） 下関 11月26日（月）

国際商学科 公共マネジメント学科

地　域

前期日程

帰国子女
社会人
中国引揚者等子女

公立大学中期日程

A
27名 27名 7名

29名 29名 8名

52名 52名 16名

83名 83名 27名

2名 2名 1名

8名 8名 4名

2名 2名 1名
若干名 若干名 若干名
若干名 若干名 若干名

B

一般選抜

特別選抜

外国人留学生
第 3年次編入学

②色調が統一された落ち着い
たキャンパスです。就職率
が高く、キャリア講座も充
実しています。

②学内がキレイになって大学
らしいキャンパスが魅力で
す。先生とのコミュニケー
ションも盛んです。

①私は警察官を目指しており、
公務員になった際に必要と
なるであろう知識を学ぶこ
とができることです。

①下関を全国にアピールした
い！地域と密着した活動が
できるのが魅力です！

②校舎やパソコンが新しくて
キレイ。公共マネジメント
学科の雰囲気がいいです。

②就職に向けてのサポート
が充実しています。また、
行動次第で、自分の世界
をどんどん広げることが
できます。

①学生が自分で考え、自分で
動く、他の大学ではできな
い活動が魅力です！

①授業では複数のグループに
分かれてそれぞれが積極的
にフィールドワークを行う
等の、多彩な授業を受講で
きます。

②学科などに関わらず、皆部
活に熱心なこと。また、色々
な県から来た人がたくさん
いるので様々な出会いがあ
ります。

①学科で合宿や立食会といっ
た行事が行われ、先生や
他学年との交流を深める
ことができます。

岡山県立岡山大安寺高等学校出身

岡山県立大安寺高等学校出身

山口県立下関西高等学校出身

山口県立山口中央高等学校

山口県立防府商業高等学校出身

富山県立水橋高等学校出身

京都府立桃山高等学校出身

サビエル高等学校出身

桐山 拓也

髙月 翔大

中村　淳

藤惠 万里奈

河村 涼太郎

金田 拓也

藤目 景子

三井 裕美子

山口県立徳山高等学校出身

広島県立三原高等学校出身

高松　彩

津田 啓悟

活躍の学生

公共マネジメント学科新入生合宿を終えて

　私たち２年生は昨年自分たちが参加した合宿を踏まえながら、１年生に早く仲間作りをしてもらうため、企画
を行いました。初めはうまくいくか心配でしたが、しっかりと反応を返してくれる１年生にとても救われました。
彼らのおかげで私たちもリーダーとして引っ張っていく事ができ、とても良い経験の場となりました。
　また、各班で行った討論でも盛んに意見を交わし合うことができたようですし、１年生の良い仲間作りの場に
なったと思います。
（公共マネジメント学科２年　高松　彩）

公共マネジメント学科の１年生を対象に、公共マネジメントとは何かを知るため、そして４年間
共に学ぶよき仲間をつくることを目的とした合宿が４月８日㈰～9日㈪に行われました。

　合宿を終えてしばらくして、合宿の反省会が実施され、私たち２年生も参加しました。
　まず、教職員の方々からの合宿についての報告をお聞きし、その席で来年度以降の合宿をより良い
ものにするための私たちの意見を述べることができました。その後の立食会では、私たちの合宿の企
画などに対して、教職員の方々からお礼の言葉をいただきました。とても充実した時間を過ごすこと
ができました。
　今後は、公共マネジメント学科の充実に向けて、私を含め先日発足した“公マネサークル”のメンバー
が中心となって学科を牽引していければと思っています。
（公共マネジメント学科２年　中村　良）

■入試情報
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