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平成26年度

入試情報
● 前期日程において、福岡試験場を新設！
● 西日本の経済学部で唯一の公立大学中期日程実施！
● 大学入試センター試験では得意科目の得点比重を高めるシステムを
　 採用しています！

一般選抜
前期日程

公立大学
中期日程

出願手続期間区　分 日　程 試 験日 試験会場 合格発 表

1月27日（月）～
2月  5日（水）

2月25日（火）

3月21日（金）3月  8日（土）

3月  6日（木）

※消印有効 高 松
大 阪下 関 広 島

福 岡

大 阪下 関 広 島
福 岡

鹿児島

高 松

大 阪
下 関

広 島

福 岡

鹿児島

試験日 2/25・3/8

試験日 2/25・3/8

試験日 2/25・3/8

試験日 2/25・3/8

試験日 3/8 試験日 3/8
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充実のキャリア支援 就職決定率

96.1％
12位

（平成24年度実績）

文系学部就職率ランキング
（卒業生300人以上）

週刊ダイヤモンド特大号『大学徹底比較　
就職に強い学部・ゼミ・体育会はここだ！』
（2013年 10月 12日号）より
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キャリア概論（1年次）

実社会で活躍している社会人を講師として招き「世の中には
どのような仕事があるのか」「どのような仕事をしているの
か」を講義します。『働くとは何か』『世の中で求められている
能力は何か』を自ら考えるきっかけとし、自分の強みや弱みを
知り、学生時代にいかに成長していくかを考えていきます。

課題解決型学習（PBL）
産業界と連携しながら、フィールドワークを通じて課題を解決して
いくことで、社会人として必要な力を身につけます。
今年度のテーマ
■唐戸スイーツを全国に発信プロジェクト
■海峡ゆめプロジェクト
■シーモール下関専門店街における若者集客
の方策について　
■ホテル利用者の意識調査とマーケティング

2年次
今すべきことを考え
行動しよう！

3年次
将来を決める
大事な時期！

4年次
社会人に向けて
ラストスパート！

地域経済特講
（３年次以上）

現場の第一線で活躍している社会人を招き、仕事に取り組む前
に理解しておきたい業界の情報や職種について学びます。長く
続く社会人生活のスタートラインに立つにあたり、残りの学生
生活をいかに有意義に過ごすか、入社までにどれだけスキル
アップすることができるかを考えます。３年生にとっては、会社
説明会では聞くことのできない生の情報を得ることができ、進
路選択に有効な判断材料になります。

ビジネス・プロフェッショナル

　株式会社山口銀行　
取締役　藤井　克将氏

1年次から4年次までの一貫したキャリア教育
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1年次
将来について
考える！

インターンシップ（2年次以上）

インターンシップ先
国際インターンシップ　佳能大連弁公設備有限公司（キヤノン大連）、青島永旺東泰商業有限公司
（青島イオン）、三菱商事株式会社（青島・シンガポール）、釜山国際交流財団（釜山）、独立行政法人
日本貿易振興機構（シンガポール）　ほか
国内インターンシップ　日本生命保険相互会社、西中国信用金庫、下関市役所、株式会社ふくおか
フィナンシャルグループ、株式会社損害保険ジャパン　ほか　　　　　　　（平成25年度実績）

体験者の声
■目的を持つことで自分の意識も変わり、モチベーションを上げる動機にもなると感じました。大学生
活をただ過ごすのでなく、しっかりと自分で目標を立てて、意識的に行動していきたいと思います。
（西中国信用金庫派遣：国際商学科3年　小寺 朝子）
■与えられた仕事だけではなく、自分から積極的に行動し、発信していくことが大事であることを
実感しました。大学生活においても今まで以上に「主体性」「行動力」「実行力」の三つを大事に、
就職活動にも活かしていきたいです。
（下関市産業振興部産業立地就業支援課・商工振興課派遣：経済学科3年　青山 華子）

インターンシップ先は国内に限らず、海外の事業体
に学生を派遣する国際インターンシップも行ってい
ます。事前研修会や事後の報告会など、より効果的な
インターンシップに取り組める体制も整っており、
就業意識を養うことで就職活動において適切な職業
選択ができるようになります。
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学内業界研究会・企業説明会

参加企業一例
日本銀行、株式会社日本政策金融公庫、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、大正製薬株式
会社　ほか 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012年度実績）

自分の知らなかった様々な企業を知る
だけでなく、学内で説明会を行うこと
で、学生の負担を減らすことができま
す。昨年度は 173 社が本学を訪れ、延
べ 2,100 名の学生が参加しました。

内定者の声内定速報
日本銀行、株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ、株式会社三井住友銀行、株
式会社中国銀行、中国労働金庫、九州労
働金庫、日本生命保険相互会社、あいお
いニッセイ同和損害保険株式会社、野村
證券株式会社、伊藤忠エネクス株式会
社、株式会社伊藤園、久光製薬株式会社、
株式会社スターフライヤー、九州旅客鉄
道株式会社、株式会社 JTB関西、株式会
社 JTB 中国四国、大和ハウス工業株式
会社、日本年金機構、静岡県高校教員（地
歴）、大分県庁、北九州市役所　ほか
（順不同・平成25年11月現在）

　入学当初は「働くとは何か」がわからない状態であったため、就職活動の準備
に役立てばと思い、様々なキャリア教育科目を履修しました。４年間を通して
多面的に自分をみつめ、今の自分に何が必要かを明確にしながら行動に移すこ
とができました。
　特に印象深い科目は、３年生の時に履修したビジネス・プロフェッショナル
です。現場の第一線で活躍されている方のお話から、業界の現状や社会人に求
められる能力を学びました。これまで関わりのなかった企業や職種についても
知る機会となり、企業研究や自己分析の参考になりました。
　いざ就職活動を始めると、思うように選考が進まず辛い時期もありました
が、一生懸命取り組んだ結果、第一志望であった金融業界に内定をいただきま
した。支えて下さった皆様に感謝するとともに、今後は社会に貢献できるよう
頑張りたいです。

国際商学科４年

喜嶋　千賀
（株式会社三井住友銀行内定）

特集!
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❶ 魅力について詳しく教えてください。
❷ 今夢中になっていることはなんですか？
❸ 好きな授業とその理由を教えてください。

学生に聞きました！
下関市立大学の魅力はなんですか？

スマートフォン・携帯電話の方は
こちらのバーコードから
テレメールもご利用いただけます。

国際商学科３年

渡辺 夏実
山口県立下関中等教育学校出身

経済分野以外にも、授業やコンテスト、留学を通し
て英語に力を入れることができます。またサークル
の活動では市の環境リーダーとして地域の人々と
交流を深めています。

サークルのフットサルです。女の子も多く、週２,３回
楽しく体を動かすことができます。

〈貿易論〉
経済学部に入り、初めて経済って面白い！と感じる
ことができた授業です。ビデオやニュースを通して
経済を身近に感じられ、様々な問題に対して自らの
考えを深めることができます。

❶

❷

❸

公共マネジメント学科３年

新井 華央
石川県立小松明峰高等学校出身

今まで経験することのなかった学生団体の運営に
携わることで、大学をより身近に感じることがで
き、下関市立大学に対する帰属意識が強くなりま
した。

自作の小説を書くことです。文章力や読解力を養
い、論文や企業理念を読む際、そこにある意図を
読み解くことができるようになります。

〈都市社会学〉
都市を構成する物質的あるいは人的要素、そして
その関係性や分類から「まち」をいかに創造するの
かを考えさせられます。

❶

❷

❸

国際商学科 1年

久保 友里香
広島国際学院高等学校出身

茶道部に所属しているのですが、アットホームで、
すぐにみんなと仲良くなれます。本格的に茶道が
学べるのも魅力的です。

所属する生協学生委員会で新入生向けの冊子を
作っています。新入生の皆さんに大学生活がわか
りやすく伝わるよう頑張っています。

〈日本文化〉
教養教育の分野で、主なテーマが日本の「鬼」に関
する授業です。地方によってそれぞれの「鬼」の話
があり、大変面白いです。日本文化の新たな一面
を知ることができます。

❶

❷

❸

経済学科 4年

高橋 優
島根県立出雲高等学校出身

学内の人との繋がりが強い。本学は単科大学で学
生数も限られるため、知り合いや友達と深く付き合
えます。

私はバレー部に所属していて、毎回の練習の中で
自分のプレーを考えていくことが楽しいです。

〈世界経済史〉
1年次の専門科目として多くの学生が履修する授
業ですが、自分にとっては「経済学部の大学とは」
という導入にもなり、とてもおもしろかったです。

❶

❷

❸

国際商学科３年

北村 愛
山口県立下関南高等学校出身

交換留学のみならず、本学の留学生をサポートす
る「チューター活動」など、国際的な視野を広げる
チャンスは無限大です。

休日を利用して、留学生と一緒に語学や互いの文
化について勉強をすることです。

〈貿易実務Ⅰ・Ⅱ〉
比較的少人数で、土日を利用して集中的に行われ
る集中講義だったため、みっちり勉強できました。
貿易に興味がある人には楽しい内容です。

❶

❷

❸

公共マネジメント学科３年

成合 光湖
宮崎県立延岡星雲高等学校出身

市役所や地域で活躍するNPO 法人などを実習で
訪れ、現場を見ることができます。実際に現場の人
の声を聞けるのはいいです。

絵を描くことです。デザイン的な絵を描くのが好き
で、企業のロゴやデザインを見るのは企業研究に
もなって一石二鳥です。

〈非営利組織論〉
地方自治体や NPO 法人などといった非営利組
織の役割や仕組みなどについて詳しく学べます。
公共について考えるには欠かせない授業だと思
います。

❶

❷

❸

国際商学科 4年

岡本 和樹
山口県立大津高等学校出身

大きな大学ではないですが、その分、学生と教職
員の方々との距離が近く、学習内容や就職活動
等、気軽に相談できます。

下関は自然が豊富です。海に山にアクティビティが
出来る場所がたくさん。休日は友達と海に行ったり
登山をしたり、アウトドア活動をしています。

〈専門演習〉
自分の興味がある事柄や分野について、同じ興味
を持っている学生と一緒に、議論・勉強できます。
少人数のクラスなので、みんなとの絆が深まるの
も特徴です。

❶

❷

❸

経済学科 3年

小島 美紅
山口県立下関中等教育学校出身

2年生のときに他大学と合同で中国に行く機会が
あり、青島大学の学生と交流することができまし
た。

新聞を読むこと。3年生になって読むようになりま
したが、毎日のちょっとした変化に気づくことがで
き、面白いです。

〈専門演習〉
先生の意見だけではなく、同世代の人や留学生の
意見も聞くことができ、様々な考え方にふれること
ができます。

❶

❷

❸

国際商学科 4年

宮久 拓也
福岡県立小倉東高等学校出身

下関市立大学は、様々な出身地の学生が集まる大
学であるため、今まで知らなかったご当地の文化
について知ることができ、新しい価値観を形成で
きます。

部活動の卓球です。練習以外でも部員同士の交流
があるため、大学生活を充実したものとすることが
できます。

〈非営利組織論〉
「非営利組織の経営の在り方」という明確な解答の
無い問題に対して、教授の話を聞きながら自分な
りの考え方を身につけることができました。

❶

❷

❸

資料請求をご希望の方は本学HPをご覧ください。

http://www.facebook.com/ShimonosekiCityUniv

下関市立大学の を手に入れよう！を手に入れよう！最 新 情 報

本学のイベントや活躍する学生を紹介しています！
下関市立大学の今がわかります。

コチラ

質問？

検索下関市立大学

Click！
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