平成２７（2015）年度

第３年次編入学
大学案内追加資料

下関市立大学では、平成２７（２０１５）年度から新カリキュラムに移行
しますが、第３年次編入学者につきましては従来のカリキュラムが適用
されます。
大学案内２０１５では新カリキュラムでのご紹介となっておりますので、
第３年次編入学希望者は、追加資料にてご確認ください。

|| カリキュラムの特徴
基礎教育、教養教育、専門教育の
３本柱から成り立っています
専門的知識を身につけ、専門的な諸問題を考える力を養
うため、専門教育に力を注いでいることはいうまでもありませ
んが、基礎教育、教養教育の内容も充実しています。学生
の興味に応じて、心理学や健康・スポーツなど、基礎・教養
教育に関わる内容を、３・４年次に専門演習によって深く学
ぶこともできます。また専門教育に関しても、学生の興味・関
心に配慮して、他学科の専門科目を一定の範囲内で自由
に履修することもできます。専門演習については、一部を除
いて学科による垣根はありません。

中国語・朝鮮語を第一外国語と
して学ぶことができます
経済系の大学としては異色なことですが、大陸や朝鮮半
島に近いという本学の立地から中国語と朝鮮語を第一外国
語として選べ、充実した教育を受けることができます。英語
に関しても、これらに劣らない充実したカリキュラムを設けて
います。第一外国語では、外国人教員によって英語実習、
中国語実習、朝鮮語実習が行われているほか、上級者を
対象に英語演習、中国語演習、朝鮮語演習が開講されて
います。２年間こうしたカリキュラムで学ぶことで、実践的な
外国語の能力に優れた人材を多く生み出しており、高い評
価を受けています。

少人数対話型の授業が
数多く設けられています
外国語の実習や演習のほか、基礎演習(１年次春学期)、
教養演習(１年次秋学期以降)、専門演習(３・４年次)が開講
されています。それぞれ内容・性格は異なりますが、いずれも
密度の濃い対話型授業です。このほか、学生の自主的な共
同研究を教員がサポートし、その成果に対して単位を認定
する制度「共同自主研究」もあります。

「自発学習科目」の、
ユニークな制度があります
学生が自発的に行った学習の成果を、一定の範囲内で
「自発学習科目」の履修とみなして単位を認定します。
具体的には、以下の場合に適用されます。
１．資格試験（簿記検定など）や外国語技能検定試験等（英
検、ＴＯＥＦＬなど）において、所定の成績を収めた場合
２．左の３に述べた「共同自主研究」で発表や報告書の提出
を行い、所定の成績を収めた場合。

教員免許状の
取得ができます
教員を目指す学生のために教職課程が設置されており、
教員免許状の取得が可能です。教員採用試験に合格し教
壇に立つ者のほか臨時採用などで教壇に立つ者もおり、本
学は教育界にも人材を送り出しています。

|| 基礎教育
心と身体の基礎づくりから
基礎教育は、外国語、国際コミュニケーション、健康・スポ
ーツ科学、情報・数理の４分野からなり、学習基礎能力、語
学能力、健康管理能力、情報処理能力などの学習を通じ
て、大学での勉学に必要な基礎的知識及び能力を養うこと
を目的としています。
外国語分野では、英語のほか中国語と朝鮮語を第一外
国語として学ぶことができます。
国際コミュニケーション分野の外国語実習は、外国人教
員による対話型の授業を通じて、より実践的な語学能力の
養成を図ります。さらに海外の姉妹校・友好校などでの短期
語学研修に参加した学生には、外国研修の単位が認定さ
れます。毎年、数十名の学生が英語圏、中国、韓国での外
国研修に参加しています。
健康・スポーツ科学分野では、卒業するまで学生生活を
健康で明るく過ごすために、多様なスポーツ実践能力を高
め、「生涯スポーツ」活動ならびに
健康維持・増進に関わる健康科学とスポーツ科学の基礎知
識を学びます。
情報・数理の分野は、情報・統計・数学からなり、情報化
社会に不可欠なコンピュータリテラシー及び専門教育の学
習に必要な基礎的知識の習得をめざします。
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外国語
第一外国語 英語・中国語・朝鮮語・日本語(留学生)
第二外国語 英語・中国語・朝鮮語・ドイツ語・フランス語

国際コミュニケーション
外国語実習・外国研修

健康・スポーツ科学
健康科学・スポーツ実践

情報・数理
情報
統計
数学

コンピュータ実習Ⅰ・Ⅱ コンピュータ科学
統計入門 基礎統計
基礎数学Ⅰ・Ⅱ

|| 教養教育

|| 演習

バランスのとれた豊かな人間性を

少人数対話型の授業を通じて

教養教育は、人間、歴史、社会、文化、自然などに関わる
多様な問題を広い視野から考え、問題解決の方向や方法
を学びながら、現代に生きる社会人として必要な幅広い教
養と深い洞察力を養うことを目的としています。本学は、バラ
ンスのとれた経済人の育成の上で、教養をきわめて重要な
ものと位置づけています。
教養教育の科目は、教養、教養総合の２つの分野からなり
ますが、このうち教養では、下記のように４つのジャンルごとに
それぞれふさわしい科目が配置されています。国際性、総
合性に配慮されており、現代における教養教育として十分な
構成となっています。

基礎演習
少人数対話型の授業を通じて、主体的学習意欲や大学教
育への適応力を養い、学習技能やコミュニケーション能力の
養成などに努めます。入学生全員がいずれかの演習に所属
し、それぞれの演習テーマの探求を通じて、論述やプレゼンテ
ーション（発表・議論）の仕方などを学びます。

教養演習
少人数による双方向的な対話型の授業です。様々なテー
マをもとに、読書・討論・講義・実習など多様な形式で、大学
生としての問題意識を養います。各自の興味にあわせて自
由に選択することができます。

教養
人間と文化 哲学・倫理・思想・人間・言語・心理
芸術・日本文学・外国文学・日本文化
外国文化・異文化交流

歴史と社会 日本史・東洋史・西洋史・人文地理
政治・社会

専門演習

数理と自然 教養数学・論理・自然の法則・人間と物質

専門演習は教員と学生がじかに向き合う少人数対話型の
授業です。

生命と生態・地球と自然・技術と資源

生活と健康 生活・健康・環境・人権・福祉

専門演習Ⅰ それぞれの演習ごとに専門にかかわる個別
のテーマを揚げ、それについてともに考え、と
もに学びます。

教養総合

専門演習Ⅱ さらに個々人のテーマを設定し、これを個人
研究として深め、その成果を卒業研究（卒業
論文）としてまとめていきます。

現代の社会や私たちの生き方に関わる講座です。学外の
専門家を含む講師が諸問題に切り込みます。市民にも開放
されています。

|| 教職課程
教職課程は、将来、教師になることを志願する
学生のために用意された教育課程です。本学で
は、右記の免許状が取得できます。

経済学部

夢は次世代へ、教職への道

学部

学科
経済学科
国際商学科
公共マネジメント
学科

免許状の種類及び教科
中学校教諭
一種免許状
社 会
高等学校教諭 一種免許状
地理歴史
高等学校教諭 一種免許状
公 民
高等学校教諭 一種免許状
商 業
中学校教諭
一種免許状
社 会
高等学校教諭 一種免許状
公 民

※所属する学科を越えて、中学校「社会」、高等学校「地理歴史」・「公民」・「商業」
の免許状を取得することはできますが、時間割などで履修の調整が必要です。
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定員／１９５名 在学生／９１８名（うち外国人留学生３０名）
（２０１４年４月１日現在）

経済理論を基に
現代経済・地域経済を分析

|| 経済学科の特徴
幅広くかつ重層的に
経済社会を学ぶ
どのような経済社会にみなさんは関心を持つでしょうか。経
済学科では国際・国民経済、地域・地方経済社会のいずれ
についても幅広く学ぶことができると同時に、用意された科
目を組み合わせることで、経済社会をより多様な視点から解
き明かすことができるように構成されています。

学生の個性で現代社会の理解を
段階的に深める
アプローチの仕方についても各人各様です。経済学科で
は理論・政策・歴史に習熟した経済人の育成を目指してい
ます。４年間のカリキュラムに基づいて段階的にこれらを修
得し、さらにそれぞれの学生の個性に合うアプローチに従っ
て、複雑な経済社会の特徴の一端をより深く理解することに
なります。

的確かつ創造的に現代社会の
諸問題にかかわる力を養う
いずれの関心の対象、アプローチを選択しても、学生諸君
は一定の基礎的な素養を身につけた自分を、最終段階で
見出すことになります。卒業研究と就職活動に取り組む中で
これまで学んだ成果を発揮できるはずです。その時みなさん
は現代経済のどのような問題に係わる経済人となっているの
でしょうか。
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|| 教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）
経済学科は、国際経済、国民経済、地域・地方の経済社会にかかわる理論・政策・歴史に習熟するこ
とにより、現代の経済社会への理解を深めることを基本とし、その上で、それがかかえる諸問題に適切に
対応しうる「考える力」を養います。
１、２年次にミクロ経済学、マクロ経済学、金融論、財政学、経済政策論、社会政策論などの経済基礎
科目を学び、２年次秋学期からコース専門科目などを学びます。そして３年次から始まる専門演習で個
別研究に取りかかり、４年次には卒業論文の作成によってこれまでの学習の集大成を行います。

現代経済コース

地域経済コース

２年次秋学期に、現代経済分析や現代資本主義論によって国民
経済の現状・仕組みについての基本的な考え方を学びます。
３、４年次では、現代産業分析や金融システム論などの経済デー
タを用いて現状を分析する科目群や、労働経済論や福祉経済論
などのおもに国民経済の諸問題に切り込む科目群によって、国内
外の現代経済の諸相を理論的･実証的・政策的観点から幅広く学
びます。

２年次秋学期に、地域論や経済地理学によって、地域・地方の経
済社会の現状や仕組みについて基本的な考え方を学びます。
３、４年次では、地域産業論や水産経済論などの地域経済のデー
タ分析を扱う科目群や、地域政策論や地方財政論など、地域・地
方が抱える課題の解決に向けた政策を扱う科目群によって、地域・
地方の経済社会の現状と課題を多面的に学びます。関門地域の
事例にも留意します。

４年間のカリキュラム

国際商学科、公共マネジメント学科の専門科目などは、それぞれの学科のカリキュラムをご参照ください。

１年

経済基礎

●現代経済学入門
●経済数学
●世界経済史
●ミクロ経済学
●経済原論
●経済学史

２年
●マクロ経済学
●金融論
●経済政策論
●財政学
●国際経済論

●産業組織論
●社会政策論
●経済統計
●日本経済史

●現代経済分析
●現代資本主義論

現代経済
コース
専 門 コース

●地域論
●経済地理学

地域経済
コース

●現代法学総論
●憲法

専門関連

●民法Ⅰ
●民法Ⅱ
●社会学
●国際関係論

●社会思想史
●地誌学Ⅰ
●アジア近代史 ●地誌学Ⅱ
他学科の専門科目

３・４年
●外書講読Ⅰ
●外書講読Ⅱ

●金融システム論
●証券論
●国際マクロ経済学
●公共経済学
●経済変動論
●サービス経済論
●現代産業分析
●企業金融論
●労働経済論
●地域政策論Ⅰ
●地域政策論Ⅱ
●都市社会学
●地域産業論
●水産経済論
●都市環境論
●地域福祉論
●地方財政論
●地方行財政事情
●商法Ⅰ ●行政法
●商法Ⅱ ●国際法
●環境マネジメント
●人間関係論
専門演習Ⅰ（３年生）

専門演習

●福祉経済論
●計量経済学Ⅰ
●計量経済学Ⅱ
●開発途上国論
●国際金融論
●多国籍企業論
●アジア経済開発論
●アジア経済事情
●現代経済特講
●物流システム論
●中小企業論
●関門地域論
●農村社会学
●地域問題論
●社会調査論
●生活構造論
●地域経済特講
●国際経済法 ●経済法
●労働法

専門演習Ⅱ（４年生）

|| 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）
経済学科は、国際・国民経済、地域・地方の経済社会にかかわる理論・政策・歴史に習
熟することにより、現代の経済社会への理解を深め、現代経済の諸問題に的確に対応しう
る創造的経済人を育成することを目的としています。
したがって経済学科では次のような人材が育成されます。

国際・国民経済にかかわる
理論・政策・歴史に習熟した経済人

地域・地方の経済社会にかかわる
理論・政策・歴史に習熟した経済人

●所定の単位１３４単位を取得した場合、学士（経済学）の称号が与えられます。

真の経済人となるための基礎的条件を身につけることができます。
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定員／１９５名 在学生／９２２名（うち外国人留学生２８名）
（２０１４年４月１日現在）

実学を特色として
国際感覚や情報処理能力を養う

|| 国際商学科の特徴
商学・経営学の理論と
実学が学べる
国際商学科では、経済学の基礎理論の上に、商学・経営
学の基本理論を最初に学びます。その上で、流通・貿易・
金融の実務や企業における財務・組織・販売の知識を学ぶ
ことができます。また、企業の国際化・情報化に対応したカリ
キュラムになっており、国際商取引・マーケティング・簿記会
計・情報システムの管理運営など、幅広い知識を習得する
ことができます。

豊かな国際感覚を養う
東アジア・欧米など、多くの国々に適応しうる豊かな国際
感覚や語学能力を身につける事ができるカリキュラムになっ
ています。東アジアを中心にした、国際政治経済の動向（経
済開発、国際協力、経済統合など）や近代の歴史も学びま
す。また、海外への留学、海外からの留学生との交流を通じ
て、様々な異文化交流を行うことが可能です。そして、また
ビジネスに用いられる外国語の教育に力を入れており、英
語・中国語・朝鮮語の実習教育科目を数多く履修すること
ができます。

企業の実務に対応できる
資格の取得
語学・簿記・情報を中心とした企業の実務に対応できる資
格取得が可能です。実践的な語学能力、会計・原価管理
に関する理論や実務、企業情報システムやプログラミングに
関する基礎知識を得ることができます。また、それらに関連
する資格を取得することができます。取得した資格は、自発
学習課目として単位認定することが可能となっています。
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|| 教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）
国際商学科は、商学・経営学の理論と実学を学ぶことを基本としています。そのうえで、東アジア
を中心とした国際ビジネスや、ＩＴを用いた経営管理などに適応できる能力を養成します。
１年次には、商学総論・経営学総論・簿記原理Ⅰなどの専門基礎科目によって商学・経営学・簿
記の基礎を学び、２年次春学期には、金融・貿易・情報に関する専門基礎科目を設けて、さらに国
際商学科に関する基本的理解を深めます。２年次秋学期には３つのコースから一つを選択し、それ
以降それぞれ専門分野を学び、３年次から始まる専門演習で個別的研究に取りかかり、４年次には
卒業論文の作成をめざします。

国際商学コース

経営学コース

経営情報コース

商 学 の理 論 ・実 務 の知 識 の習 得 を基
礎 とし、東 アジアを中 心 とした国 際 経 済
関連の知識を重点的に学ぶコースです。
２年次秋学期において、東アジア・欧米
の経済論を習得できるカリキュラムになっ
ています。また、流通や交通に関する理
論的知識を学びます。
３ 年 次 は、 貿 易 ・ 金 融 ・ 流 通 など の 実
務、国際的な商取引・マーケティング、東
アジアの経済状況などを専門的に学ぶこ
とができます。また商用に用いられる外国
語の学習にも力を入れています。

経営学と会計学を中心に、企業経営に関する
ことを学ぶためのコースです。
２年次秋学期において、経営管理や会計・原
価管理に関する理論を習得できるカリキュラム
になっています。また、経営に関わる統計学につ
いても基礎を学びます。
３年次においては、企業における財務・組織・
労務・販売などを管理・分析する能力を養うた
め、リスクマネジメント・マーケティング・経営史な
どの科目が置かれ、また簿記・会計について、よ
り深い知 識を得 ることができます。企 業の国際
化・情報化に関わる知識も学ぶことができます。

企業経営のあらゆるところで使われているコン
ピュータシステムを学ぶためのコースです。
２年次秋学期において、プログラミングや経営
統計の基礎知識を習得できるカリキュラムにな
っています。また経営管理や会計の基礎も学
びます。
３年次においては、企業における情報システ
ムの構築・管理・運営に関する知識や、企業の
経営意思決定に関わる需要予測・経営分析な
どを行うシステムに関する知識を習得できるカリ
キュラムとなっています。またマーケティングや
企業マネジメントに関する知識も学びます。

４年間のカリキュラム

経済学科、公共マネジメント学科の専門科目などは、それぞれの学科のカリキュラムをご参照ください。

１年

国際商学基礎

２年

●国際商学入門
●商学総論
●経営学総論
●簿記原理Ⅰ
●経済原論入門
●マクロ経済学入門
●ミクロ経済学入門

●交通論
●流通論
●商業史
●国際経済論

国際商学
コース
専 門 コース

経営学
コース

経営情報
コース
●現代法学総論
●憲法

専門関連
専門演習

３・４年

●金融論
●貿易論
●情報システム論

●中国経済論
●欧米経済論
●現代韓国社会論

●流通政策Ⅰ
●証券論
●アジア経済開発論
●流通政策Ⅱ
●商業英語Ⅰ
●国際マクロ経済学
●物流システム論
●商業英語Ⅱ
●国際金融論
●保険論
●貿易実務Ⅰ
●多国籍企業論
●国際商品取引論
●貿易実務Ⅱ
●アジア経済事情
●国際マーケティング論 ●開発途上国論 ●韓国経済論
●会計学原理
●企業分析論
●簿記原理Ⅱ
●リスクマネジメント論
●原価計算論
●税務会計論
●経営史
●国際経営論
●経営管理論
●経営組織論
●経営情報論
●マーケティング論
●経営統計学Ⅰ
●監査論
●経営統計学Ⅱ ●国際会計
●公共マネジメント論
●人事労務管理論
●財務管理論
●非営利組織マネジメント論
●経営管理論
●管理科学Ⅰ
●人事労務管理論
●企業分析論
●データ処理
●会計学原理
●経営統計学Ⅰ
●財務管理論
●経営組織論
●経営情報演習
●原価計算論
●公共マネジメント論 ●リスクマネジメント論
●プログラミングⅡ ●経営情報論
●プログラミングⅠ
●マーケティング論
●経営統計学Ⅱ ●管理科学Ⅱ
●国際経営論
●データベース
●非営利組織マネジメント論
●民法Ⅰ
●商法Ⅰ
●行政法
●労働法
●国際経済法
●民法Ⅱ
●商法Ⅱ
●国際法
●経済法
●国際関係論
●国際商学特講
●外書講読Ⅰ
●環境マネジメント
●アジア近代史
●外書講読Ⅱ
●人間関係論
他学科の専門科目
専門演習Ⅰ（３年生）
専門演習Ⅱ（４年生）

|| 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）
国際商学科は、商学・経営学に関する理論と実務に習熟するとともに、東アジアを中心と
する国際交流に適応しうる豊かな国際感覚及び語学能力や情報処理能力などを幅広く
備えた健全な経済人を育成することを目的としています。
したがって国際商学科では次のような人材が育成されます。

国際感覚を身に付け、
実践的な語学能力を
備えた企業人

商学・経営学に関する
理論と実務に
習熟した企業人

情報システムの
管理運営能力を
備えた企業人

●所定の単位１３４単位を取得した場合、学士（商学）の称号が与えられます。

自分自身の生活を豊かに、国際感覚を備えた企業人としての素養を身につけることができます。
SHIMONOSEKI CITY UNIVERSITY
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定員／６０名 在学生／２６３名（うち外国人留学生６名）
（２０１４年４月１日現在）

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の特徴
「公共」の課題や解決方法を
学際的に学びます
変化が著しい現代社会では、明確な「正解」が無い課題
や、問題の構造そのものが明確でない課題も少なくありませ
ん。公共マネジメント学科では、経済学・経営学はもちろん、
社会学、行政学など、様々な社会科学分野の講義が提供
されており、学生は多様な社会科学の方法論で課題を分析
し、解決策を考え、それを実践できる能力を身に着けること
を目指しています。

講義・体験型学習・少人数演習が
バランスよく提供されています
座学・演習とあわせて、実習・特講などの体験型学習が提
供されており、専門分野の知識とあわせ、それを活用できる
能力をバランスよく身に付けることを目指しています。グルー
プ作業で地域の課題を分析し、解決を考えることで企画・調
整能力を養う実習や、下関市と連携した特講のほか、関心
のある学生は、共同自主研究の形で実践教育を深めていく
ことができます。

教員や、学生同士の対話・交流の
機会が多く設けられています
教員と学生の距離が近い本学の中でも、公共マネジメント
学科では教員と学生の交流の場が多く設けられています。
入学後に行われる新入生研修では、学生が様々な専門分
野の教員や、上級生に相談しやすくする環境づくりを行って
います。その後も実習等によるグループワークを通じて、同じ
志をもった学生と交流することができます。
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|| 教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）
公共マネジメント学科の専門教育は、｢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ます｡｢行政｣に関する分野では
行財政や政策のマネジメントを、｢企業・非営利｣の分野では民間組織の行動を中心に､広く人々の公共的生活空間に関わるマネジメントを、
｢コミュニティ｣の分野では人と人とのコミュニケーションのあり方や実践的な｢まちづくり｣を含めたコミュニティ形成のあり方などを学びます。
１年次では、専門基礎科目として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に関わる基本的概念について学ぶとともに、
コミュニケーション心理学によって、対人関係の心理的過程などについて学びます。
２年次には、専門応用科目として、それぞれ分野ごとの基幹科目である行政学、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調査やプレゼンテーションの
方法を具体的実践の場で学びます。
３､４年次には地方行政論・公会計論､非営利組織マネジメント論・非営利会計論､生活構造論・
農村社会学・人間関係論などの専門応用科目や専門演習 I・II によっていっそう専門的分野の知
見を深めかつ実践力を高め､そして最終的に公共マネジメントに関する卒業論文を完成させます。
以上を通して、調査分析、プランニング(企画)、ファシリテート(調整)、プレゼンテーション(発表)、
オーガナイズ(組織化)などの能力を養います。

公共マネジメント学科の４つの柱
公共マネジメントの
行政の分野
基礎分野
公共哲学、公共マネジメント、経済
政策、経営管理など、公共・経
済・経営に関わる「専門基礎分
野」を学びます。

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。

４年間のカリキュラム
１年

専門基礎

●公共マネジメント入門
●マクロ経済学入門
●ミクロ経済学入門
●経済原論入門
●公共哲学
●コミュニケーション心理学
●経営学総論
●簿記原理Ⅰ

行政
専門応用

実習・特講
●現代法学総論
●憲法

専門関連

専門演習

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。

まちづくり、都市社会学、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。

経済学科、国際商学科の専門科目などは、それぞれの学科のカリキュラムをご参照ください。

●公共マネジメント論
●社会政策論
●経済政策論
●地域論
●経済地理学
●地域経済史
●経営管理論
●会計学原理
●行政学

●まちづくり論

コミュニティ

コミュニティの分野

２年

●企業倫理
●非営利組織論

企業・
非営利組織

企業・非営利組織の
分野

３・４年
●公共経済学
●環境マネジメント
●経営史
●地域問題論

●地方財政論 ●地域政策論Ⅰ ●公会計論
●自治体法務論
●地方行政論 ●地域政策論Ⅱ ●地方行財政事情
●経営組織論
●人事労務管理論
●非営利会計論
●企業分析論
●財務管理論
●公共非営利戦略論
●リスクマネジメント論 ●中小企業論
●マーケティング論
●非営利組織マネジメント論
●都市社会学 ●地域福祉論
●農村社会学 ●社会調査論
●生活構造論 ●地域産業論
●人間関係論

●公共マネジメント実習
●公共マネジメント特講
●民法Ⅰ
●商法Ⅰ
●行政法
●民法Ⅱ
●商法Ⅱ
●国際法
●社会学
●地誌学Ⅱ
●地誌学Ⅰ ●社会思想史
他学科の専門科目
専門演習Ⅰ（３年生）

●国際経済法
●労働法

●経済法

専門演習Ⅱ（４年生）

|| 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）
公共マネジメント学科は、マネジメント（効果的な経営管理）の理論と実務に習熟し、その視
点から行政、企業、ＮＰＯ活動、地域づくりといった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います。
したがって公共マネジメント学科では次のような人材が育成されます。

経営能力を身に付けた行政人

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

●所定の単位１３４単位を取得した場合、学士（公共マネジメント）の称号が与えられます。

「みんなのために」を考え、公共の課題を柔軟に解決します。
SHIMONOSEKI CITY UNIVERSITY
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学費等について（平成２７年度予定）
● 第３年次編入学手続時の納入金

● 授業料

入学金 １４１,０００円 （下関市内に住所を有する者は７０,５００円）
諸納金 ６２,０８０円 （入学時１回限り）
計 ２０３,０８０円 （下関市内に住所を有する者は１３２,５８０円）

年額５３５,８００円
（前期・後期で２６７,９００円ずつ納入）

● 初年度納入金

※ 下関市内に住所を有する者とは本人又はその配偶者若しくは親（実
父母及び養父母をいう）が入学の前年４月１日から引き続き下関市
内に住所を有する者であり、その認定は、住民票等により行う。

下関市外居住者：７３８,８８０円
下関市内居住者：６６８,３８０円

入学前修得単位認定について
編入学生の入学前修得単位の認定は、提出された成績証明書に基づき、次の基準により行います。
(１) 認定単位数の合計は卒業必要単位数(１３４単位)の２分の１を超えないものとします。
(２) 基礎科目と教養科目については、入学前の修得単位の状況にかかわらず３０単位を認定します。
なお、基礎教養系として認めることができる修得単位の合計が３０単位を超える場合は、３８単位を
上限として認定します。
(３) 専門科目については、２８単位を上限として修得単位の認定を行います。

平成２７
（2015）
年度

第３年次編入学試験の概要

|| 募集人員
経
済
学
科
経 済 学 部 国 際 商 学 科
公共マネジメント学科

８名
８名
４名

|| 選抜期日
期

日

平成２６年
１１月２２日(土)
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教

科

小 論 文
面

接

時

間

会

場

午前１０:００～１２:００
入室完了時刻 午前９:３０

小論文終了後～
※ 詳細は当日発表

下 関 市 立 大 学

|| 選抜方法
出願書類、小論文及び面接による総合評価

|| 出願期間
平成２６(２０１４)年１０月２３日(木)～１０月３０日(木)（午後５時必着）

|| 出願方法
窓口（午前９時～午後５時、土・日曜日を除く）、又は書留速達による郵送

|| 入学検定料
１７,０００円（振込手数料は出願者負担）

|| 出願要件
次のいずれかに該当する者とします。
(１) 学士の学位を有する者及び平成２７(２０１５)年３月までに学位を取得見込みの者
(２) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び平成２７(２０１５)年３月までに卒業見込みの者
(３) 修業年限４年以上の大学において、２年以上在学する者で、６２単位以上を修得しているもの及び
平成２７(２０１５)年３月までに６２単位以上を修得見込みのもの又はかつて２年以上在学したことのある
者で、大学において６２単位以上を修得しているもの
(４) 外国において、学校教育における１４年以上の課程（日本における通常の課程による学校教育の
期間を含む）を修了した者及び平成２７(２０１５)年３月までに修了見込みの者
(５) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他文部科学大臣の定める基準を満たす
ものに限る）を修了した者（学校教育法第９０条第１項に規定する者に限る）及び平成２７(２０１５)年
３月までに修了見込みの者
(６) その他本学において、上記(１)～(５)と同等であると認めた者
※ 上記(３)「平成２７(２０１５)年３月までに６２単位以上修得見込みの者」が、編入学選抜に合格した後にこれらの
単位を修得できないことが確定した場合は、合格を取り消します。

|| 合格発表
平成２６(２０１４)年１２月２日(火) 午前１０時以降

|| 平成２６年度 入学者選抜実施状況
志願状況
受験状況
合格状況(注)
得点状況
入学者数
[
]内は
志願者数 倍率 受験者数 倍率 合格者数 倍率
合格者 合格者
ａ
ｂ
ｂ/ａ
ｃ
ｃ/ａ
ｄ
ｃ/ｄ 女性内数 最低点 平均点
（人）
（人） （倍）
（人） （倍）
（人） （倍）
（人） （点） （点）

募集人員
試験区分

学科
経済

8

25

3.1

20

2. 5

9

2.2

9[2]

177 192. 7

国際商

8

23

2.9

21

2. 6

13

1.6

10[3]

176 187. 0

4

7

1.8

6

1. 5

4

1.5

3[1]

169 177. 5

20

55

2.8

47

2. 4

26

1.8

22[5]

20(±0)

61(▼6)

3.1

52(▼5)

2. 6

22(+4)

2.4

17(+5)

編 入 学 公共マネジメント
計
前年計(前年比)

満点（300）
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