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　「最近の若者は」という言葉。諸説ありますが、約 5000 年前の古代エジプトの遺跡からも発見されたそうで、いつの時代

も世代間における価値観の違いというのは悩みの種だったようです。しかしながら、近年は価値観の違いが想像以上にかけ

離れすぎているが為に、かつてないほどに「最近の若者」への理解が難しくなっています。

　経営者の立場では、どんな人間も組織のメンバーとしてマネジメントしていかなければなりません。しかし、ここ数年を見て

も社会は大きく変わり、すでに数十年前における変化よりも激しさを増しています。医療・科学技術の急速な発展に伴う人生

100 年時代や超情報化社会の到来、人類全体の危機とも言える深刻な環境問題や未曽有のパンデミックによる生活様式の

変容など、社会的経験による当たり前が大きく異なってきました。その中で、今の大学生の世代は“Ｚ世代”（1990 年代後

半～ 2015 年頃に生まれた人）と呼ばれ、彼らが持つ多様性への理解がさらに価値観のギャップを大きくしています。物心つ

いたときからSNS が生活に密着しているソーシャル・ネイティブにとって、情報収集やコミュニケーションの対象は世界中の膨

大な情報ほぼすべてです。ゆえに、国や人種、性別などにこだわらず、多様性を自然と受け入れて自分らしさを尊重する傾

向が強くあるとも言われています。このような「最近の若者」とともに働く上で、お互いに必要不可欠な能力は『共感』です。

ここでの共感とは、感情移入ではなく、自分と相手のお互いの特徴や状況を理解した上で聡明な判断を行うことを指します。

　本学では、この古代から続く社会的課題に対して、学生と経営者の双方に高度な教育を提供することで、大学の持つ知

見を社会に還元する取り組みを行っています。まずは、社会に送り出す学生たちに対して、これからの時代を生きる力としての

『共感』能力を高めるための学びを国際的水準で提供します。昨年からの教育改革の一環として、大学独自の研究で「学

習成果評価指標 ESLO（Employability based on Student Learning Outcome）」を開発しました。世界有数の大学が

示している「社会人基礎力」、「大学で身につけておくべき能力」を基に、自己理解や自己管理能力、イノベーション力、情

報・メディア・テクノロジーリテラシー、国際力、専門力といった基礎的・汎用的能力の育成を目指すための指標です。大学

がこれらの能力を育成するためのカリキュラムを提供しているか、という基準として点検し、また、学生自身も能力の獲得状況

を自己評価することができます。そして、本学の学生を受け入れてくださる方 を々含む経営者側に対しては、リカレント教育と

して組織マネジメントに関するカリキュラムを提供しています。どうして組織の中に『共感』が必要なのか、自己理解、他者

理解とは何か、そして、ニーズがわかったらどのように対応すれば良いのか、などをテーマに最新研究とデータに基づいて学

ぶことができます。

　このような大学全体での取り組みと連携して、下関市立大学キャリアセンターでは学生が様 な々経験ができるよう、キャリア

デザインやインターンシップ、PBLといったキャリアプログラムや、進路・就職相談、業界研究講座、就職ガイダンスなど多様

な就職支援を行っています。大学 4 年間を通して社会を生きる力を養い、自己理解を深めて変化の多い社会へと飛び立って

いく。本学では、学生が真剣に未来の社会と自分のキャリアに向き合い、勇気と自信を持ってチャレンジできるよう、これからも

キャリア教育と就職支援に力を入れてまいります。

 

 下関市立大学 学長　韓
ハ ン

　昌
チャン

完
ワ ン

TO THE FUTURE, TO THE WORLD

学生と経営者の双方に高度な教育を提供し、
下関市立大学の持つ知見を社会に還元する取り組みを行っています。
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キャリアセンターについて
　キャリアセンターでは、学生一人ひとりが「キャリア」を
主体的に設計し、自信をもって就職活動にのぞんでいけるよ
うに、さまざまな進路・就職支援メニューを用意しています。
「キャリア教育」の企画と実施、就職活動に向けたガイダンス、
学生のニーズに応じた各種対策講座や学内企業研究会の開催、
３年生全員に対する個別就職面談の実施など、学生一人ひと
りに対して幅広くきめ細かいサポートを行います。
　キャリアセンターには、専門のスタッフが常駐しています
ので、いつでも学生の相談や要望に応える態勢が整っていま
す。企業ファイルや豊富な求人情報などの各種の資料を提供
するほか、学生が自由に使用できる PCを設置し、インターネットでリアルタイムに企業の情報を知ることができます。
　また、学生と教員とがアットホームな雰囲気のなかで接することができるのも、小規模大学である本学ならではのメリッ
トです。キャリアセンターでは、学生の「将来何をしたいのかわからない」という漠然とした悩みから、応募書類の作成や
面接といった就職活動に直結する具体的な相談まで、キャリアカウンセラーの資格を持ったスタッフとともに、教員が就職
相談員として親身になって対応しています。

キャリア教育について
　4年間の体系的なキャリア教育のもと、「キャリア」を主体的に設計することができ、自信を持って社会で活躍していく
ことのできる人材の育成を目指しています。

■ キャリアデザインⅠ
　大卒として働くということは、どのような仕事に携わ
り何が求められるかについて、具体的に学びます。また
社会人の話を聞き、世の中にはどのような仕事があるの
かを知り、自分がどのように生きていくのかを考えます。

■ キャリアデザインⅡ
　キャリアをデザインするとは、自分らしい生き方のモ
デルを探求し、創りあげていくことです。変化する社会
に対応しながらも、周りに流されることなく、自分らし
い生き方とは何かについて探求していきます。 ■ P B L（Project Based Learning）

　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。

■ インターンシップ
　インターンシップに参加した学生は、様々な企業・団体
において貴重な就業体験を得ることができます。また、職
業意識を醸成し、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。

■ キャリアデザインⅣ
　組織がどのような人材を求めているのか、また、組織の
中で求められている人材になるために、自分自身をどのよ
うに成長させていけばよいのかについて理解していきます。

■ キャリアデザインⅢ
　ワークショップやプレゼンテーションを通して、仕事
の内実や地域との関わりがどのようなものかを具体的に
把握し、自身の経歴をどのように整理・表現すればよい
かを学びます。

学部系統別実就職率ランキング2021において

経済系大学 の実績となりました第1位
出典：大学通信オンライン
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大学派遣インターンシップについて
　本学では、毎年夏季休暇期間中に、インターンシップによる就業体験学習を行っています。
　21年目となる今年度のインターンシップは、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一部をオンラインで実施するな
どの対応を行い、31企業・団体にて、計 40名がインターンシップを経験しました。
　大学主催のインターンシップでは、派遣前に学内事前学習を行います。インターンシップを行った後も報告書の作成指導・
報告会での発表など、様々な面から学生の就業体験をフォローする体制を整えています。2008年度からは海外の事業体に
学生を派遣する国際インターンシップも始まり、質・量の両面での充実を図っています。

　私は中学生の頃から海外で働きたいという気持ちがあり、
今回の国際インターンシップに参加しました。本来ならシン
ガポール現地でインターンシップを行う予定でしたが、新型
コロナウイルス感染症の影響で今回はすべてオンラインでの
実施となりました。初めはオンラインという環境に不安があ
りましたが、参加していただいた企業様のご協力のおかげで
貴重な経験ができました。実際に海外で働いている方の話を
聞くと自分の将来を細かい観点で想像することができ、より
海外勤務をしたいという気持ちが強くなりました。また、お
話の中で特に印象的だったのが、海外で働くときに語学力は
単にツールにしかならないため、他のスキルを身に着けてお
く必要があるということです。海外勤務は国内の本社との連
携や外国人との綿密な連絡など、情報の正確性とスピードが
求められます。そのため、インターンシップ参加以降、日ご
ろの生活の中でも会話をする際は話の順序や論理的な考えを
意識しています。学生生活を送る中で、これらを私の強みに
していきたいです。

　インターンシップに参加させていただき、新たな業界への
視野を広げることができました。今まで技術系・物流系業界
の知識は無かったのですが、日常生活を送る上で、これらの
業界は私達の生活必需品に深く関わっており、社会への重要
性も知ることができました。人の役に立つ仕事がしたいと考
えていたため、今回の経験は私にとって有意義な経験になり
ました。さらに、フィードバックで頂いたアイデアを引き出
す力や向上心を評価していただいたのもあり、これらを活か
せる業界へと進みたいと考えました。今回、２週間勤務させ
て頂き、社会人としての対人スキルや気遣いなども、一端で
はありますが学べたと思います。社員の方は仕事にとても熱
心で向上心を持った方が多く、私自身も社会人として、人と
して学ぶものが多くありました。加えて、インターンシップ
に参加させていただいたことにより、パソコンスキルや英語
力を在学中に克服しようという目標も立てることができまし
た。

過去３年の主なインターンシップ派遣先
国際インターンシップ

国内インターンシップ（大学派遣分）

（中国　青島市）…………		青島永旺東泰商業有限公司（イオン株式会社）、三菱商事（青島）有限公司、
	 株式会社トライアルカンパニー、関光汽船株式会社
（韓国　釜山広域市）……		ソラリア西鉄ホテル釜山（NNR	Hotels	International	Korea	Co.,	Ltd.）、
	 韓国MCCロジスティクス株式会社
（シンガポール）…………		JTB	Pte	Ltd、株式会社力の源ホールディングス、日本貿易振興機構シンガポール事務所、
	 シンガポールヤクルト株式会社、Deloitte&ToucheLLPシンガポール事務所、
	 シンガポール日本通運株式会社、東海東京シンガポール、株式会社中国銀行シンガポール駐在員事務所など

株式会社エイブル、公立大学法人北九州市立大学、株式会社鴻池組、生活協同組合コープこうべ、生活協同組合コープやまぐ
ち、サンデン交通株式会社、下関市（観光スポーツ文化部、港湾局、国際課、産業振興部、上下水道局）、社会福祉法人下関
市社会福祉協議会、下関商工会議所、新日本熱学株式会社、鶴丸海運株式会社、株式会社デンソーソリューション、株式会
社ドーワテクノス、トラスコ中山株式会社、株式会社ナフコ、西中国信用金庫、日本生命保険相互会社、日本通運株式会社、
日本貿易振興機構山口貿易情報センター、社会福祉法人稗田福祉会特別養護老人ホーム慈公園、株式会社牧野技術サービス、
株式会社丸久、明治安田生命保険相互会社、山口県農業協同組合下関統括本部、株式会社山口フィナンシャルグループ、株式
会社ラックなど

国際インターンシップ
在シンガポール日系企業複数社
経済学部国際商学科　２年
上門　美早紀

国内インターンシップ
株式会社牧野技術サービス
経済学部経済学科　３年

津森　知里
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PBL（Project Based Learning）について
　2011年度より、キャリア教育の一環として PBL を実施
しています。PBL とは、企業や行政などからいただく課題
や問題について、学生が社会人から指導を受けながら、そ
の課題や問題の解決に向けて取り組む科目です。PBL を通
じて、学生はチームワーク構築の重要性を学び、コミュニ
ケーション能力の向上などを目指すことができます。
　12月には、各企業ご担当者様をお招きしての成果報告
会を実施し、パワーポイントを使用した発表を行っていま
す。成果報告会の内容を踏まえて 1月末に活動報告をまと
めます。
　2015 年度から、社会や産業界のグローバル化の進展に
伴い、シンガポールでの国際 PBL の実施を開始しました。

企業・団体名 テーマ

2011 年度

下関市観光交流部

下関市観光客へのおもてなしイベントについて

観光客へのおもてなしイベントについて

下関観光誘致イベント

下関市教育委員会 成人の日記念式典実行委員会

一般財団法人
下関 21 世紀協会

あるかぽーとの活性化について～軽トラ市の活動を通じて～

あるかぽーとの活性化～アンケート結果から～

株式会社コミュニ
ティエフエム下関

新たなリスナーを獲得する為の方策【とりわけ若年層の獲得】

コミュニティ FM における携帯電話活用の方策について

株式会社イズミ 企業の求める人材像

株式会社イズミ
ゆめシティ モバイル活用による販売促進

2012 年度
下関市教育委員会 成人の日記念式典実行委員会

株式会社コミュニ
ティエフエム下関 コミュニティＦＭ放送におけるＳＮＳの活用方法について

株式会社イズミ
ゆめシティ 顧客獲得に向けた戦略の検討

2013 年度
有限会社梅寿軒 唐戸スイーツを全国に発信する

下関商業開発
株式会社

シーモール下関 SC の集客について

若者と共にシーモールを活性化するためには・・・

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

USAGI グループ 海峡ゆめプロジェクト

東京第一ホテル下関 東京第一ホテル下関の顧客マーケティングに関する調査

2014 年度
株式会社下関大丸 朝食需要の獲得

2015 年度
在シンガポール
日系食品メーカー シンガポール人が好む味、料理と日本食

三菱商事株式会社
シンガポール支店 シンガポール市場に向けた“下関”ブランドの発掘

企業・団体名 テーマ

2016 年度
有限会社
お茶の赤星園 下関の魅力を伝えられるお土産品作成

エキマチ下関
推進協議会

「エキマチ下関」まちづくり憲章策定に向けた関係者インタ
ビューの実施

株式会社力の源
ホールディングス 一風堂が海外でさらに顧客満足を得るためには

下関市産業振興部 Food JAPAN 2016 における下関ブースのサポート、
及び他ブースのリサーチ

2017 年度
サンデン交通
株式会社 バス利用者を増加させる方法について

村上夢農園
下関アスパラ部会 下関のアスパラガスを広めるための方策（販売促進を中心に）

株式会社力の源
ホールディングス 一風堂が海外でさらに顧客満足を得るためには

下関市産業振興部 国際見本市における下関ブースのサポート、及び他ブースのリサーチ

2018 年度
山口県花卉園芸
農業協同組合 ハロウィンかぼちゃの需要創出に効果的なイベントプロデュース

下関市産業振興部 国際見本市における下関ブースのサポート、及び他ブースのリサーチ

2019 年度
山口県花卉園芸
農業協同組合 ハロウィンかぼちゃイベントの飛躍的発展

下関市産業振興部 国際食品商談会における下関ブースの運営とマーケティングリサーチ

2020 年度
山口県花卉園芸
農業協同組合 ハロウィンかぼちゃを活用した地域経済活性化

下関市産業振興部 海外に向けた市内商品・食材のPR方法の検討

株式会社ケーブル
ネット下関

市民に役立つ新たなコミュニティチャンネル番組制作

2021 年度
株式会社リージョ
ナルマネジメント 百貨店におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）化

下関市産業振興部 国際食品商談会における商談サポート
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■ 進路・就職相談
専門カウンセラーが常駐しており、就職活動の悩みや
疑問に思っていること、エントリーシートや履歴書の
添削指導、面接対策、進路相談などを行います。

■ 就職ガイダンス
年４回のガイダンスを通じて、就職活動の環境や、就職活動へ挑む心構えなどの
情報を提供します。また、基本的な履歴書の書き方や業界研究の方法など、就
職活動を行う上で必要なノウハウを伝授します。

■ 就活直前セミナー
就職活動の本番直前に、実際に企業等で働かれている方々と模擬面接を行うな
ど、就職活動に必要なスキルの総仕上げを行っています。

■ 内定者懇談会
就職活動を終えた４年生に、就職活動体験談を語ってもらいます。身近な先輩
の体験談はこれから就職活動を始める学生にとっての貴重な情報となります。

■ 業界研究講座
学内において 400社を超える企業・団体にお越しいただき「インターンシップ
フェア」「合同業界研究会」「個別企業説明会」を開催しています。学外で行わ
れる「合同企業説明会」には、大学から会場までバスを利用した参加ツアーを
実施しています。

■ 就職基礎講座・就活ゼミ
自己分析を行い、応募書類の作成や面接のノウハウを伝授する講座です。また、
リクルートスーツの着こなし講座、リクルートメイクアップ講座、就活マナー
講座など、ラインナップ満載です！

■ 市大キャリアスタディ
身近な存在である本学卒業生を招き、世の中にはどんな仕事があり、業界がど
のようになっているか生きた情報を語ってもらいます。

■ 公務員受験対策講座
国家公務員専門職・一般職、地方上級職、市町村行政職、警察、消防など、公
務員にチャレンジする学生のための講座です。

■ 各種資格取得講座
日商簿記検定 3級・2級対策講座、FP3級対策講座などの講座を学内で実施し、
資格取得をバックアップします。

■ エアラインセミナー
エアライン業界を目指す学生や興味を持っている学生を対象として開催してい
ます。情報提供だけでなく、エアライン業界特有の面接を実際に体験すること
もできます。

主な就職支援メニュー

豊富なメニューを取り揃えて、
自分の希望する将来を
勝ち取るための就職活動を
応援しています！
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■ 金　融
㈱日本政策金融公庫、楽天銀行㈱、㈱中国銀行、㈱山口フィナンシャルグループ、㈱阿波銀行、㈱伊予銀行、㈱西日本シティ銀行、
㈱宮崎銀行、㈱鹿児島銀行、ろうきん中央機関グループ、中国労働金庫、四国労働金庫、全国信用協同組合連合会、きのくに信用金庫、
西中国信用金庫、広島信用金庫、東京短資㈱、福岡県信用保証協会、西日本建設業保証㈱、山口県信用農業協同組合連合会、
丸三証券㈱、三菱電機クレジット㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、㈱かんぽ生命保険、日本生命保険相互会社	など

■ 卸・小売
㈱エコア、加藤産業㈱、興陽電機㈱、西華産業㈱、トラスコ中山㈱、㈱西原商会、日産トレーディング㈱、三菱電機トレーディング㈱、
ヤマエ久野㈱、㈱山産、リコージャパン㈱、㈱イズミ、㈱岩田屋三越、ネッツトヨタ山口㈱、㈱丸久	など

■ サービス
日本年金機構、㈱ウエスコ、㈱DNPコミュニケーションデザイン、㈱東京海上日動コミュニケーションズ、㈱牧野技術サービス、
㈱Plan・Do・See、ディップ㈱、山口県商工会連合会	など

■ 建設・不動産
積水ハウス㈱、大和リース㈱、東建コーポレーション㈱、東テク㈱、三井金属エンジニアリング㈱、三菱電機ビルテクノサービス㈱、	
㈱鴻池組、㈱コプロス、エルクホームズ㈱、㈱合人社計画研究所、三井不動産ビルマネジメント㈱	など

■ 製　造
山崎製パン㈱、㈱新進、セイカ食品㈱、松尾製菓㈱、エクセルパック・カバヤ㈱、㈱ゼンリンプリンテックス、アース製薬㈱、東ソー・
シリカ㈱、長府工産㈱、日本オーチス・エレベータ㈱、三菱電機ＦＡ産業機器㈱、能美防災㈱、ユタカ電業㈱、麻生フオームクリート㈱、
㈱タカギ、タカラスタンダード㈱、日鉄高炉セメント㈱、北海道電力㈱、山口合同ガス㈱	など

■ 情報・通信
㈱NTT ドコモ、㈱ドコモCS 九州、㈱大塚商会、㈱システナ、㈱セラク、日本コンピュータ・ダイナミクス㈱、㈱ビジネスアシスト、
㈱山口情報処理サービスセンター、㈱読売新聞西部本社、㈱両備システムズ	など

■ 運　輸
東京地下鉄㈱、日本通運㈱、㈱キユーソー流通システム、澁澤倉庫㈱、丸全昭和運輸㈱、三井倉庫九州㈱、山九㈱、池田興業㈱、下関海
陸運送㈱、トクヤマ海陸運送㈱	など

■ 公務等
厚生労働省（島根労働局、福岡労働局、山口労働局）、国土交通省（中部運輸局、四国運輸局、九州地方整備局）、財務省（大阪国税局、
福岡国税局）、総務省（中国総合通信局）、海上自衛隊、県庁（和歌山県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、大分県）、市役所（田辺市、
出雲市、大田市、広島市、福山市、岩国市、山陽小野田市、下関市、長門市、萩市、中間市、大村市、出水市、宮古島市）、	警察本部（愛知県、
鳥取県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県）、	消防局（下関市、長崎市）、教員（大阪府、広島市）、(独)	国立病院機構、（独)地域医
療機能推進機構、(独) 労働者健康安全機構、社会保険診療報酬支払基金、（独)国立高等専門学校機構、国立大学法人鹿児島大学	など

就職データ

主な就職先

2022 年 3 月卒業者の就職状況（2022 年 3 月 15 日現在）

項　目 経済学科 国際商学科 公共マネジメント学科 合　計
男 女 男 女 男 女 男 女

就職率
97.8% 95.1% 97.2% 98.1% 94.6% 95.8% 97.1% 96.9%

96.9% 97.7% 95.1% 97.0%

金融・保険
17.6％

小売
14.3％

公務
10.5％

サービス
10.5％建設・不動産

9.7％

卸
9.0％

製造
9.2％

情報・通信
7.9％

その他
6.6％医療・社会福祉

4.6％

業種別

下関市
8.3％ 山口県

7.7％
※下関市を除く

中国
11.4％
※山口県を除く

九州
24.8％

四国
4.4％

近畿
9.9％

中部
2.9％

関東
30.5％

東北
0.2％

地区別
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(0) (189)

25.2% 4.3% 9.7% 2.8% 30.1% 0.2%

(3) (68) (0)

＊（　）内は、女子で内数
＊中国は山口県を含む
＊地区別就職状況の過年度の数値については、各年3月31日の確定数を表記している。

(16) (14) (47) (45) (8) (18)

40 36 129 117 20 45 13 140 1 0 465

0.0%

2021

8.6% 7.7% 27.7%

(1) (0) (200)

(0)

1 0 462

(19) (12) (53) (58) (4) (25) (6)
2020

35 35 116 128 13 51 23 130

(53)

0 503

57 13 154 3 0 532
2019

34 42 137 154 14

(13) (19) (49) (66) (220)(7) (24) (6) (67) (1)

(17) (13) (54) (45) (9)

(0) (0) (214)

2018
40 26 121 119 21 68

(27) (7) (67) (1) (0) (210)

24 146 4

2017
39 22 119 117 498

(14) (10) (44) (54) (13) (22) (7) (74)

37 48 24 152 0 1

単位：人

年度
山口県

中国 九州 四国 近畿 中部 関東 東北 その他 計
下関 市外

＊卒業者数と就職希望者数の差は、就職の意思のない者（公務員・教職浪人含む）、進学（希望者
を含む）、帰国留学生
＊（　）内は、卒業者数の内数

２　地区別就職状況

24 276 189 465

98.5% 96.7% 98.2% 100.0% 94.6%
就職率 98.3%

98.0% 99.1% 96.7% 98.3%

473

就職決定者数 134 58 107 107 35

100.0% 97.9% 99.0%

就職希望者数 136 60 109 107 37 24 282 191

24 297 200 497

9月卒業者数 (4) (1) (1) (1) (0)

卒業者数 144 65 114 111 39

(0) (5) (2) (7)

2021年度　卒業者の就職状況に関する調査

2022年5月1日 現在

１　卒業者就職状況

単位：人

項目
経済学科 国際商学科 公共ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 性別

計
男 女 男 女 男 女 男 女



ア　ク　セ　ス

北海道４
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１
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１
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井
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京
都
６

鳥
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８

島
根
11

佐
賀
９

長
崎
15

沖
縄
５

鹿児島
25

海外 12

大分
17
宮崎
12

熊
本
15

岡
山
18

和
歌
山３

大
阪
11

兵
庫
32広

島
36

徳島10

香川９

高知３

愛媛20

福岡 71 山
口
108

出身県別卒業見込者数

2022 年度 主な学事日程（2022 年４月～ 2023 年 3 月）

至新下関駅

至下関駅

至下関駅

武久町１

地下道

至下関 I.C.

ゆめマート
幡生

下関東
郵便局

山の田交差点 大
学
町
二
丁
目

バ
ス
停

大
学
町
二
丁
目

バ
ス
停

山
の
田

バ
ス
停

山
の
田

バ
ス
停

Ｊ
Ｒ
幡
生
駅

入学式		 …………………………………………… 4月 5日
春学期授業開始		 ………………………………… 4月11日
春学期定期試験		 ………………… 8月 1日～ 8月 9日
夏季休業		 ………………………… 8月10日～ 9月29日
秋学期授業開始		 ………………………………… 9月30日
大学祭（全学休講・準備含む）		…… 11月12日～11月14日
冬季休業		 ………………………… 12月27日～ 1月 4日

大学入学共通テスト（全学休講・準備含む）
　…………………………………… 1月13日～ 1月15日
秋学期定期試験		 ………………… 2月 1日～ 2月 9日
春季休業		 ……………………………………… 2月10日～
前期入試		 ………………………………………… 2月25日
中期入試		 ………………………………………… 3月 8日
卒業式		 …………………………………………… 3月24日

※上記予定は変更の可能性がありますので、最新情報は本学HPよりご確認下さい。

（2024 年 3 月卒業見込者、学部留学生含む）

人　数 割　合

中国・四国地方 223 45.2%
九州地方 169 34.3%
国内その他地方 89 18.1%
国　外（中国・韓国） 12 2.4%
総　数 493

求人に関するお問い合わせ

〒 751-8510　山口県下関市大学町二丁目 1 番 1 号

下関市立大学 キャリアセンター TEL 083-252-0288（代表）　FAX 083-254-3653（直通）
URL　　　http://www.shimonoseki-cu.ac.jp
Ｅメール　shusyoku@shimonoseki-cu.ac.jp

● JR下関駅から
　サンデンバス3番のりば（約20～25分程度乗車）
　　「北浦（綾羅木・安岡）方面」に乗車、「山の田」バス停下車徒歩4分
　　「豊町線」山の田、石原車庫方面に乗車、「山の田」バス停下車徒歩4分	
　　「豊町線」大学町、石原車庫方面に乗車、「大学町二丁目」バス停下車徒歩2分
　サンデンバス5番のりば（約20～25分程度乗車）	
　　「丸山線」に乗車、「山の田」バス停下車徒歩4分

● JR幡生駅から
　徒歩約20分

● JR新幹線・新下関駅から
　サンデンバス2番のりば（約15分程度乗車）
　　「川中豊町線」に乗車、「大学町二丁目」バス停下車徒歩3分
　タクシー利用約10分




