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新しい世界を見たいなら、
まず、自分の眼を開かねばならない。

社会のさまざまなシーンで、革新が進んでいます。

しかし、本当のイノベーションは、

自分自身を革新することからはじまるのです。

自らを磨き、教養を高め、視野を広げる。

時代の変化を先取りしながら

自分を着実にバージョンアップしていく。

そのためのステージが、九州国際大学（KIU）です。

KIU の深く広い教育も、手厚いサポート体制も、

地域との密接なつながりも、海外での貴重な体験も、

すべて、次代を担う若い個性に、新たな力を与えるもの。

無限の可能性を育てるための環境です。

そのために、私たち自身も、

背中に新しい風を感じながら、挑戦をつづけています。

地域に根ざしながら、同時に、

このアジアの東から、日本の南から、九州の北から、

世界と向き合い、次代に挑みつづけています。

眼を閉じてみましょう。

そして、ゆっくりと開いてみてください。

その瞳には、いつかあなた自身が創り出す未来が、

はっきりと見えてくるはずです。

イノベーション
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九州国際大学 学長　西川 京子

　IT、IOT、ICT、アルファベットの略字で象徴される情報が氾濫する現代社会の中で、私達
はどう生きてゆけば良いのか、大学人に限らず多くの人達がつきつけられている課題でしょう。
　激動する世界の中で、歴史が大きく変わろうとしています。物や物造りが中心の時代から、
情報（インテリジェンス）が、あらゆる局面の支配者になりつつあります。
　情報を掌握するものが、全てを掌握する。そんな状況の中で、大学はどんな要求に応えて
ゆくべきなのでしょう。長い歴史の時々で、社会を輝かせ、牽引していったのはいつの時も
若者達です。それ迄の強固な潮流を受け止めつつ、流れを変えていった強い力は若者の特権
です。そんな若者達を育ててきた大学の役割は変わるのでしょうか。否です。産業構造や経済の
質が変わろうとも、いわば方法論がいくら変わろうとも人間の本質が変わる訳でも無く、その
本質を見極めた人間教育こそが大学の大きな使命です。IT社会が進めば進む程、より感情
細やかで知性豊かな逞しい人間が求められるでしょう。グローバルな視点を持ちつつ、ロー
カルな立場で行動できる人間、私達九州国際大学が目指す人材像です。本学は旧八幡大学
時代を含めて80年余の歴史を持つ地域に育てられた大学です。教職員、学生、お互いが切磋
琢磨して高め合う“塾的精神”を柱に、地域に愛される大学として時を刻んできました。社会
学系の二学部を擁する我が大学は、地域の方々や地域の企業とより連携を密にして、いわば
「公共のための社会学」という立場をとり、アクティブラーニング・企業研修や奉仕活動等を
通じて生きた勉学を若者達に経験してもらいたいと思っています。やがて社会に出て、先頭を
走り流れを創ってゆく存在となってくれることを願ってやみません。
　志ある学生のみなさん、九州国際大学へ来たれ！

President Message

九州法学校開設

九州専門学校創立

戸畑専門学校創立

八幡専門学校に改称

八幡大学設立
法学部第一部・第二部設置

法学部を法経学部に改組
経営経済学科を増設

1930年4月

1940年

1947年

1949年

1950年

1951年

1958年

1963年

1989年

1994年

1996年

2000年

付属高校（男子部）設置

付属高校（女子部）設置

九州国際大学に改称
国際商学部を平野地区に開設

法経学部を法学部と経済学部に改組

大学院法学研究科を開設

平野キャンパス完成
付属中学校（中高一貫部）設立

2001年

2005年

2010年

2013年

2014年

2017年

大学院企業政策研究科を開設

国際商学部を国際関係学部に改組

付属高校男子部・女子部を統合

地域連携センターを開設

基礎教育センターを開設

経済学部と国際関係学部を改組し、
現代ビジネス学部を開設

時代に流されるのでなく、
自ら新たな潮流を創っていく。
育てたいのは、そんな人材です。

沿  革

『本校ハ単ニ法律及ビ経済ノ知識ヲ授ケルバカリデナク、塾的精神ニ依リ、
相互ニ心的鍛錬ヲナシ、以ッテ誠実、有為ナル人材ヲ養成スル』

建学の精神

本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、個性の伸長と人格の完成を旨とし、法律学、経済学、

国際社会科学に関する専門的知識を教授し、北九州の地域に立脚し、国際的視野を持った理論・

実践両面に明るい人材を養成することを目的とする。

大学の教育理念

自分を知る。友と語り合う。
自己を見つめ、他を認めるとき、
「国際人」への道は、はじまっている。

当時の授業風景 九州専門学校校舎 八幡専門学校全景 八幡大学校舎 九州国際大学

九州法学校時代

1930 –
九州専門学校時代
1940 –

八幡専門学校時代
1949–

八幡大学時代
1950 –

九州国際大学へ
1989 –
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ともに未来を見つめている。
教育者として、伴走者として、支援者として。

入学前から卒業後までを見据えた
実践的な学びと手厚いサポートシステム。

0504 Kyushu International University

01
未来につながる

学び

叶えたい夢。思い描く未来。
そのための一歩一歩を

支える教育。

Education

02
地元に応える
地域貢献

地域を知り、地域に生き、
地域の未来に力を尽くす

人材を育成。

Regional
Contribution 03

世界と響き合う
国際交流

「国際大学」の名に
ふさわしい取り組みで
次代の国際人を育成。

Internationality

06
学びを助ける
奨学支援

その向学心に、応えたい。
その夢への道のりを
支えていきたい。

Scholarship

05
明日に導く
資格取得支援

学内で学べる。効率的に取れる。
有名専門学校の講師が

徹底指導。

Qualification

04
夢を支える
就職支援

手厚い支援プログラムで、
学生と企業の

ベストマッチを実現。

Career Support

1年次

法　学　部 法律学科 リスクマネジメントコース ／ キャリアコース

新入生ガイダンス

フレッシャーズ
ミーティング

（1泊2日の宿泊研修）
現代ビジネス学部

地域経済学科 経済コース ／ 経営コース ／ 地域づくりコース ／ 観光ビジネスコース ／ 
スポーツマネジメントコース

国際社会学科 英語コース ／ ハングルコース ／ 国際コース

2年次 3年次 4年次

※コースは2年次からスタートします。

入学前教育
合格した学生にEラーニングによる学習で学
びの準備を進めます。

入門セミナー
ゼミをとおして大学のシステムに慣れるよう入門
セミナーを開催しています。

担任・副担任制度
ゼミの担当教員と副担任が学生をサポート。
学びや進路、生活の相談にも応じます。

基礎教育センター
学生の理解度に合わせて教材を選択。就職
や資格取得にもつながる基礎力を育てます。

学修生活アドバイザー
基礎教育センターに常駐し、大学生活でのさまざ
まな悩みに対応。九国大生の頼れる味方です。

学生アシスタント（SA）
ゼミ活動を手助けしてくれる先輩。グループワー
クや資料制作などをサポートしてくれます。

1年次からのゼミ履修
ゼミは、学生が主体的に学ぶ場。コミュニケー
ション能力や課題解決力が身につきます。

アクティブラーニング
現地調査やグループワークを取り入れた“行動を
ともなう学び”。論理的思考や実践力を鍛えます。

課題解決型学習（PBL）
地域の具体的な課題にアプローチし、解決の
方策を探究。生きた学びを実践しています。

交換留学制度
４か国10大学で交換留学を実施。留学先で取得
した単位は本学で認定されるので４年間で卒業
が可能です。

公務員支援システム
１年次から採用試験対策をスタート。独
自の講義プランやチューター制度などに
よって高い合格実績を誇っています。

授業料年間
30万円免除

最長4年間
120万円免除

受験前に
免除を確約

授業料年間
60万円免除

最長4年間
240万円免除

42ページ

修学支援

46ページ

留学・
国際交流

51ページ

奨学生制度

［韓国］東亜大学校、漢陽大学校、高麗大学校、
　　　　霊山大学校、釜山外国語大学校
［中国］東北財経大学、遼寧大学
［台湾］南開科技大学、国立高雄餐旅大学
［インドネシア］インドネシア大学

キャリア支援室
優良企業との太いパイプを生かして実践
的な進路指導を展開。充実したサポート
が魅力です。

エクステンションセンター

独自のカリキュラム 経験豊富な講師陣 時間の有効活用 受講料が安い

●公認スポーツ指導者資格の取得

学 術 奨 学 生
入学試験の成績優秀者に対して、授業料を全額免除します。

予約型奨学生
入学後の授業料免除を予約することで、経済的側面から修学を支援します。
採用候補者が入試に合格・入学した場合、授業料が半額免除されます。

人づくりは、地域づくり。それは、社会と世界の未来につながっています。

若い個性を見守っていたい。その可能性が未来へと開花する力を支えたい。

それが、九州国際大学の願いです。

自己発見・就業意欲の向上

職業理解の向上

実践的な就活スキルの獲得

効果的な就職活動

1年次

2年次

3年次

4年次

50ページ

資格取得支援

48ページ

就職支援

●教員免許状の取得

1. チューター制度 

2. 成績上位者への経済サポート

3. 欠席フォロー 

4. 受験対策に特化した
　 大学講義

5. 単位認定
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新しいことに挑戦する場。これが、私にとっての九国大

だったと思います。正直、入学当初は、学びたいことも、

やりたいことも、まったく見えませんでした。でも、仲間や

先生たちと出会い、勉強に目覚め、目標を見つけること

で、４年間の大学生活を楽しむことができました。ゼミ

長を務めたこと、韓国への留学、そして就活。すべてが

チャレンジでした。苦しくても、諦めずに最後までやり遂

げること。その大切さも実感しました。いろんな人に支え

られて就活にも成功し、いまは憧れだった航空会社の

グランドスタッフとして頑張っています。

「飛行機を飛ばす」と言っても、その裏側で多くの人が

関わっています。簡単なことではありません。だからこそ、

私もそのひとりとして働いていることに責任とやりがいを

感じます。緊張する場面も多く、毎日が失敗と勉強の連

続です。こんな張り詰めた日々を支えてくれているのも、

大学で身につけたチャレンジ精神かもしれません。皆さん

も、いろいろなことに挑戦してください。きっと大学生活

が楽しくなるはずです。

理解できるから面白くなる。楽しくなる。
この学びは、未来につながっている。
九国大の卒業生は、およそ４万人。多くの先輩がこのキャンパスで夢を追い、それをカタチにして、社会のさまざまな分野で活躍して

います。彼らは大学時代、どのように学び、何を身につけて社会に飛び立っていったのか。ひとりの先輩の証言を聞いてみましょう。

大学全体がチームとなって一人ひとりの学生の学びをサポートする。これ

が、九国大の修学支援体制です。少人数制をベースに、担任・副担任制

度を採用。教員と職員、基礎教育センターが緊密に連絡をとり合いなが

ら、学生の「入学前から就職まで」の４年間をしっかりバックアップします。

入学当初は、多くの学生が不安を抱えています。目標も、将来像も、見えな

い。何を、どう学べばよいかも、わからない。本学は、そうした不安に積極

的にアプローチし、独自の教育プログラムをとおして、「不安から安心へ」

とリード。「基礎から応用へ」「理論から実践へ」と進む過程を“学びの

伴走者”として、きめ細かく支援していきます。

修学支援

不安から安心へ、基礎から応用へ、
理論から実践への過程を
“学びの伴走者”としてバックアップ。

挑戦すること。諦めないこと。
大学生活を楽しくするのは、
チャレンジ精神です。

I�OVATION

[勤務先]

株式会社スターフライヤー

清原 友香 さん　
国際関係学部 国際関係学科
（2018年３月卒業）
福岡県 小倉西高等学校 出身

Graduate ’s  message

未
来
に
つ
な
が
る
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び01

未来につながる
学び

Educat ion

STEp 1

［入学当初］
フレッシャーズミーティングが忘れら
れません。入学式直後で、また友だ
ちもいなくて、とても不安だったので
すが、楽しく過ごせました。その後の
大学生活を一緒に過ごす仲間たち
との出会いと交流。その第一歩とな
る貴重なイベントでした。

STEp 2

［修学］
特に力を入れて学んだのは、英
語と韓国語です。英語コースの
ケンプ先生のゼミに所属し、オリ
ジナルの教材を作ったり、スピー
チコンテストに参加したりと、楽
しく学ばせていただきました。

STEp 3

［海外研修］
大学生活のハイライトといえば韓国留
学です。１年次の韓国研修のあと、学
ぶほどに韓国語が面白くなり、留学へ
の思いが募ってきました。結局、就職活
動を終えて短期留学を敢行。申請から
清算などの手続きもすべて自分で行
い、自身の行動力に驚いたものです。

STEp 4

［就職］
就職活動では、キャリア支援室に
助けられました。カベを感じて、心が
折れそうになることありましたが、そ
のたびに何度もキャリア支援室に
出向いてアドバイスをいただきま
した。おかげで、憧れの会社に就職
することができました。

基礎教育センター

少人数教育

アクティブ・ラーニング

公務員支援システム

グループワーク

入門セミナー

学修生活アドバイザー

担任・副担任制度

初年次教育

入学前教育

予約型奨学生／学術奨学生

学 生

修学支援 42ページ

大学全体がチームになって、学生一人ひとりを見つめ、
その学びをしっかりサポートします。

清原さんの学びのステップ

Qualification ScholarshipEducation Regional Contribution Career SupportInternationality



地域連携センター
から

人づくりを通じて地元北九州の発展に貢献する。これは、九国大に託された使命です。そのシンボルが複合施設「コムシ

ティ」内のサテライトキャンパス「地域連携センター」。市民講座をはじめとするさまざまなイベントをとおして地域との交流を

深めています。また、高大教育連携を進め「地元の高校生が地元の大学で学び、地元に就職する」という体制を整備。さらに、

カリキュラムの重要な科目として「北九州学」を設け、地元北九州を深く知り、その発展に貢献できる人材を育てています。

結ばれている。この場所と。
歩いていく。ここに暮らす人々と。

賞賛の拍手とともに全国へ。世界へ。
若いハートで漕ぎ出す社会貢献の航海。

ボヤージュ

Student ’s  message

吉武 和哉 さん　
法学部 法律学科 ４年
福岡県 八幡南高等学校 出身

地
元
に
応
え
る
地
域
貢
献

02

「地域安全マップ」作成の取り組み
姜信一教授のゼミが中心となって「地域安全マップ」を作成しています。「地域安全マップ」とは、「犯罪が起
きにくい場所」と「犯罪が起きやすい場所」を洗い出して地図にしたものです。ゼミ生が小学校を訪れ、生徒た
ちと一緒に学校周辺を歩いて危険なスポット（入りやすくて見えにくい場所）を探索。その結果をマップに書き
込んで仕上げます。小学生との交流をとおして地域の安全と安心を支援する活動として注目されています。

Qualification ScholarshipEducation Regional Contribution Career SupportInternationality

I�OVATION
I�OVATION

地域連携センター

野村 政修 センター長

地域連携センターでは、地域連携事業と市民講座を実施しています。地域連携事業

は、地域の町づくりや人づくりを目的に、学生が地域の人々と協力しながら進める事業

です。市民講座は、九国大の教員のほか、税理士や不動産鑑定士などのスペシャリス

トがそれぞれの専門分野の講座を開くとともに、法律や税務問題についての個別相談

にも対応。評判も上々で、多くの参加者、リピーターを獲得しています。コンセプトは「人

づくりが拓く街づくり」。サテライトキャンパスとして、また情報発信基地として、学生と地

域社会の未来をバックアップしています。

「人づくりが拓く街づくり」をコンセプトに、
学生と地域社会の未来をバックアップしています。

0908 Kyushu International University

地域貢献 44ページ

吉武さんの地域貢献活動

安心して暮らせる。気持ちよくふれあえる。
公務員として、そうした町づくりに貢献したいと思います。

地元に応える
地域貢献

Regional  Contr ibut ion

僕は、姜信一先生のゼミの一員として「地域安全マップ」の作成に取り組んできました。小学校に

出向いて、生徒たちと一緒に学校の周辺を歩き、「犯罪の起きやすさ」という観点からいろいろな場

所を検証。結果を「地域安全マップ」にまとめました。この活動をとおして生徒たちに身につけてほ

しいのは「景色読解力」です。犯罪から身を守るために大切なのは、「景色」を見て犯罪が起きや

すい場所がどうかを把握し、危険を回避する能力。その基本が、この「景色読解力」です。

小学校の生徒や先生、その他のさまざまな人たちと交流は、僕の視野を広げてくれました。コミュニ

ケーション能力も向上したと思います。このスキルを生かして、将来、公務員として地域を支えていく

のが夢です。子どもも大人もお年寄りも、女性も男性も、誰もが安心して暮らせる。人と人とが気持ち

よくふれあえる。そんな町づくりに貢献したいと思っています。

「大学SDGs ACTION! AWARDS2019」で、
スタディツアー賞を受賞

現代ビジネス学部・観光コースの福島ゼミでは「障がい者の楽し

みをつくる」をコンセプトに実践的活動をつづけています。障が

い者のための仕事体験企画「オ！シゴト・バリ体験」（201 4

年）、車いすの新郎向け婚礼衣装「タキシーマ」（実用新案取

得）の開発（2016年）、クラウドファンディングによる昇降式電動

車いす「ペガサス」の製作と、この車いすを使った「タキシーマ・

ウエディング」（2017年）、そして、車いすユーザーのための海外

旅行「ペガサス・ボヤージュ」（2018年）と精力的に取り組んでい

ます。この継続的取り組みが評価され「大学SDGs ACTION! 

AWARDS2019」（朝日新聞主催）ではスタディツアー賞を受賞し、学内でも平成30年度学長賞を

受賞しました。 ※SDGsとは国連が掲げる持続可能な世界を実現するための国際目標のことです。

大学SDGs ACTION! AWARDS2019
受賞結果

【グランプリ】
立命館アジア太平洋大学

【準グランプリ】
近畿大学

【スタディツアー賞】
九州国際大学・滋賀県立大学

【オーディエンス賞】
東京大学

遠藤 廉 さん　
現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年（受賞時２年）
福岡県 小倉東高等学校 出身

徳永 亮太 さん
現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年（受賞時２年）
福岡県 北筑高等学校 出身

新井 悠人 さん　
現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年（受賞時２年）
山口県 山口中央高等学校 出身

衛藤 羽篤 さん　
現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年（受賞時２年）
福岡県 小倉東高等学校 出身

（写真左から）

福 島 ゼ ミ

「海外卒業旅行企画コンテスト2018」で
グランプリを受賞

福島ゼミは「海外卒業旅行企画コンテスト2018」

（一般社団法人日本旅行業協会主催）でもグランプ

リを獲得しました。車いす学生とサービス介助士の

資格をもつ九国大生が、昇降式電動車いす「ペガサ

ス」を活用しながらともに楽しみを体験する画期的な

企画です。

海外卒業旅行企画コンテスト 2018
受賞結果

【グランプリ】
九州国際大学
【優秀賞】
明治大学／慶應義塾大学大学院

車いす学生向け企画「ペガサス・ボヤージュ」の商品化を視野に、一般の車いすユーザーをターゲットとした海外旅行企

画「ペガサス・ボヤージュ」のモニターツアーを北九州市内の旅行会社と共同で企画しました。行き先はオーストラリアシド

ニー、期間は2019年3月14日～20日までの4泊7日です。現地では公共施設や交通機関だけではなく、観光地にも出向き

バリアフリー状況について調査を行ってきました。モニターはSNSを通じて募集し、脳性麻痺で上下肢に障がいがありな

がらもスキューバダイビングなどに果敢に挑戦している車いすユーザーの矢野剛教さんにお願いしました。渡航費用はク

ラウドファンディングを活用し調達したほか、北九州市内の企業を訪問しご支援をいただきました。

「ペガサス・ボヤージュ」モニターツアー 
オーストラリアシドニーヘ旅行会社と共同企画。



Qualification ScholarshipEducation Regional Contribution Career SupportInternationality

世
界
と
響
き
合
う
国
際
交
流

壁だった言葉が、懸け橋になる。
見えなかった異文化が、新しい視野になる。

田口　先輩おふたりは、いつ頃から海外に行きたいと考えるようになりまし

たか？

吉田　中学生の頃かな。

蒔田　私は小学校６年。

田口　へえ～。おふたりとも凄く早いですね。僕は高校、それも３年の頃です

けど。

蒔田　吉田さんの留学先は韓国でしたっけ？

吉田　ええ。釜山です。現地では寮生活で、いろいろな国から来ている人た

ちと一緒で、賑やかな寮でした。

田口　すぐに馴染めましたか？

吉田　最初は戸惑いましたね。人見知りしていた時期もあって……いまから

思うと、もったいなかったな。でも、だんだん話せるようになってきて、中国とか

台湾とか、ベトナムやインドネシア、モンゴルの人たちとも韓国語で交流でき

た。あれは感動でした。

蒔田　それだけの国の若者が全員ハングルで会話するって、凄い図ですね

（笑）。

吉田　実は、釜山って、方言がけっこうキツイんですよ（笑）。

蒔田　“釜山弁”ってこと？（笑）

吉田　そうかも（笑）。で、気づかないうちにそのまま覚えてしまってたみたい

で、しばらくして韓国の友人から、「ねぇ、釜山の方言になっちゃってるよ」って

言われて……。

田口　わ～、リアルだなぁ（笑）。

蒔田　“留学あるある”、来た～ッ（笑）。

吉田　そういう蒔田さんはカナダですよね？

蒔田　ええ、サイコーの経験でした。

田口　勉強が？

蒔田　もちろん勉強も……。最初の半年間

は語学学校に通って、英語を毎日10時間勉強しました。

吉田　えッ、10時間ですか？

蒔田　そう。で、語学学校を卒業した日に、カナダを横断、かつ往復する旅に

出たんです。

田口　横断？

吉田　そして往復？

蒔田　イエス（笑）。ケープブレトン島からバンクーバーまで全11か所を訪ね

ながらの珍道中（笑）。オーロラを見たり、凍った湖の上を歩いたり……。

吉田　氷の上を歩いたってこと？

蒔田　そう。ほかにも、元ホームレスのおじさんと出会って、一緒に空き缶拾い

をした。ヒッチハイクも楽しかったな（笑）。

田口　予想できない展開ですね（笑）。

蒔田　結果、「宿泊費ゼロ」で往復しました。

世界は広い。でも、世間は狭い!?

楽しくて、ツラくて、ワイルドで、
超エキサイティングな留学体験。

吉田　海外というより、規格外の体験だ（笑）。

蒔田　「カナダでやりたい」と思っていたことはほぼ全てやり尽くしたし、自分

自身も大きく成長できた。世界は広いけど世間は狭いって実感した。なにより

「人生って楽しいんだッ」と思えた。後悔はゼロ、満足度は100点満点……

ヤッホ～ッ（笑）。

田口　ちょっと羨ましいな（笑）。僕は60点くらいですかね。

吉田　行ったのはフィリピンだよね。

田口　はい。フィリピンの人たちって、とにかくノリがいいんです。みんな親切

でやさしいし、留学生には必ずバディがひとり付いてくれるので、助かったし、

現地の生活にもすぐに馴染めました。

吉田　勉強のほうはどうだったの？

田口　授業は実践的というか、けっこうハードなものでしたね。スパルタって

言ってもいいほどで（笑）。

蒔田　「スパルタ」なんて、最近ほとんど聞かない言葉だよね（笑）。

田口　ですね（笑）。最初の授業が、いきなり現地の学生にインタビューすると

いうもので、その内容を発表して、さらにみんなと激しくディスカッションする

……とか。

蒔田　英語で？

田口　もちろん（笑）。たいへんでしたが、おかげで英語力はかなり上達しま

した。

吉田　けっこう充実してるように思えるけど、それで60点って、どういうこと？

田口　気管支炎になっちゃったんです。１週間も。

蒔田　あらら……。

田口　勉強は充実してたし、楽しいこともたくさんあったのに、結局は気管支

炎のツラさに上書きされてしまった感じで……。

吉田　やっぱり、体調管理は重要だよね。

田口　まったくです（笑）。でも、楽しくて、ツラくて、ワイルドで、超エキサイティ

ングなフィリピン留学でした（笑）。

吉田　重要といえば、私は客観性がとても大事だと思いました。韓国はとても

好きな国ですが、大好きだからこそ、良いと

ころばかりじゃなくて、そうじゃない部分も

しっかり見る。そういう目線があって初め

て、その国を本当に理解できるんだと実感

しました。

田口　そういう“モノの見方”って、将来に

役立てられそうですね。

吉田　うん。私は、韓国での経験を生かして、留学生や観光客をサポートでき

る仕事に就きたいと思っています。東京オリンピックもあるし、いまからワクワク

しています。

蒔田　確かにワクワクする。私は、経営の専門知識をしっかり学んで、将来に

役立てたいです。

田口　僕も、いろんなことにチャレンジして、成長して、人の役に立つ人間にな

りたいと思います。

蒔田　諦めなければ、人間なんだってできますッ（キッパリ）。

田口　なるほど。さすがは「氷の上を歩いた人」だ（笑）。

蒔田　そう（笑）。留学は、それまでの自分のカラを破る最高のチャンスです。

吉田　でも、湖の上の氷だけは、絶対……。

吉田＆蒔田＆田口　破らないよう～にッ（爆笑）。

国際人を育てる３つのアプローチ

英語やドイツ語に加えて、中国語、韓国語か
らインドネシア語まで、アジア各国の言語科目
を整備。学内の留学生との交流や海外語学
実習なども活用して、“世界”と出会い、語り
合い、心を通わせるためのスキルを磨きます。

語 学 力
韓国、中国、インドネシアへの交換留学制度のほ
か、アメリカへの認定留学制度やカナダへの短
期留学など、地域も言語も文化もさまざまに異なる
海外体験プログラムを整備。カラダとハートで国
際感覚を身につけるチャンスを用意しています。

海 外 体 験 国 際 理 解
外国語を学び、異文化にふれ、異なる価
値観や世界観を理解。そのうえで、改め
て日本について考え、日本人としての自分
を見つめながら、グローバル時代を生き
抜く真の国際人をめざします。

グローバル化の時代。その波は、若者の未来にも大きな影響を与えています。九国大は、海外のさまざまな大学や教育機関

と協定を結び、現地での語学実習や社会実習などをサポートしています。育てたいのは、世界を広く見渡す視野、語学を

はじめとするコミュニケーション能力、そして“次代の国際人”としてのマインド。「国際大学」の名にふさわしい取り組みに

よって、多くの学生が世界と出会っています。

蒔田 百合音 さん　
経済学部 経営学科 ４年
福岡県 九州国際大学付属高等学校 出身

I�OVATION
留学先

カナダ ケープブレトン大学

吉田 友美 さん　
国際関係学部 国際関係学科 ４年
福岡県 ひびき高等学校 出身

I�OVATION
留学先

韓国 東亜大学校

田口 和浩 さん　
現代ビジネス学部 国際社会学科 3年
福岡県 八幡中央高等学校 出身

I�OVATION

フィリピン シリマン大学
留学先

学生トーク
Student ’s  Talk

1110 Kyushu International University
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大好きな国だからこそ、
客観的に見る視線が大切。



解禁前から“就活スイッチ”をONにして、
結果を出すことができました。

「全員連絡＆個別面談」。これが、九国大キャリア支援室の

モットーです。その基本は、学生一人ひとりと十分な時間をとり

ながら進める対面式個別指導。就職活動で多くの時間を要する

企業選択や履歴書作成、面接練習などまで、丁寧にサポート

しています。

世の中には400万をこえる企業が存在しています。しかし、ほと

んどの大学生は十分な企業情報をもたないまま就職活動を

はじめてしまいます。就活の第一歩は、そうした現状に「気づく

こと」。「気づいた時がはじめ時」なのです。

就活の第一歩は「気づくこと」。
その「気づき」から将来までの道を
全力でサポートします。

夢を支える
就職支援

Career  Support04
夢
を
支
え
る
就
職
支
援

見守る眼、伸ばす力、送り出す心。
すべてで支えるから、結果が違う。
就職は、大学生活の集大成。そして、新しい世界への旅立ちでもあります。九国大は、学生一人ひとりを見つめ、

その個性と希望をしっかり把握しながら、就職活動を全力でサポート。手厚い支援体制と充実したプログラムで

夢の実現をバックアップしています。

就職・進路部長

三輪 仁 教授

I�OVATION

Teacher ’s  message

業界研究セミナー

さまざまな企業の人事担当者から
直接話を聞ける貴重な講座。話を
聞くなかで志望が変わり、就職に
つながるケースもあります。

就職なんでも相談

元ハローワーク職員の方が常駐し、履
歴書作成や面接方法をきめ細かく指
導します。大学に届く求人票をもとに福
岡県内の優良企業を紹介しています。

ステップアップ研修

２日間の研修で面接に重点を置
いた指導を実施。グループ、個
人、どちらにも対応できる実践的
な内容です。

学内合同会社説明会

九国大生の採用を積極的に考えて
いる企業を学内に招いて、情報や
アドバイスをいただきます。対象は
３年生。多くの企業が集結します。

キャリア支援室のサポートプログラム

佐原 慎吾 さん　
経済学部 経済学科（2019年３月卒業）
福岡県 自由ケ丘高等学校 出身

I�OVATION
[就職先] 株式会社タカギ

Qualification ScholarshipEducation Regional Contribution Career SupportInternationality

学生一人ひとりに寄り添って、全力でサポートしてくれる。これ

が、九国大の就職支援体制についての僕の印象です。進路に

関する研修やセミナーだけでなく、個人的な相談事にも親身に

なって対応していただきました。就活の解禁前からしっかりと

したプログラムが組まれていて、かなり早い段階から“就活ス

イッチ”をONにして取り組むことができました。僕が特に心がけ

たのは、まず会社説明会などの場で、できる限り最後まで会場

に残っておくこと。そして、企業の人

事の方とじっくり話すこと。この「対

話の重要性」に気づき、それをカタ

チにするための「コミュニケーション

能力」を身につけたことが、就活成

功の大きなポイントだったと思いま

す。結果、４社から内定をいただき、

最終的にインターンシップでお世話になった株式会社タカギに

入社することになりました。九国大には、先輩や先生、職員の人

など、僕たちを見守ってくれている人が必ずいます。そのサポート

を信じて、将来への道を切り開いてください。

キャリア支援室には、会社選びのプロフェッショナルが常駐して

います。さらに、SNSを積極的に活用し、学生個々とリアルタイ

ムな情報交換を進めています。「学生と教職員」の距離は、

「実力と目標」の距離に似ている。だから、私たちに任せてくだ

さい。コンパクトで、教職員と学生が

近い。そんな九国大だからこそできる

支援体制で、皆さんとともに考え、支え

ながら、将来への道をバックアップ

しています。

1312 Kyushu International University
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英語が苦手だったからこそ、
できる指導がある。
できるサポートがある。

責任感から充実感へ。
奨学制度は、豊かな大学生活の基盤です。

大学に入る前から教員志望でした。でも実を言うと、

英語は最も苦手な科目でした。つまり、英語教員を

めざすのは僕にとって大きなチャレンジだったわけ

ですが、九国大で学び、努力するなかで、夢を叶え

ることができました。

資格への挑戦で特に役に立ったのは、教員試験を

受ける学生と先生が集まって進めるディスカッション

です。普段の授業とは別に、メンバーが集まり、それ

ぞれの模擬授業を動画に録って、見返しながら互

いに意見を出し合う。とても実践的なトレーニングで

した。こうした学びを続けるなかで、「教員になりた

い」という思いがいっそう強くなったし、少しずつ自

信もついてきました。

こういう僕だからこそ、英語に悩む生徒の気持ちが

分かるし、彼らと同じ目線でサポートできるはずで

す。苦手な科目でも、取り組み方次第で興味がもて

る。学ぶことの楽しさも実感できるようになる。それを

伝えられるような教員になりたいと願っています。

これで、両親に経済的な負担をかけないで済む。奨学

金が受けられると決まったとき、この思いで心がスーッと

軽くなりました。合格通知が届いたときの両親の笑顔は、

いまも忘れられません。と同時に、大きな責任も感じまし

た。奨学生は一定の学業成績をキープしなければなりま

せんから、勉強に全力で取り組む習慣が身につきます。

私の場合は、「大学に恩返ししたい」という思いも強く

なって、学生アシスタント（ＳＡ）として後輩のサポートをさ

せていただきました。これも貴重な経験でした。九国大

は、学費が比較的安いうえ、奨学制度も充実していま

す。頑張って奨学生になれば、経済的な負担はかなり軽

くなると思います。オカネの面で余裕があれば、勉強にも

集中できる。部活を頑張るとか、地域の活動に取り組む

とか、ほかのことにもトライできるでしょう。この“好循環”

がキャンパスライフを豊かにしてくれるはずです。オカネ

についてのプランをしっかり立てて、充実した大学生活

を楽しんでください。

サポート
明
日
に
導
く
資
格
取
得
支
援
／
学
び
を
助
け
る
奨
学
支
援

05
明日に導く

資格取得支援

Qual ificat ion 06
学びを助ける
奨学支援

Scholarship

I�OVATION

山田 楓華 さん　
法学部 法律学科 ３年
福岡県 東筑高等学校 出身

I�OVATION

中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）取得

学術奨学生奨学金

資格だけではない。
社会で責任を果たすための
スキルとマインドを育てたい。
資格は、未来を開く武器になる。その考え方は、間違いではありません。しかし、資格を「自分のためのもの」として捉える

のは、あまりに一面的です。資格は社会のもの。スペシャリストとして、実社会で責任を果たすためのライセンスです。九国

大は、この考え方に立ち、有資格にふさわしい知識とスキル、マインドの獲得をサポートしています。

学んでいる。伸びていく。
その横顔を支える仕組みがある。
経済的な事情によって、若者の修学のチャンスが閉ざされてしまう。夢に挑戦することさえ難しくなってしまう。

そんなことは、絶対にあってはならない。九国大は、そう信じています。そこで、本学は、保護者の経済的負担を

できるだけ軽減するため、奨学金制度を充実させ、若い向学心をサポート。学生一人ひとりの“学びへの願い”

に応えています。

九州国際大学の奨学生制度

仲山 裕人 さん　
国際関係学部 国際関係学科
（2019年３月卒業）
福岡県 東鷹高等学校 出身

特別支援学級の生徒。
その笑顔が教員への道を照らしてくれた。
教育実習で担当したクラスに、特別支援学級の生徒がいました。
よく発言して、楽しそうに授業を受けてくれた姿が忘れられませ
ん。実習後に、担任の先生から「普段、積極的じゃないあの子が
あんなに楽しそう学ぶなんて、きっと授業が良かったからでしょう
ね」と言っていただきました。嬉しかったし、教員をめざす自分に
とって大きな励みにもなりました。

学術奨学生

頑張った学生を力強く支援経済的事情で修学困難な学生を応援

予約型奨学生

授業料年間
30万円免除

最長4年間
120万円免除

受験前に
免除を確約

授業料年間
60万円免除

最長4年間
240万円免除

授業料年間
30万円免除

最長4年間
120万円免除

受験前に
免除を確約

授業料年間
60万円免除

最長4年間
240万円免除
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学部学科 INDEX

法曹関係の仕事に就きたい

地域の役に立つ仕事に就きたい

警察官、消防士、公務員になりたい

法律の専門家になりたい

将来、独立開業したい

会社組織を運営したい

ビジネスの現場で活躍したい

地域の発展に貢献したい

経営のノウハウを知りたい

起業したい

観光業界で働きたい

教員になりたい

異文化社会に興味がある

ベンチャー企業を起こしたい

外国語を学びたい

海外と関わりのある仕事がしたい

通訳や添乗員になりたい

英語教員になりたい

学部・学科・コース 学びのポイント 取得できる資格興味や関心 めざせる将来の進路

法律を学ぶことは、法の背景を知り、その
考え方を知ること。それは、論理的思考力
や課題解決力、チームワークを養うことに
つながります。これらの能力が、いま、公務
員や会社員をはじめ、あらゆる職業で求め
られているのです。社会で役立つスキルを
身につけ、未来を生きるチカラに変える。そ
れが、法律学科の学びです。

時代のニーズに応える２学部３学科1０コース。細分化されたコース設定が、希望する未来への道を開きます。ここに用意されているのは、
社会で役立つ実践的な学び。地域で、世界で、活躍するためのベースをしっかりと身につけることができます。

地域創生。これを進めるためには、地域社
会の活力を支えている経済と経営の知識
が重要です。地域経済学科では、経済学
や経営学の基礎に加えて、地域が抱える
課題を分析し、その解決に導く能力を養
成。目的に合わせて選べる５つのコース
で、地域社会の即戦力をめざします。

社会のさまざまな分野でグローバル化が
進むいま、語学力や国際教養は、ビジネス
シーン必須のスキルといえます。国際社会
学科は、これらの能力を身につける科目に
異文化理解や国際協力の体験プログラム
を加えてカリキュラムを構築。世界でも地
域でも活躍できる次代のビジネスパーソン
の育成をめざしています。

□法曹（裁判官、検察官、弁護士）

□公務員（警察官、消防士、刑務官、自衛官、

市役所職員）

□士業（不動産鑑定士、司法書士、行政書士、

宅地建物取引士、税理士）

□不動産業界

□卸売・小売業界

□運輸業界

□サービス業界

□製造業界

□高等学校教諭（公民）

□大学院進学　　　　　　　　など

□銀行・証券会社 □NPO、NGO

□流通関係企業 □ホテル業

□公務員（行政・警察官） 

□旅行会社  

□航空業界

□スポーツクラブ運営会社

□スポーツ用品店 

□イベント企画会社

□中学校教諭（英語）

□高等学校教諭（英語）

□外資系企業、商社、通訳

□大学院進学　　　　　　　など

取得可能な資格

◯高等学校教諭一種免許状（公民）
◯スポーツリーダー
◯ジュニアスポーツ指導員（受験資格）

学部で取得を支援している資格

□司法書士　□行政書士　
□社会保険労務士　□マンション管理士
□宅地建物取引士　□管理業務主任者
□知的財産管理技能士　
□中小企業診断士　
□ファイナンシャルプランニング技能士
□貸金業務取扱主任者
□ビジネス実務法務検定　
□法学検定

取得可能な資格

◯高等学校教諭一種免許状（公民）

◯スポーツリーダー

◯ジュニアスポーツ指導員（受験資格）

学部で取得を支援している資格

□日商簿記検定　

□経営学検定

□ファイナンシャル・プランニング技能検定

□宅地建物取引士　

□日本漢字能力検定

□日経TEST　□経済学検定

□統計検定

取得可能な資格

◯中学校教諭一種免許状（英語）
◯高等学校教諭一種免許状（英語）
◯スポーツリーダー
◯ジュニアスポーツ指導員（受験資格）

学部で取得を支援している資格

□TOEIC®　□TOEFL®　
□実用英語技能検定　
□ハングル能力検定　
□韓国語能力試験　□中国語検定
□インドネシア語技能検定
□旅行業務取扱管理者（国内／総合）
□通関士

KEYWORD
課題解決型授業 理論と実践

チームワーク 論理的思考

KEYWORD
グローバル&ローカル 課題解決力

グループワーク 地域連携

KEYWORD
異文化理解 英語・アジア言語

海外体験 国際教養

20
ページ

28
ページ

36
ページ

52
ページ

□銀行・証券会社 □流通関係企業

□税理士事務所 □公務員（行政）

□NPO、NGO □旅行会社

□ホテル業 □航空業界

□スポーツクラブ運営会社

□スポーツ用品店 

□イベント企画会社

□高等学校教諭（公民）

□外資系企業、商社、通訳

□大学院進学　　　　　　　など

大学院法学研究科
大学の学部を卒業後、さらに高度な法学の世界を探究するステージ。法学部出身でなくても、
また社会人であっても修学できます。１学年10人という少人数制で、院生の経歴も個性もさまざ
ま。それぞれの資質を考慮し、個別の相談にも応じながら修士課程の修了をめざします。

大学院

1716 Kyushu International University

法学部

法律学科

▶リスクマネジメントコース

▶キャリアコース

※コースは2年次からスタートします。

現代ビジネス学部

地域経済学科
▶経済コース

▶経営コース

▶地域づくりコース

▶観光ビジネスコース

▶スポーツマネジメントコース

※コースは2年次からスタートします。

現代ビジネス学部

国際社会学科
▶英語コース

▶ハングルコース

▶国際コース

※コースは2年次からスタートします。
※海外実習は2年次から参加します。

□大学院（博士課程）進学

□各種資格取得支援

□税理士試験一部科目免除

□公務員

□企業就職 など修了後の進路
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部

【知識・技能】

①高等学校の教育課程を幅広く修得している。

②高等学校までの「国語総合（現代文）」や「英語」の履修を通じて、基礎的な

コミュニケーション能力を身につけている。

【思考・判断・表現】

③現代社会の問題について、知識や情報をもとに筋道立てて考え、その内容をわ

かりやすく表現できる。

【主体性・協働して学ぶ態度】

④クラブ活動、委員会活動や社会奉仕等を通じて、多様な人 と々協働して

主体的に学ぶ姿勢を身につけている。

⑤法律学の知識やリーガルマインド及び学内外での様々な体験を社会で活

かしたいという目的意識と意欲がある。

Faculty of  Law

法学部 法律学科

法学部 法律学科のアドミッションポリシー（入学受け入れ方針）

1918 Kyushu International University

九州国際大学 法学部 学部長

木村 貴 教授

日々の生活から地域社会、そして世界へ。
法の学びは、すべてのシーンで生かされる。

学部長メッセージ

私たちは、法律に囲まれて生活しています。日々の何気ない行動、一

つひとつの決断が、法律に支えられ、意味づけられている。つまり私た

ちにとって、法は最も身近な存在なのです。さらに、現代社会における

法は、人の多様な生き方や人生観を実現するためのツールともなって

います。それは同時に、社会が皆さんに求める基本的な能力にも通底

しています。なぜなら、皆さんが実社会で活躍するためには、まず「法

的思考に根ざした問題解決力」が必要だからです。法の学びの基

本は、単なる「記憶」ではありません。考えること、つまり「疑問」をもつこ

とです。その疑問を解き明かし、解決方法を模索する。その過程を楽

しめる若者にこそ、法学を学んでほしいのです。

本学は、北九州という地域に根ざした大学です。同時に、アジアに最

も近い国際大学でもあります。この特性を生かして、学生にはもっと世

界に目を向けてほしい。そして、国際的な視野を備えたリーガルマイン

ドを身につけてほしい。その意欲に応えるため、私たちは「国際社会と

地域社会をつなぐハブ大学としての法学部」をめざしています。地域

と世界。ふたつの未来に貢献する若い個性を、私たちは全力でバッ

クアップします。



法学部 法律学科

法
律
学
科

理論を極めて、実践に生かす。
この学びの価値は、社会の第一線で証明される。

リスクマネジメントコース ｜ キャリアコース 

担当教員のていねいな指導のもと、目的に合わ

せたコース展開によって卒業後の道を開きま

す。学習内容を確実に身につけ、効率化を図

るため、学ぶ科目を厳選。理論と実践をバラン

スよく学ぶことで論理的に考える力や課題を解

決する力を養います。この「論理的思考力」こ

そ、法律を学ぶキーワード。筋道を立てて物事

を考える力は、あらゆる業界で必ず役に立つ

大切なスキルです。

厳選した科目とていねいな指導で、
確実に実力をつける。

大切なのは、学びの先にある４年後の進路。そこ

で進路計画の専門科目を設定し、やりたいこと

が実現できるように、教員が一丸となってサポー

トします。はじめてのひとり暮らしや大学生活で

抱える心配ごとにも親身に対応。担当教員だけ

でなく、学部の教員全体で見守る体制を整えて

いるので安心です。さらに、六法全書の無料配

布やゼミ活動の費用補助など、さまざまな面から

学生一人ひとりをバックアップしています。

一人ひとりを見守る体制で、
学生の成長を全教員が支援。

自分の可能性を開くためには、能動的で主体

的な学びが不可欠です。特に、社会で求めら

れる実践力を養うには、課題解決型の授業に

よって「調べる」「考える」「まとめる」能力を鍛

えることが重要になります。こうしたチカラを育む

ために、本学部ではグループワークを多く採用。

現実のなかに潜む課題を自分で見つけ、解決

策を探る。これを繰り返し経験することで、社会

の即戦力となる確かな実力を身につけます。

課題解決型の授業で、
実社会の諸問題に挑む。

学びのポイント

学びのステップ

好きな科目をランダムに学ぶ“虫食い履修”ではなく、法学を深めるための
基礎をトータルに学んでほしい。この願いから、１年次に「法律学入門」
「憲法」などの基礎科目を必須とし、論理的に考える力とジェネリックスキル
の土台を築きます。

01

２年次から、リスクマネジメントコースとキャリアコースに分かれて専門性を
高めます。リスクマネジメントコースでは、危機管理の専門講義で行政の
課題を理論的に学び、大学外に出て、現代社会の問題解決に取り組みま
す。キャリアコースでは、法学の専門知識を活用して組織運営を行います。
各コースに所属しつつ、ビジネス実務法務検定や法学検定にも挑戦し、
自分の学習到達度を把握しつつ、さらなるレベルアップを目指します。

将来に応じた２コースで専門性を磨く。02

フィールドワークによって実践力を磨きます。地域連携活動に加わったり、
チームを動かしたりしながら、課題解決力を養成。さまざまな人との交流を
とおして確かなコミュニケーション能力を身につけます。

社会に出て、実践力を身につける。03

法学部法律学科

知識・理解

１.人文社会自然科学を基礎とした幅広い教養を身につけている。
2.法律学の専門的知識及びその活用方法を身につけている。

思考・判断

3.リーガルマインドに基づき、基礎的な法律の知識から論理的に考
える能力を修得しており、その知識を使って現代社会の問題を分
析し考察することができる。
4.現代社会の多様なフィールドにおける諸課題の解決に向けて、的
確な学際的考察及び総合的判断ができる。

関心・意欲・態度

5.現代社会の諸課題に対して自ら積極的に関心をもち続け、現代
社会に貢献することができる。
6.グループで協力しながら問題を解決する態度、生涯学び続け成
長し続ける意欲と態度を身につけている。

技能・表現

7.自己の思考・判断のプロセス及び結果を他者にわかりやすくプレ
ゼンテーションできる。
8.良好な人間関係を構築するためのコミュニケーション能力を身に
つけている。

法学部 法律学科のディプロマ・ポリシー
（卒業認定・学位授与に関する方針）法律を体系的に学ぶための基礎力を修得。
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私は、「獺祭」で知られる旭酒造株式会社に勤務しています。この「獺祭」と私を出会わせてくれたのが、

九国大在学中に体験したオーストラリア留学でした。滞在期間中、現地のレストランでアルバイトをして

いたのですが、その店のバーテンダーが飲ませてくれたのが「獺祭」でした。そのおいしさはもちろんです

が、なによりもこの酒がまるで高級ワインのように珍重され、世界中から訪れる食通たちに親しまれている

ことに衝撃を受けました。そして、これを造っている酒蔵で働きたいと願ったのです。旭酒造株式会社は、

いま、世界戦略を展開しています。フランスや上海にショップを開き、ニューヨークに酒蔵を開く計画も進ん

でいます。私も、「国際大学の法学部」の卒業生として、世界のビジネスシーンで自分の力を試したい。

この願いに胸を躍らせているところです。

旭酒造株式会社（獺祭） 勤務

江田 健太郎さん

法学部 法律学科（2019年３月卒業）
福岡県 九州国際大学付属高等学校 出身

留学先で知った日本酒の素晴らしさ。
いま、この銘酒とともに世界の舞台へ。

公務員 民間企業

※コースは2年次から選択します。

共 通 科 目

キャリアチュートリアル（ＣＴ）は、ゼミの担当教員が学生の就職をサポート
するために行う特別指導です。授業は単位として認められ、１年次から
就職を決める４年次まで、学生の成長に合わせて着実にステップアップ。
一人ひとりの進路を見据えた「第二のゼミ」ともいえる取り組みです。

CT（キャリアチュートリアル）

資
格
チ
ャ
レ
ン
ジ

リスクマネジメント
コース キャリアコース 

専門科目

ゼ　ミ

専門科目

ゼ　ミ

課外活動課外活動

CTⅣ

CTⅢ

CTⅡ

CTⅠ

資格取得のための支援体制も万全です。どちらのコースでも、資格への
チャレンジを基礎からサポートします。本プログラムでは、段階的に無理な
く合格に必要な実力をつけることができます。指導を受けもつのは、法律
の専門家や有資格者のほか、現場を知り尽くした実務経験者などのスペ
シャリストたちです。彼らの確かなノウハウと豊富な経験が難関資格の扉
を開き、社会で活躍できるスキルを習得できます。

資格取得プログラム

法学部法律学科のコース改編について

活躍する
卒業生

「国際大学の法学部」にふさわしい学修環境を整備。

アジアの玄関口と呼ばれる福岡・北九州。ここにキャンパスを

もつ九州国際大学は、常に世界を視野に入れた取り組みを

展開してきました。本学部は、この特徴を基に、「国際大学

の法学部」にふさわしい学修環境を整えています。

カリキュラムの共通教育科目では、特に外国語科目を充実

させ、英語や韓国語に加えて中国語からドイツ語、インドネシア

語までもラインナップ。専門教育科目でも、国際法や外国法

のほかに国際政治学や国際経済学など、グローバル時代

に対応した幅広い履修科目を設けています。さらに、海外

研修プログラムとそれをサポートする体制も整備しています。

身につけてほしいのは、法を軸に社会を生き抜くための

知識とスキル。そして、確かな国際感覚とグローバルコミュ

ニケーション能力。世界を見据え、世界と地域をつなぐ人材

が、ここで育っています。

入門セミナー
CTⅠ

法律学基礎セミナー
CTⅡ

専門実習A
CTⅢ

専門実習B
CTⅣ

2020年度から、法律学科は、「リスクマネジメントコース」と「キャリアコース」の２コース編成となります。

「論理的な思考力」と「課題解決力」「チームワーク」「セルフマネジメント」、そして「国際性」。これが、法律学

科が掲げる学びのテーマです。まず、共通科目をしっかりと学ぶことで専門分野に進むための基礎力を養成し

ます。１年次の専門科目として憲法や法律学入門、民法総則などを設定。これが「論理的思考力」を磨きます。

ゼミも１年次からスタートし、「課題解決力」を養成。さらに、キャリアチュートリアル（ＣＴ）で、就職を見据えながら

「チームワーク」の意識を高めていきます。

２年次からは、各コースに分かれて、それぞれの専門分野を探究。その過程で、「セルフマネジメント」や「国際

性」を学んでいきます。さらに、本学独自の資格取得プログラムによって一人ひとりの資格チャレンジをサポート。

いずれのコースにおいても、めざす資格を確実に取得しながら未来を切り拓く仕組みが整っています。

専門科目

ゼミ

CT
（キャリアチュートリアル）

共通科目

課外活動

資格
チャレンジ

課題
解決力

論理的
思考能力

チーム
ワーク 国際性

セルフ
マネジメント



◯ 社会実習１
◯リスクマネジメント入門　など

論理的に考え、
課題を解決する力

意思決定や
リスクマネジメントの知識

◯リスクマネジメント総論　
◯ 社会実習２　　　　など

リーダーシップと
対人スキル

◯リスクマネジメント各論Ⅰ・Ⅱ
◯リスクマネジメント実践論
◯  リスクマネジメント実習　など

習得できる力

在学生
Message

大学生になると自由に使える時間が増え、活動範囲も広がります。自由と

は、自分で考え、自分の責任で行動するということ。この「責任ある自由」

を支えるのが、論理的思考力と問題解決力です。このふたつは、卒業

後どんな職業に就いても必要となる大切な能力です。これを身につける

ために、本学の法学部は、偏りなく履修できるカリキュラムと、法律を体系

的に学べる仕組みを整えています。

リスクマネジメントコースでは、現職の警察官や消防士の声が直接聞

ける環境を整備。救命講習や合宿、地域安全マップの作成など、ユ

ニークな取り組みも注目されています。資格取得プログラムでは、豊富な

実務経験をもつ有資格者の教員が基礎から指導。キャリアコースでは、

学内に法人を設立し、企業経営や商品の企画・開発を実践的に学ぶ

ことができます。

社会はどうあるべきか。市民としてどのように行動し、生きるべきか。その

正しい判断を基に、実社会で活躍できる人材を育てていきたい。それ

が、私たちの願いです。

全国的にも数少ない危機管理が学べるコースです。警察や行政とともに地域
連携活動に取り組んだり、実務家による講義を受講しながら、社会の“いま”を学
びます。自治体職員、警察官や消防士などの公務員志望者の多くがこのコースを
選択。学内で開催される支援講座「公務員試験対策講座」をあわせて受講した
先輩の80％が合格を勝ち取っています。

育てたいのは、実社会を生き抜くための
論理的思考力と問題解決力。

法学部

阿部 理香 特任助教

教員からのメッセージ

社会人になったいまも、
法律学科の学びは、
私の仕事に息づいています。

卒業生からのメッセージ

「危機管理」をテーマに、
現代社会の諸問題に挑む。
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法
律
学
科

国や県、市などの行政職員／警察官／消防士／
自衛官／刑務官／NPO法人 など
適応力や課題解決力は、公務員だけでなく、ビジネス社会でも求め
られるスキル。実際に、本コースの多くの卒業生が民間企業でも活躍
しています。

こんな人を待っています 想定される職業

行政公務員になって地域に貢献したい。

警察官や消防士を志望している。

危機管理のスペシャリストになりたい。

行政の現場に興味がある。

公務員採用試験受験
企業採用試験

４年間で身につけた知識と
スキルを生かして、採用試
験にチャレンジ。学びの成果
を実社会で証明します。 

北九州市役所 勤務

立花 沙也加さん

法学部 法律学科（2018年３月卒業）
福岡県 宗像高等学校 出身

九国大は、自分から動くチャンスをたくさん与えてくれる場所でした。

ゼミや部活だけでなく、プレゼン大会やオープンキャンパス、学園祭

など、さまざまな体験をとおして積極性が身につきました。人前に

出て話すことにも苦手意識がなくなり、自分の考えをもって行動でき

るようになりました。

市役所に務めたいという夢も実現できました。いま私が所属している

のは、安全・安心推進課。市内の小学校で地域安全マップを作成

したり、大学から防犯ボランティアを集めて、防犯をテーマとした会

議を開いたりしながら、安全な町づくりを進めています。この業務は、

大学時代にゼミでも体験していたもので、実際にいまも大学の後

輩や先生と出会う機会があります。社会人になっても、法律学科の

学びに助けられている。生かされている。そのことを嬉しく思います。

学びのPOINT

警察官や消防士のリアルな声が、
刺激になる。目標が見えてくる。1

理論と実践をバランスよく学び、
課題解決力を身につける。2

学んだことがそのまま、
公務員採用試験に生かせる。3

4年間の学びの流れ

年次

1 読む力、書く力、発表する力を磨き、体験学習を展開。協調性や職
業意識を育みます。

協調性と規律を習得

年次

2 災害や犯罪の構造を学び、その打開策を探究。施設見学や地域
活動なども体験します。

行政の課題を学習

年次

3 自治体の防災計画や安全マップの作成など、課題解決に向けた
参加型学習を進めます。

課題解決スキルを学ぶ

年次

4 ４年間で学んだことの成果を集約して文章化したり、プレゼン発表
したりして就活に備えます。

成果発表

地域の人たちに寄り添い、
その安心と安全を守る警察官をめざします。

警察官になりたい。この夢を実現するために、リスクマネジメント

コースを選びました。リスクマネジメントの専門分野は幅広く、実践

的で、興味深いものばかりです。私は特に、消防士の方が直接指

導してくださる救命講習にワクワクしながら取り組んでいます。夢が

叶って警察官になれたら、地域の人たちに寄り添い、皆さんが毎日

安心して暮らすためのお手伝いがしたい。この願いを胸に、努力を

つづけています。

法学部 法律学科 ４年
大分県 柳ヶ浦高等学校 出身

リスクマネジメントコース

PICK UP

「地域安全マップ」の作成をとおして、安心できるまちづくりに貢献。

リスクマネジメントコースでは、ゼミが中心になって「地域安全マップ」を作成しています。学生が小学
校に出向き、子どもたちと一緒に学校周辺を調査。犯罪を引き起こしやすい「入りやすくて見えにくい
場所」をチェックして地図に書き込み、「地域安全マップ」に仕上げます。目的は、人 と々の交流と安全
なまちづくりへの貢献。地域に根ざした活動として注目されています。

伊藤 杏美沙さん



法律の知識を生かして
組織をスムーズに
動かしていく実践力

組織運営に欠かせない
論理的思考力と
チームワーク力

法律を駆使して
さまざまな問題を

クリアする課題解決力

習得できる力

キャリアコース
法
律
学
科

法学部 法律学科 カリキュラム
区分 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次

基
幹
教
育
科
目
群

基
礎
科
目

外
国
語
科
目

人
文

社
会

自
然

教
養
教
育
科
目
群

キ
ャ
リ
ア
科
目
群

実
技
・
実
習

科
目
群

◯入門セミナーⅠ （2）　◯入門セミナーⅡ （2）

○英語Ⅰ （2）　　○英語Ⅱ （2）

情報処理A　（1）　　　情報処理B　（1）　　　アカデミックライティングⅠ　（2）　　　アカデミックライティングⅡ　（2）

英語（リーディング） （2）
英語（ライティング） （2）
英語（日常英会話）  （2）
英語（ビジネス英会話） （2）

ドイツ語Ⅰ （2）
ドイツ語Ⅱ （2）
中国語Ⅰ （2）
中国語Ⅱ　（2）

韓国語Ⅰ （2）
韓国語Ⅱ （2）
インドネシア語Ⅰ （2）
インドネシア語Ⅱ （2）

※日本語Ⅰ （2）
※日本語Ⅱ （2）

ドイツ語Ⅲ （2）　中国語Ⅲ （2）　韓国語Ⅲ （2）　インドネシア語Ⅲ （2）　※日本語Ⅲ （2）　※日本語Ⅳ （2）

学園史  （2）　哲学 （2）　日本史 （2）　外国史 （2）　日本文学 （2）　心理学 （2）　※日本文化 （2）

外国文学　（2）倫理学　（2）教育学 　（2）知の技法　（2）

法学　 （2） 経済学　（2） 社会学 　（2） 地域連携講座　（2） ※日本経済　（2）

日本国憲法　（2） 人権論 　（2） 地域学　（2）

自然科学概論　（2） 健康科学　（2） 数学 　（2） 環境科学　（2）

○キャリアデザイン （2）

キャリアプラン　（2） インターンシップ （2）

キャリアプラン実践　（2）

スポーツ実技 　（1）

海外語学実習　（2） 海外社会実習　（2） 国内社会実習　（2）

◯憲法Ⅰ　（2） ◯法律学入門Ⅰ　（2）
◯法律学入門Ⅱ　（2）

○法律学基礎セミナー（4）

憲法Ⅱ　（2） 民法総則Ⅰ　（2） 親族法　（2） 相続法　（2） キャリア・チュートリアルⅠ　（2）

専
門
科
目
群

債権総論 （2）
刑事訴訟法Ⅰ （2）

物権法 （2）
刑事訴訟法Ⅱ （2）

担保物権法 （2）
民法総則Ⅱ （2）

民事訴訟法Ⅰ （2）
政治学原論Ⅰ （2）

民事訴訟法Ⅱ （2）
政治学原論Ⅱ （2）

刑法総論 （2）
キャリア・チュートリアルⅡ （2）

契約法総論 （2）
地方自治法 （2）
労働法Ⅰ （2）
国際政治学Ⅱ （2）
法社会学 （2）

契約法各論 （2）
企業法Ⅰ （2）
労働法Ⅱ （2）
国際法 （2）
キャリア・チュートリアルⅢ　（2）

行政法総論 （2）
企業法Ⅱ （2）
行政学Ⅰ （2）
外国法 （2）

刑法各論 （2）
税法総論 （2）
行政学Ⅱ （2）
環境法 （2）

行政救済法 （2）
税法各論 （2）
国際政治学Ⅰ （2）
法哲学 （2）

キャリア・チュートリアルⅣ （2）

リスクマネジメント入門 （2）  社会実習1 （1）

特
殊
講
義

科
目
群

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

科
目
群

資
格
講
座

科
目
群

関
連
科
目
群

演
習
群

 法政特殊講義1（公法補論） （2）  法政特殊講義2（私法補論） （2）

法政特殊講義3（公法上級） （2）
法政特殊講義6 （2）

法政特殊講義4（私法上級） （2）
法政特殊講義7 （2）

法政特殊講義5（地域連携） （2）
法政特殊講義8 （2）

リスクマネジメント総論　（2）　　リスクマネジメント実践論 （2）　　リスクマネジメント実習　（1）　　社会実習2 （1）

リスクマネジメント各論Ⅰ 　（2）　　リスクマネジメント各論Ⅱ　（2）

法職資格講座1  （2）　法職資格講座2 （2）　法職資格講座3（登記法） （2）　法職資格講座4（法律実務論） （2）　法職資格講座5（不動産関連法） （2）

ミクロ経済学　（2）

国際経済学入門 （2）　国際社会学 （2）　財政学入門 （2）　地域と金融 （2）　国際金融論 （2）

財政学 （2）

専門演習A （4）

専門演習B （4）

法職資格講座6（知的財産権法）  （2）　　法職資格講座7（登記法書式） （2）

ス
ポ
ー
ツ
特
別

教
育
科
目 体力トレーニング論 (2)

スポーツ社会学 (2)
スポーツ経営学 (2)
レクリエーション実技 (1)

スポーツ心理学 (2)
体育指導演習 (2)

コーチング論 (2)
ジョギング・ウォーキング (1)

発育発達論 (2)
サッカー (1)

スポーツ方法学 (2)
テニス (1)

バドミントン (1)
スキー (1)

バスケットボール (1)
キャンプ (1)

バレー (1)

共
通
教
育
科
目

専
門
教
育
科
目

特
別
教
育
科
目

共
通
教
育
科
目

基幹教育科目群
基礎科目 6単位

10単位

26単位

42単位

外国語科目

教養教育科目群

キャリア科目群

実技・実習科目群

計

専
門
教
育
科
目

専門科目群

特殊講義科目群

リスクマネジメント科目群

資格講座科目群

関連科目群

演習群

78単位

78単位計

4単位自由履修単位

■卒業に必要な単位

◯印は必修科目。（  ）内の数字は単位数。※印は、留学生科目を表す。

人文・社会・自然科学を基礎とした幅広い教養を身につけます。

どのような職業においても必要とされる法律学の基礎知識を習得した上で、論理的思考力、ならびにその活用方法を身につけます。

■教員と主な担当科目

リスクマネジメント総論

国際法

親族・相続

債権

刑法

教育学

日本文学

刑事訴訟法

姜　　信一
木村　　貴
櫻井　弘晃
菅尾　　暁
鈴木　博康
藤　　勝宣
西村　成樹
吉村　真性

心理学

英語

行政法

キャリアデザイン

物権法

商法

石崎　千景
岩元　啓也
神　　陽子
松本　幸一

藤野　博行
李　　春女

税法

知的財産権法

政治学原論

労働法

契約法

リスクマネジメント実践論

登記法

権田　和雄
平田　義則

花松　泰倫

阿部　理香
髙野　雄史

櫛井　正喜
三代　毅昭

［教　授］ ［准教授］

［助　教］

［特任教授］

［特任准教授］

［特任助教］

［客員教授］

運輸・情報通信業、小売業などの商業、金融・保険業、不動産業、
サービス業など、さまざまな業種の企業への就職／地方自治体の職員

世の中を動かしているのは個人と組織。法律に基づいた組織運営の
知識、実践力を身につければ、世の中で活動しているさまざまな組織
（民間企業、地方自治体）に就職が可能です。コース在籍中に身につ
けた知識・スキルがさまざまな就職先につながっています。

こんな人を待っています 想定される職業

組織経営の実践的なノウハウを身につけたい。

ビジネスシーンで生かせる資格や検定に興味がある。

官民問わずどのような職場でも、自分の力を存分に発揮したい。

将来、自分で企業を起こしてみたい。

◯契約法総論
◯契約法各論
◯法政特殊講義６・７ など

◯民法総則Ⅰ・Ⅱ
◯物権法
◯企業法Ⅰ・Ⅱ　　など

◯法律学入門Ⅱ
◯税法総論・各論
◯労働法Ⅰ・Ⅱ
◯法政特殊講義１・２   など

企業に就職してビジネス社
会の第一線をめざします。

法の現場で組織運営の
実践力をつかむ。
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124単位合計

本コースは、在学中に組織運営が学べるよう、学部内に一般社団法人※「学生
キャリアサプリ研究会」を設立しました。学生は、自らの手でこの組織を運営し、経
営のノウハウを体感的に学びます。生きた法律を学び、現場で得た知識や経験を
キャリアに生かす。全国的にも例のないこの試みこそ、九国大のチャレンジです。

学びのPOINT

学部内に法人組織を設置。
学生が生きた法律を体験する。

将来を先取りした学びで、
真のスペシャリストをめざす。

社会で活躍するための自主性を
在学中に身につける。

宅地建物取引士
国家試験受験

企業採用試験

在学生
Message

4年間の学びの流れ

年次

1 社会の第一線で活躍する講師の話を聞き、企業見学を実施。就職
や仕事について考えます。

職業について考える

年次

2 組織運営の基礎的な仕事にチャレンジ。法人組織の運営に必要な
知識やスキルを学びます。

法人運営の基礎を学ぶ

年次

3 法人組織運営を本格的に学習。地域の企業と連携してフィールド
ワークも体験します。

法人運営の学びを深める

年次

4 就職活動にチャレンジし、コース学修の集大成として成果発表に
取り組みます。

就活と成果発表に取り組む

法と人、法と組織。
そのあるベき姿を探究しています。

高校時代に生徒会活動をしていて組織運営に興味があったので、

キャリアコースを選びました。法を基にした組織のあり方が学べる。

学生同士で自発的に考え、行動する姿勢が身につく。さらに、学外

の人との交流をとおして、視野を広げ、社会人としてのマナーなども

学ぶこともできる。盛りだくさんの内容で、楽しく、着実に成長していけ

るのがキャリアコースの魅力です。

法学部 法律学科 ４年
福岡県 八幡中央高等学校 出身

浦野 光治さん

※会社によく似た法律上の組織

1

2

3

PICK UP

一般社団法人学生キャリアサプリ研究会が、
本学オリジナルの「キウイカレー」を販売。
法学部内の一般社団法人学生キャリアサプリ研究会が「キウイカレー」の販売を進めています。この
カレーは、九国大生がＪＡ全農えひめとのコラボによって開発したオリジナル製品。学生キャリアサプリ
研究会では、授業の一環として、地元の協力のもと活発な営業活動を展開しています。
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現代ビジネス学部 地域経済学科 国際社会学科

【知識・技能】

①高等学校の教育課程を幅広く修得している。

②高等学校までの「国語総合（現代文）」や「英語」の履修を通じて、基礎的な

コミュニケーション能力を身につけている。

【思考・判断・表現】

③現代社会の問題について、知識や情報をもとに筋道を立てて考え、その内容を

わかりやすく表現できる。

【主体性・協働して学ぶ態度】

④クラブ活動、委員会活動や社会奉仕等を通じて、多様な人 と々協働して

主体的に学ぶ姿勢を身につけている。

⑤国際社会科学や異文化理解の知識及び学内外でのさまざまな体験を社

会で活かしたいという目的意識と意欲がある。

現代ビジネス学部国際社会学科のアドミッションポリシー（入学受け入れ方針）

【知識・技能】

①高等学校の教育課程を幅広く修得している。

②高等学校までの「国語総合（現代文）」や「英語」の履修を通じて、基礎的な

コミュニケーション能力を身につけている。

【思考・判断・表現】

③現代社会の問題について、知識や情報をもとに筋道立てて考え、その内容をわ

かりやすく表現できる。

【主体性・協働して学ぶ態度】

④クラブ活動、委員会活動や社会奉仕等を通じて、多様な人 と々協働して

主体的に学ぶ姿勢を身につけている。

⑤経済学や経営学の知識及び学内外での様々な体験を社会で活かしたい

という目的意識と意欲がある。

現代ビジネス学部地域経済学科のアドミッションポリシー（入学受け入れ方針）

九州国際大学 現代ビジネス学部 学部長

野村 政修 教授

世界が待っている。地域が求めている。
その個性を。無限の可能性を。

学部長メッセージ

グローバル化の進む世界の舞台で活躍する。地域の企業で、自治体や

民間団体で、自らの力を存分に発揮しながら社会に貢献していく。そうした

人材を育てるのが、現代ビジネス学部の使命です。

「経済」「経営」「地域づくり」「観光ビジネス」「スポーツマネジメント」の

５コースで構成する地域経済学科。「英語」「ハングル」「国際」の３コース

を設けた国際社会学科。いずれも座学だけでなく、学生が現場に出かけ、

人 と々のコラボレーションをとおして「自らの眼で見て、頭で考え、課題に挑む」

という体験を学びの柱としています。若い教員が多いのも、本学部の特徴

です。世代的にも文化や生活の面でも学生に近い彼らは、指導者として、

アドバイザーとして、皆さんの頼れる味方となるでしょう。

大切なのは、広く大きな視点で地球全体を見渡すことです。外国の言語

や文化を学び、国内外で事業展開している企業だけでなく、国際機関やＮ

ＰＯ、ＮＧＯなどの活動にも興味を広げてみる。その一方で、地域にも目を配り、

地域で生活する外国人、町のお年寄りや子どもたちとも心を通わすことができる。

そのための豊かな知識と確かなスキル、多様でしなやかなコミュニケーション

能力を身につけるのが目標です。

世界があなたを待っています。地域があなたを求めています。ビジネス

シーンの“いま”を輝かせ、“あした”をリードする若い個性との出会いを楽しみ

にしています。
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もっと強く。もっと持続可能に。
その学びは、経済を目覚めさせ、地域の未来を創る。

経済コース ｜ 経営コース ｜ 地域づくりコース
観光ビジネスコース ｜ スポーツマネジメントコース

高齢化が進み、少子化が加速する現代、地域

が抱える問題はさまざまです。その突破口として

期待されているのが、大学生をはじめとする若

者たちの発想力と行動力。そこで本学科で

は、北九州地域がはらんでいる課題を発見し、

学生が解決策を提案する授業「プラン＆プラク

ティス」を開講。学科や学年を超えてチームを

編成し、社会課題に対する解決策に取り組み

ます。こうした演習を繰り返すことで、社会で活

躍するための実践力を養います。

地域の課題を見つけて、
解決策をプレゼンテーション。

ローカルは地域を見つめる眼。グローバルは

世界を見渡す視野。一見、相反するように思え

ますが、地域の企業にこそこの両極の視点が

必要です。グローバル化への対応なしには生き

残れない時代。地域社会に貢献するためには、

国際経済の現状を理解したうえで北九州の地

域特性を知る必要があります。本学科では、

「グローバル経済と生活」と「北九州学」を必修

科目に設定。世界と地域をバランスよく見ながら

活躍できる経済人の育成をめざします。

地域で活躍するキーワードは、
グローバル＆ローカル。

本学科では、多様な地域連携活動の場を提

供しています。地域に出て、年齢も立場も違う

人たちとともに活動。商店街の活性化や九国

大オリジナル商品の開発・販売、スポーツイベン

トの企画運営など、学生ならではの新しい視点

で提案します。こうした体験がもたらす知識や

ノウハウによって、コミュニケーション能力やプレ

ゼンテーション力も格段にアップ。このスキル

は、いずれ就職活動でも大きな武器となるで

しょう。

学生の提案で地域と恊働。
体験から実践力を強化する。

学びのポイント

学びのステップ

地域経済学科

知識・理解

１.人文社会自然科学を基礎とした幅広い教養を身につけている。
2.経済学や経営学の専門的知識及びその活用方法を身につけて
いる。

思考・判断

3.ローカルな視点とグローバルな視点を併せ持ち、現代の経済、社
会、文化について論理的に考えて分析し考察することができる。
4.現代社会の多様なフィールドにおける諸課題の解決に向けて、的
確な学際的考察及び総合的判断ができる。

関心・意欲・態度

5.地域社会の諸課題に対して自ら積極的に関心をもち続け、地域
社会に貢献することができる。
6.多様な人 と々の交流、連携、協働を通じて、社会人として成長し続
ける意欲と態度を身につけている。

技能・表現

7.自己の思考・判断のプロセス及び結果を他者にわかりやすくプレ
ゼンテーションできる。
8.良好な人間関係を構築するためのコミュニケーション能力を身に
つけている。

現代ビジネス学部 地域経済学科の
ディプロマ・ポリシー

（卒業認定・学位授与に関する方針）基礎から学ぶから、理解しやすい。01 「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」は学生全員が受講し、経済や経営の
基本を学びます。専門的知識と論理的に考える素地を固めてから「地域
経済論入門」など、地域経済学科ならではの領域に進んでいきます。

北九州経済の“いま”を体感する。02 「北九州学」や「地域連携講座」など、地域に特化した科目を多く設けて
います。「地域連携講座」における地元企業家や若手起業家による週
替わりのオムニバス講義も好評。教科書だけでは理解しにくい経済や経
営の“いま”にふれる機会です。

２年次からは５コースで専門性を磨く。03 経済学と経営学の科目をバランスよく配置。ビジネス社会で活躍するために
必要な経済と経営の複眼的思考を身につけます。２年次からは５つのコー
スに分かれて、それぞれの学問分野を探究。基礎から専門領域へのステッ
プアップを図ります。 

サスティナブル
経済学や経営学の専門知識とスキルを基に、地域に寄り添い、学内外

のさまざまな人々と協働しながら社会の課題を解決していく。こうした人

材を育てるのが地域経済学科です。

地域といっても、そこにはさまざまな要素があり、違いがあります。町が違う。

人が違う。経済や文化も、決して一様ではありません。こうした多様性こそ

が地域の可能性なのです。これに着目し、教員や職員、学生らが仲介者

となって、住民と住民を結びつける。「多様な人材による多様な考え方」

を生かして、地域の活性化をめざす。本学科の使命は、ここにあります。

使命を果たすための体制は、万全です。初年次から卒業後までを見据え、

専門分野の学修とキャリア形成を両立させたカリキュラム。確かな指導力

と研究実績に加えて、さまざまな業界・組織にネットワークもつ教員。彼ら

指導陣と職員、先輩学生らが一体となって支えるサポートシステム。その

すべてが、学生一人ひとりを地域の第一線に送り出すためのスペックです。

カリキュラム。指導体制。サポートシステム。
そのすべてが、地域の第一線で輝くためのスペックです。

現代ビジネス学部 
地域経済学科

田尻 敬昌 准教授

教員からのメッセージ

公務員講座のおかげで、
夢を叶えることができました。

卒業生からのメッセージ

佐賀県警察 勤務

石橋 まなみさん

経済学部 経済学科（2018年３月卒業）
長崎県 長崎西高等学校 出身

私は、佐賀県警の地域課に勤めています。地域課の役割は幅

広く、警らや巡回連絡から来訪者の応対のほか、事件や事故が

あれば最初に出動するなど、さまざまな業務をこなさねばなりま

せん。この仕事に就けたのは、九国大で公務員講座を受けたこと

が大きな支えになっています。公務員試験でどのような科目が出る

のかも、どんな勉強をすればいいのかも知らなかった私でしたが、

試験勉強のポイントから過去問題の解説、時短で解く方法まで、

ていねいに指導していだきました。加えて、履歴書の書き方や面接

の練習など就活に関するさまざまなサポートを受けました。いま、

仕事で町の人たちから「ありがとう」と言ってもらうたびに、大学

に支えられていた自分を思い出し、「地域の安心と安全のために

努力していこう」と、心を引き締めています。



ビジネスリーダーに
ふさわしい総合力

社会人に必須の
コミュニケーション能力

ビジネススキルや
経営ノウハウなど、社会で
活躍するための即戦力

習得できる力

社会情勢に対応できる
課題発見力と
課題解決力

プレゼンテーション力や
コミュニケーション能力

長期的な視点から
ビジネス社会を
見渡せる力

習得できる力
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経営コース経済コース

地方公務員／金融関係（銀行、信用金庫、証券会社
など）／製造業／商社／販売業　など

グローバル社会を読み解く幅広い知識と多面的な視野を培います。こ
れは、あらゆる業界で活躍するための基盤となります。

こんな人を待っています 想定される職業

金融機関（銀行・信用金庫・証券会社）をめざしている。

異なる専門領域を幅広く学びたい。

将来、公務員として地方行政に携わりたい。

語学力を磨いて、グローバルに活躍したい。

本コースの学びは、官・民いず
れの進路にも直結するもの。
４年間の成果が採用試験で
試されます。

国際貿易や国際金融を学び、国際経済の
構造を理解。世界のビジネスシーンで活躍
する広い視野と実践的なスキルを身につ
けます。 

国際経済学3財政学2
租税の基本理論、政策、歴史を理解したう
えで、租税の制度や実務を学修。税が果
たす役割と経済的な効果を考察します。

マクロ経済の理論的背景を理解し、現代
経済に生じている諸問題を考察。それを
解決するための政策を探究します。

経済政策論1

起業家／税理士／金融関係（銀行、信用金庫、証券
会社など）／流通業やメーカーなどの一般企業／ア
カウンティングスクール進学など

経営コースで身につく総合的なマネジメント力と実践力。それは、一般
のビジネスマンはもちろん、起業をめざす人にも大いに役立ちます。

こんな人を待っています 想定される職業

組織経営の実践的なノウハウを身につけたい。
金融機関（銀行・信用金庫・証券会社）をめざしている。
流通業や製造業などに興味がある。
公認会計士になりたい。
将来、自分で企業を起こしてみたい。

官・民の採用試験に挑むほ
か、アカウンティングスクール
に進んで公認会計士への
道を歩むことも可能です。

公務員採用試験
企業採用試験

アカウンティングスクール進学

「経営資源をどう生み出し、どう活用する
か」という視点から企業会計の諸情報にア
プローチ。情報の活用法を学ぶことで、地
域企業の経営課題を解決へと導きます。

管理会計3マーケティング論2
マーケティングの基礎を踏まえたうえで、
「いかに市場を選択するか」「いかに市場
を分析するか」「いかに市場に対応する
か」を体系的に学びます。

ビジネスモデルとは何かを理解し、新たにビ
ジネスモデルをつくるための手法を修得。こ
の学びをもとに、ビジネスシーンにおけるリー
ダーシップのあり方を実践的に学びます。

ビジネスリーダーシップ論1

経済コースは、ミクロとマクロ、ローカルとグローバルの双方から経済にアプロー
チします。加えて経営学も学ぶことで、ビジネス現場の実践的なスキルを修得。
ゼミ間の交流をとおして、さまざまな教員からの指導を受けることが可能で、多
分野・複数領域にまで知見を広げることができます。

経済を中心に、ビジネス社会を
多面的・重層的に探究する。

めざすのは、組織に活力を与え、
マネジメントできるビジネスリーダー。
経営とは、所属する人びとをまとめ、組織として機能させること。これにビジネスの
要素を加え、理論と実践を学ぶことで、ビジネスリーダーを育てるのが経営コース
です。「経営」に「会計」と「流通」を加えた３分野を総合的に探究。座学だけで
なく、フィールドワークや他ゼミ、他大学との交流なども組み込んで、実践力と行
動力を身につけます。

学びのPOINT

経済に加えて経営学も学習。
より実践的にビジネスを学ぶ。

他ゼミとの交流をとおして、
広い視野と柔軟な思考を獲得。

ビジネスの現場で役立つ
資格取得をサポート

学びのPOINT

フィールドワークで
現場を知り、実践力を鍛える。

就職を見据えて、
資格取得をバックアップ。

他のゼミとの知的交流が
向学心を刺激する。

公務員採用試験受験
企業採用試験

◯労働経済学
財政学

　 国際経済学　など
2
3

◯ マクロ経済学
◯ 社会保障論
□経済政策論　　など1

◯専門演習Ⅰ～Ⅳ
◯ゼミ間交流（ポスター発表会、
　　卒論中間報告会など）     など

PICK UP
カリキュラム

PICK UP
カリキュラム

在学生
Message

4年間の学びの流れ

年次

1 座学に加え、企業人の話を聞き、企業見学を体験。経済学の考え
方と基礎的な知識を固めます。

経済学の基礎を学ぶ

年次

2 日本の財政構造を学び、労働市場や金融市場を考察。ゼミに所属
して専門分野を探究します。

経済の知識を蓄積する

年次

3 応用的な分野に進み、経済学の本質を探究。修得した学びの成果
を学外に向けて発信します。

研究成果を発信する

年次

4 自らテーマを決め、４年間の学びとゼミ活動の集大成となる卒業論
文に仕上げます。

卒業研究

全力で学ぶ。恐れずに挑戦する。
自分の変化と成長が楽しみです。

欠席せず、遅刻せず、講義はすべて受けてしっかり学ぶ。これが、

僕が自分に定めているルールです。経済コースは、先生も学生もみな

個性的。いろいろな視点や価値観をもつ仲間と学ぶことで、刺激を

受けられるのが魅力です。そのおかげか、僕にも大きな変化があり

ました。「経験のないことや、自信のないことでも、とにかく挑戦して

みよう」。そんな積極性が芽生えてきました。これからどこまで成長

できるか。自分自身の変化が楽しみです。

現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
福岡県 小倉工業高等学校 出身

竹本 亮平さん

在学生
Message

4年間の学びの流れ

年次

1 マネジメント入門で基本を養成。実践へのつながりを想定して経営
学の基礎知識を身につけます。

経営学の基礎を学ぶ

年次

2 専門知識の基礎を固め、実践的なスキルを修得。ゼミに所属し、
専門分野に踏みこみます。

専門知識とスキルを培う

年次

3 実務家をゼミに迎えて専門分野を深く探究。地域連携を進めて
実社会で実践力を磨きます。

実社会で実践力を磨く

年次

4 ４年間の学びとゼミの成果を論文や研究報告に集約。この経験は
就職活動にもつながります。

卒業研究

起業したい。この夢に向かって、
全力で頑張っています。

夢は、将来、自分の店を開いて起業すること。これを実現するために

経営コースを選びました。経営コースでは、マーケティングや経営戦

略などの専門分野が幅広く学べるし、留学制度も充実しています。

この環境を生かしてしっかり学び、単位をひとつも落とさず卒業する

こと。これが大学生活の目標です。このまま努力を続けていけば、

夢への道がきっと見えてくる。私は、そう信じています。

現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
宮崎県 延岡商業高等学校 出身

井之上 愛里さん

◯会計学
　 管理会計　
◯ビジネスプログラミング　など
3

◯マーケティング論入門
　マーケティング論　   
◯ビジネス実習　　　など
2

◯ 人的資源管理論
◯ビジネスケーススタディ
　ビジネスリーダーシップ論　など1

1

2

3

1

2

3



在学生
Message

在学生
Message

人の思いに応え、
自らの意思も伝えられる
コミュニケーション能力

新たなビジネスセンスで
観光業界に新風を吹き込む

起業家精神

企業や地域の人びとに
アピールできる

プレゼンテーション力

習得できる力

最後までやりとげる
モチベーションとスキル

企画力や
分析力、実践力

多様な人々と
協働するための

コミュニケーション能力

習得できる力

警察官／消防士／国や県、市などの行政職員／商
工団体／JA（農協）／NPO法人／地域の金融機関
や地域コンサルティング　など
本コースで学んだ知識やスキル、経験を生かしながら、地域に貢献し、
ともに成長していきます。

警察官や消防士になりたい。

公務員として地方行政に携わりたい。

各種商工団体やNPO法人などに興味がある。

金融業界や地域コンサルティング業などをめざしたい。

身につけた知識とスキルを
発揮して採用試験にトライ。
学びの成果を地域の活性
化に生かします。

農村での実習や、八幡地区での地域活
性化事業への参加など、さまざまなフィー
ルドワークをとおして、地域づくりの実践力
を磨きます。 

地域づくり実習Ⅰ・Ⅱ3

◯ 地域経済論
◯ 地域政策論
◯ 社会保障論
　 地域づくり論　　など1

◯地域コミュニティ論
◯都市経営論
　地域政策論   など2

地域政策論2
地域が直面している諸問題を考察。農村
と都市、地域と国家、日本と世界という関
係を軸に、問題の原因から対処法を考え
ます。

各地でのまちづくりのケーススタディだけで
なく、これから活動を展開する八幡のまち
をよく知るためのフィールドワークなども行い
ます。

地域づくり論1

旅行会社の企画担当／添乗員／ランドオペレーター／ホテ
ルマン／ブライダルコーディネーター／観光地域コーディ
ネーター／一般企業の営業・企画分門など

観光関連の業界を中心に、さまざまな仕事が考えられます。提案力を
生かした企画部門での活躍も期待されます。

添乗員になって世界各地を飛び回りたい。

ホテルやブライダル関連に興味がある。

企業や団体の企画や営業部門で活躍したい。

インバウンドに携わって、地域の活性化を支えたい。

目標とする企業に就職して、
観光ビジネスの第一線での
活躍をめざします。 

ケーススタディをとおして観光産業の
マーケティング手法を習得。リサーチ力、
企画力、プレゼンテーションスキルなどを
磨きます。 

観光マーケティング論3

◯ 対人コミュニケーション論
　ホスピタリティ・マネジメント　など1

◯ 観光概論
◯ホテルマネジメント論
　観光ビジネス論　　　など2

◯ 観光調査法
　観光マーケティング論　など3

観光ビジネス論2
観光ビジネスの基礎を学び、観光関連の
実務経験者を招いて特別講義を実施。現
場の生の声を聞いて、業務内容を理解し
ます。

ホスピタリティの基礎を学修。レストランや
ショップでのフィールドワークを経て、障が
い者への介助も視野に入れた独自のサー
ビスを考えます。 

ホスピタリティ・マネジメント1

学ぶ。鍛える。成長する。
成長産業の最前線をめざして。

地
域
経
済
学
科

観光ビジネスコース地域づくりコース
地域を知り、地域を創る。
その発展が学びの証になる。

あかし

3332 Kyushu International University

地域を元気にするためには、まず現状を知り、課題を抽出することが大切です。
そこで本コースでは、体験を重視した地域密着の実習を展開。農村体験やイ
ベントの企画・運営など、地域と連携した活動をとおして、課題解決に導く企画
力や実践力を育みます。地域を元気にしたい。地元に貢献できる仕事がした
い。そうした願いに応える学びのステージです。

多くの自治体や企業が地元の観光資源を見直し、地域の魅力づくりを進めてい
ます。本コースでは「観光」を学問として学び、地域創生の可能性を探ります。課
題解決型の実践的な授業によって社会人としての基礎力を身につけ、学外活
動をとおして現場を体験。プロジェクトの立案から実施までを体験しながら、企画
力、実務能力、チームワーク力を鍛えます。

学びのPOINT

実習で地域の特性を認識。
学びの土台をつくる。

豊富な実習プログラムをとおして
楽しみながら地域を理解する。

多方面からのアプローチで、
地域の実像に迫る。

学びのPOINT

基礎から専門、そして実践まで、
「学問としての観光」を探究。

ビジネスコンテストにもチャレンジ。
豊富な学外活動で実践力を養う。

観光産業に関する資格を学内で取得。
サポート体制も万全。

PICK UP
カリキュラム

PICK UP
カリキュラム

公務員採用試験受験
企業採用試験

◯地域づくり論
　 地域づくり実習Ⅰ・Ⅱ　など3

企業採用試験

4年間の学びの流れ

年次

1 地域をテーマにした独自の講義によって、北九州の実像をつかみ、
まちの課題を考えます。

まちを知る、北九州を知る

年次

2 地域連携活動を体験し、組織に求められるチームワーク力やリー
ダーシップを身につけます。

地域活動に参加する

年次

3 地域活動をとおして課題を見つけ、解決策を検討。活動の成果を
地域に向けて発信します。

活動成果を発信する

年次

4 ４年間の学びや活動の集大成。卒業研究は論文だけでなく、イベ
ントの企画運営と成果報告書の共同作成という選択も可能です。

卒業研究に取り組む

学びを楽しくするのは、積極性。
いま、自分の成長を実感しています。

積極的であること。この姿勢が学びを支える基本だと思います。地域

づくりコースでは、学生が自ら企画や政策を立案し、地元のいろいろ

な人たちとふれあい、連携しながら活動を進めます。地域の課題に自

発的に取り組むことが楽しいし、自分自身の成長も実感しています。

地域の未来づくりに関わりながら、同時に自分たちの未来も創造して

いる。それが、地域づくりコースの魅力だと思います。

現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
福岡県 鞍手竜徳高等学校 出身

村上 宏輝さん

4年間の学びの流れ

年次

1 学びの基礎となる論理的な考え方、論理的文章の書き方、学術的
研究の進め方を固めます。

学びの基礎をつくる

年次

2 社会に潜む課題を見つけ、解決策を探究。その成果を企業や組
織・団体に提案します。

企画立案の実施

年次

3 テーマを選び、研究の方向性を決めて調査開始。卒論執筆に向け
て準備を進めます。

卒論執筆の準備

年次

4 卒論を仕上げ、ゼミで業界研究・企業研究を実施。就職活動を経て
希望職種への就職をめざします。

就活と卒論に取り組む

まず、社会人としての自覚をもつこと。
自分を甘やかさない姿勢こそ学業の基本です。

私は、１年次のときサービス介護士の資格を取りました。そのとき指

導を受けた福島教授のゼミに参加したこと。これが、転機でした。

福島ゼミでは、まず社会人としての自覚が求められます。そのうえ

で、メールの書き方から企画書のまとめ方、訪問先とのアポの取り

方まで、厳しく教わりました。おかげで、自分を甘やかさず学業に励む

習慣がつきました。この経験と自信が、将来ビジネスの現場に出た

ときのパワーになると確信しています。

現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
福岡県 北筑高等学校 出身

徳永 亮太さん

1

2

3

1

2

3

こんな人を待っています 想定される職業 こんな人を待っています 想定される職業



スポーツ界や
企業社会で求められる
リーダーとしての資質

スポーツ施設や
イベントの企画運営に
不可欠のマネジメント能力

課題解決力と
ビジネススキル

習得できる力

地域活性化の起爆剤となるスポーツ関連ビジネスの知識、企画力、実務能力
を磨きます。地域のスポーツチームと連携し、フィールドワークをとおして実践力
を養成。経済学、経営学の基礎に加えてビジネスマナーも身につけます。ス
ポーツの体験を仕事に生かしたい。ビジネスリーダーとしてスポーツ界に貢献し
たい。そうした願いに応えるコースです。

学びのPOINT

ジュニアチームとの交流など、
ユニークな体験学習を実施。

スポーツイベントの実務を学び、
プロデュース能力を身につける。

社会人としての基礎を磨き、
即戦力をめざす。

地
域
経
済
学
科

◯グローバル経済と生活 （2）　◯北九州学 （2）

ビジネスと法律　（2）　　プラン&プラクティス Ⅱ　（2）　　プラン&プラクティス Ⅲ　（2）

プラン&プラクティス Ⅳ　（2）

ビジネスと簿記 （2）　プラン&プラクティス Ⅰ （2）基
礎
科
目
群

基
幹
科
目
群

◯ミクロ経済学　（2）

経
済
コ
ー
ス
経
営
コ
ー
ス
地
域
づ
く
り

コ
ー
ス

観
光
ビ
ジ
ネ
ス

コ
ー
ス

コ
ー
ス
科
目
群

関
連
科
目
群

経済学史 （2）　社会保障論 （2）　国際金融論 （2）　経済史 （2）　経済数学 （2）　環境経済論 （2）　国際経済学 （2）

マーケティング論 （2）　ビジネスプログラミング （１）　国際物流論 （2）　人的資源管理論 （2）　ビジネス実習 （１）

経済統計 （2）　財政学 （2）　アジア経済論 （2）　労働経済学 （2）

地方財政論 （2）
日本経済論 （2）

国際経済学入門 （2）
財政学入門 （2）

経済政策論 （2）
統計学入門 （2）

人的資源管理論入門 （2）
労働経済学入門 （2）

会計学入門 （2）
会計学 （2）

経営学 （2）
経営組織論 （2）

地域と金融 （2）
企業論入門 （2）

外書講読　（2）　　地域経済論　（2）

ス
ポ
ー
ツ
特
別

教
育
科
目

体力トレーニング論  （2）　レクリエーション実技 （1）　体育指導演習 （2）

発育発達論 （2）
サッカー （1）

バドミントン （1）
テニス （1）

バスケットボール （1）
スキー （1）

バレー （1）
キャンプ （1）

ジョギング・ウォーキング （1）

専
門
教
育
科
目

特
別
教
育
科
目

◯印は必修科目。（  ）内の数字は単位数。※印は、留学生科目を表す。

経済学や経営学の専門的な視点から地域社会の多様なフィールドにおける課題をより深く理解し、
地域社会に存在する課題を解決していくための専門的な力を身につけます。

マーケティング論入門　（2）　　簿記論　（2）　　マネジメント入門　（2）

◯マクロ経済学 （2）　◯地域経済論入門 （2）

企業論 （2）　管理会計 （2）　経営管理論 （2）　ビジネスリーダーシップ論 （2）　ビジネスケーススタディ （2）

地域づくり論 （2）　地域政策論 （2）　都市経営論 （2）　地域づくり実習Ⅰ （2）

地域コミュニティ論 （2）　地域調査法 （2）　地域づくり実習Ⅱ （2）

観光概論 （2）　ホテルマネジメント論 （2）　対人コミュニケーション論 （2）　観光ビジネス論 （2）　観光マーケティング論 （2）

ホスピタリティ・マネジメント （2）　観光調査法 （2）
ス
ポ
ー
ツ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ー
ス

演
習
群

コーチング論 （2）　スポーツ方法学 （2）　スポーツと地域環境 （2）　イベントプランニング （2）

スポーツ社会学 （2）　スポーツ経営学 （2）　スポーツ心理学 （2）

ビジネスマナー （2）　　　民法総則 （2）　　　憲法Ⅰ （2）　　　法学概論 （2）

国際政治学Ⅰ （2）　国際政治学Ⅱ （2）　国際法 （2）

◯専門演習Ⅰ　 （2）　◯専門演習Ⅱ　（2）

◯専門演習Ⅲ  （2）　◯専門演習Ⅳ  （2）

◯卒業研究 (４)

憲法Ⅱ （2）
Advanced TOEIC Ⅱ （2）

PC TOEIC Training Ⅰ （2）
ファシリテーション実践 （2）

PC TOEIC Training Ⅱ （2）
国際社会学 （2）

Advanced TOEIC Ⅰ （2）

■卒業に必要な単位 ■教員と主な担当科目

英語

地域と金融

国際物流論

会計学

観光概論

財政学

企業論

外書講読

グローバル経済と生活、環境経済論

対人コミュニケーション論

伊東 美津
上坂 　豪
男澤 智治
進 美喜子
崔 　錦珍
藤 　貴子
中間 信博
西山 　茂
野村 政修
福島 規子

北九州学、地域経済論

マーケティング論

経済統計

英語

国際経済学

簿記論

マクロ経済学、経済政策

経営学

ミクロ経済学、労働経済学

教育学

三輪 　仁
村上 真理
山口 秋義

池田 景子
大津 健登
田尻 敬昌
天龍 洋平
藤野 義和
山本 雄三
楊　　 川

スポーツ実技、スポーツ経営学

地域政策論

社会保障論

中国語

スポーツ実技、スポーツ社会学

外国史、経済史

人的資源管理論

マクロ経済学

木下 温子
桒畑 恭介
田鹿 　紘
橋本 　愛

新美 尚行

川脇 慎也
仙波 亮一
牧　 和生

［教　授］ ［教　授］

［准教授］

［助　教］

［特任助教］

［特任准教授］

現代ビジネス学部 地域経済学科 カリキュラム
区分 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次

基
幹
教
育
科
目
群

基
礎
科
目

外
国
語
科
目

人
文

社
会

自
然

教
養
教
育
科
目
群

キ
ャ
リ
ア
科
目
群
実
技
・
実
習

科
目
群

◯入門セミナーⅠ （2）　◯入門セミナーⅡ （2）

○英語Ⅰ （2）　　○英語Ⅱ （2）

情報処理A　（1）　　　情報処理B　（1）　　　アカデミックライティングⅠ　（2）　　　アカデミックライティングⅡ　（2）

英語（リーディング） （2）
英語（ライティング） （2）
英語（日常英会話）  （2）
英語（ビジネス英会話） （2）

ドイツ語Ⅰ （2）
ドイツ語Ⅱ （2）
中国語Ⅰ （2）
中国語Ⅱ　（2）

韓国語Ⅰ （2）
韓国語Ⅱ （2）
インドネシア語Ⅰ （2）
インドネシア語Ⅱ （2）

※日本語Ⅰ （2）
※日本語Ⅱ （2）

ドイツ語Ⅲ （2）　中国語Ⅲ （2）　韓国語Ⅲ （2）　インドネシア語Ⅲ （2）　※日本語Ⅲ （2）　※日本語Ⅳ （2）

学園史  （2）　哲学 （2）　日本史 （2）　外国史 （2）　日本文学 （2）　心理学 （2）　※日本文化 （2）

外国文学　（2）倫理学　（2）教育学 　（2）知の技法　（2）

法学　 （2） 経済学　（2） 社会学 　（2） 地域連携講座　（2） ※日本経済　（2）

日本国憲法　（2） 人権論 　（2） 地域学　（2）

自然科学概論　（2） 健康科学　（2） 数学 　（2） 環境科学　（2）

○キャリアデザイン （2）

キャリアプラン　（2） インターンシップ （2）

キャリアプラン実践　（2）

スポーツ実技 　（1）

海外語学実習　（2） 海外社会実習　（2） 国内社会実習　（2）

共
通
教
育
科
目

人文・社会・自然科学を基礎とした幅広い教養を身につけます。

共
通
教
育
科
目

基幹教育科目群

基礎科目 6単位

10単位

26単位

42単位

外国語科目

教養教育科目群

キャリア科目群

実技・実習科目群

計 4単位自由履修単位

基礎科目群

基幹科目群

8単位

26単位

32単位

12単位

78単位

関連科目群

演習群

計

コース
科目群

経済コース

経営コース

地域づくりコース

観光ビジネスコース

スポーツマネジメントコース

専
門
教
育
科
目

スポーツの指導者／イベント企画会社／スポーツ関
連産業／警察官／消防士／その他一般企業への
就職　など
スポーツ関連を中心に、幅広い業界への就職が考えられます。公務員
として地域行政を支える道もあります。

スポーツマネジメントコース
生命の躍動を、歓声と感動を、
地域の力に変えていく。
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スポーツイベントの企画や運営などに興味がある。

指導者としてスポーツ界に貢献したい。

警察官や消防士になりたい。

公務員として地域の活性化をサポートしたい。

こんな人を待っています 想定される職業

コースの学びをもとに採用
試験に挑戦。それぞれのス
テージで地域のスポーツ振
興に貢献します。

公務員採用試験受験
企業採用試験

地域のスポーツ振興の現状と課題を把
握。さまざまなスポーツチームの経営を学
び、将来の総合型スポーツクラブについて
構想します。 

スポーツ経営学3

◯スポーツ心理学
　 スポーツ経営学　など3

◯ スポーツと地域環境
　スポーツ社会学　　など1

◯ 専門演習Ⅰ～Ⅳ
　イベントプランニング　など2

イベントプランニング2
スポーツイベントの経済効果や社会効果を
理解。スポーツの企画運営をとおして自己
実現を図り、社会貢献をめざします。

スポーツを、資本や環境、制度などのさまざ
まな角度から検証。社会的背景と照らし合
わせながら、社会とスポーツの関係性を総
合的に探究します。 

スポーツ社会学1

124単位合計

PICK UP
カリキュラム

在学生
Message

4年間の学びの流れ

年次

1 論理的な考え方と論理的文章の書き方を身につけ、経済学や経営
学の基礎を修得します。

読み・書き・話す基礎を学ぶ

年次

2 スポーツイベントの企画立案、運営、イベント終了後の評価方法など
を体系的に学びます。 

イベントの企画・運営

年次

3 卒業論文の作成を想定して、研究を深め、執筆に必要な実態調査
や文献調査を進めます。

卒論執筆の準備

年次

4 卒業論文を完成させ、ゼミでは就活のための業界研究や企業研
究、就職指導を進めます。

就活と卒論執筆

明るくて、和やか。
いつも授業の時間が楽しみです。

とにかく楽しい。それが、スポーツマネジメントコースの授業です。

スポーツという共通のテーマでつながっているためか、先生も学生も

仲がよく、明るくて、和やかです。部活を頑張っている学生が多いの

で、知らなかったスポーツのことも学べるし、いろいろな発見がありま

す。毎回、授業を受けるのが凄く楽しみです。

現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
福岡県 若松商業高等学校 出身

佐伯 麻衣さん

1

2

3



国
際
社
会
学
科

外国語という翼で、
世界のビジネスシーンを翔る。

学びのポイント

学びのステップ

知識・理解

１.人文社会自然科学を基礎とした幅広い教養を身につけている。
2.国際社会科学や異文化理解の専門的知識及びその活用方法
を身につけている。

思考・判断

3.ローカルな視点とグローバルな視点を併せ持ち、現代の経済、社
会、文化について論理的に考えて分析し考察することができる。
4.現代社会の多様なフィールドにおける諸課題の解決に向けて、的
確な学際的考察及び総合的判断ができる。

関心・意欲・態度

5.地域社会の諸課題に対して自ら積極的に関心をもち続け、現代
社会に貢献することができる。
6.自ら課題を探求し、他者と協力しながら自律的、主体的に課題を
解決するための意欲と職業的自立を図るための態度を身につけ
ている。

技能・表現

7.外国語で書かれた資料や書類を理解し、必要な情報を的確に読
み取り討論や意見交換を行うことができる。
8.国際コミュニケーションの手段として必要な、英語や韓国語を中心
とした国際対話能力を身につけている。

現代ビジネス学部 国際社会学科の
ディプロマ・ポリシー

（卒業認定・学位授与に関する方針）

英語コース ｜ ハングルコース ｜ 国際コース

国際社会学科

万全のTOEIC®対策でハイスコアをめざす。01

実践力を磨く授業を多数設置。02

仲間と切磋琢磨するグループワーク。03

国際機関や国際NGOの採用基準として、TOEIC®730点以上という
指標が示されています。本学では、高得点を達成するために、実力に応
じた複数のTOEIC®関連科目を配置。英語が苦手でも、やる気さえあ
れば、確実に上達することができます。

知識も語学も、実際に活用してこそ意味があります。本学では、対話形式
やディスカッションを導入した双方向の授業を展開。コミュニケーション能
力や協働力を伸ばしながら、実践的な外国語運用能力を養成します。

学生数人で議論したり、レポートをまとめたりするグループワークを導入。仲
間同士で切磋琢磨し、高度な専門知識の定着を図ります。メンバーとの交
流とアクティブな学びが、さまざまな発見を引き出し、新たな学習意欲にも
つながるでしょう。

グローバル化にともなって、社内の公用語に英

語を採用する日本企業も増えています。世界を

見据えて働く時代。英語力だけでなく、その背景

にある文化や習慣まで理解できれば、ビジネスも

スムーズに進み、仕事を楽しむことができるで

しょう。そこで本学科では、学生全員が海外を

体験する海外実習を必修化。例えば、アメリカ、

イギリス、カナダ、フィリピン等の大学で、生きた

英語と文化を学ぶなど、多くの機会を設けてい

ます。

実践的な語学力を養成する
海外体験プログラムに全員参加。

成長著しいアジア諸国。その存在感は、ますま

す大きなものになっています。だからこそ、アジア

の玄関口と呼ばれるここ福岡・北九州でアジア

の言語や文化を学ぶことには大きな意義があり

ます。本学科は、韓国語や中国語のほかにイン

ドネシア語が学べるなど、ユニークなカリキュラム

が魅力。最大で１年の留学制度を設けているた

め、現地の文化や習慣にふれながら語学力を

磨くことが可能です。

成長著しいアジア。
その言語と文化が本格的に学べる。

現地での体験から得られる学びは、机上のそ

れの数倍にも値します。本学科の学生は、海

外を訪れ、現地の歴史や文化、思想にふれる

ことで異文化理解を確かなものにしています。

さらに、海外企業やホテルの視察のほか、国

際協力活動の現場を訪ねるなど、授業で学ん

だ知識を体験的に深めるプログラムも用意さ

れています。

現地での異文化体験が、
視野を広げ、異文化理解を深める。

変化を肯定的に受け入れながら、
自分をプロデュースしていく。
その逞しい横顔を応援したい。
激変する国際社会の第一線で活躍できる人材とは？この問いに、教育の観点から回答を示すのが国際
社会学科であり、その学びは、広範で多様、かつ実践的です。
育てたいのは、ローカルな視点とグローバルな視野を統合した上での論理的思考力および実践力です。
グローバル化の中では、世界的な諸問題はもちろん、一見ローカルに見えても、その背後には様々な要因が
絡み合い、グローバルな視野で考えなければ解決の難しい問題も数多くあります。まず、そのような諸問題を
発見し、必要なデータを収集・整理した上で、論理的に解決方法を導き出す。そして、それを基盤にしな
がら、周囲を巻き込んで協働し、試行錯誤を繰り返しつつ粘り強く実践することによって真の解決に到達
できる。国際社会学科には、そんな人材を育てるためのカリキュラムが整備されています。
問題発見・解決のプロセスにおいて、英語や韓国語など外国語の能力は大きな武器になるでしょう。「自分は
何を実現するためにその外国語を身につけ、使うのか」を一度立ち止まって考えてみてください。それに
よって、おのずと外国語学習におけるあなた自身の目標が明確化し、モチベーションもさらに向上するでしょう。
その中で、その外国語に関連すること自体が興味の対象あるいは目的になる場合もあると思います。国際
社会学科には、それらをすべて受け入れ、それぞれの目標に応じて発展させるしくみがあります。
世界は流動化し、変わり続けています。この変化を受け止め、変わりゆく状況や多様な意見に柔軟に対応
しながら、自らをプロデュースし続けていく。国際社会学科での学びを通して、そういう逞しさを身につけて
欲しいのです。はじめは、「なんとなく海外活動に興味がある」「英語をもう少し勉強してみたい」「韓国
や韓国文化に興味がある」、そんなちょっとした動機で構いません。皆さんが、考えること、行動することを
続ける限り、私たちは全力で皆さんの成長をナビゲートし、サポートすることを約束します。
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現代ビジネス学部 副学部長

日髙 俊夫 教授

教員からのメッセージ

九国大は、人と自分をつないでくれた場所。
４年間で得た経験が、
いまの私を支えています。

卒業生からのメッセージ

株式会社 西日本シティ銀行 勤務

中島 杏奈さん

国際関係学部 国際関係学科 （2017年３月卒業）
福岡県 北九州高等学校 出身

私はいま、西日本シティ銀行で、窓口業務や支店全体の現金の管理など

に携わっています。大学時代で忘れられないのは、３年次のときに参加

した面接合宿ですね。まず合宿前に研修があり、社会人としての知識を

ひととおり学んでから１泊２日の合宿に突入。学生同士で意見を出し

合い、互いに高め合うことができました。さらに、４年次になって後輩の

面接合宿に参加。ここで、人をサポートすることの喜びを実感しました。

サポートといえば、キャリア支援室には本当に助けられました。おかげ

で、気持ちよく就職活動を進めることができました。海外研修も忘れられ

ない想い出です。カンボジア、ベトナム、韓国で現地の人たちとふれ

あった経験は、いま、窓口で出会うさまざまな国の人たちとのコミュニケー

ションを円滑にしてくれています。「人と自分を繋いでくれた場所」。これ

が、私にとっての国際関係学科（現国際社会学科）です。４年間の学

びは、いまの仕事にしっかりと息づいています。



国
際
社
会
学
科

商社、外資系企業、海外戦略を進めている企業、
NGO、観光業、公務員、英語教師、翻訳・通訳者、
大学院進学　など

こんな人を待っています 想定される職業

英語を使って国際社会で活躍したい。

日本と海外の懸け橋になりたい。    

英語圏の文化や社会に興味がある。　

英語についてもっと深く知りたい。

「聞く」「話す」「読む」
「書く」の４技能に
優れた高度な実践力

英語に関する
深い知識と理解

異文化への深い理解と
確かなコミュニケーション

スキル

習得できる力

PICK UP
カリキュラム

PICK UP
カリキュラム

英語力が生かせる職業はさ
まざま。グローバル化によっ
て、その傾向はさらに高まっ
ており、卒業後にめざせる進
路も大きく広がっています。

卒業研究
教員採用試験※

企業採用試験

英語を使ったディスカッションやプレゼン
テーションを行います。語彙を増やすととも
にプレゼンテーション技術や議論へ積極
的に参加する姿勢を養います。

Speech & Discussion3

Reading
◯ Writing
◯ PC English Training Ⅰ・Ⅱ
◯ Advanced TOEIC Ⅰ・Ⅱ　など

1 英語音声学 Ⅰ・Ⅱ
◯ 英語学研究 A・B
◯ 英米文学講読 A・B
◯ 英語科教育法 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ※　など

2

英語音声学 Ⅰ・Ⅱ2
英語の音声的特徴や音声体系を学び、
英語の発音やリズムを習得します。また、そ
の指導方法についても理解を深めます。

「精読・訳読」から「情報収集の手段とし
ての英文読解」への転換を図り、より実践
的な英語読解力を身につけます。

Reading1

韓国語教師／航空業界（CA・グランドスタッフなど）／観光業界
（旅行会社・ホテルなど）／貿易会社／免税店／韓国文化関連
産業（企画・コンテンツ開発）／外資系（韓国）企業や国内一般
企業への就職／翻訳家／通訳者／国内外の大学院進学 など
韓国の言語と文化に精通した“日韓の懸け橋”となる人材、また日韓を中心と
した国際ビジネスシーンで活躍できる優秀なビジネスパーソンを育成します。

こんな人を待っています 想定される職業

韓国語の教師や、韓国語の翻訳・通訳の仕事に興味がある。

航空業界や観光業界に進みたい。

貿易関連や、海外戦略を進めている企業に就職したい。

外資系企業でグローバルな仕事に従事したい。

習得できる力

卒業研究を完成させ、韓国
語の能力試験や検定に挑
戦。韓国語を生かして就職
活動も有利に展開できます。

日韓交流事業を通じた
企画力や実践力

韓国語能力試験に
トライできる
韓国語スキル

日韓関係の理解と
国際感覚

卒業研究
韓国語能力試験（TOPIK）
ハングル能力検定
企業採用試験

日本と朝鮮半島は、どのような交流の歴史
をたどってきたのか。それを世界的な視点
から検証し、将来の良好な日韓関係のあり
方を模索します。 

日韓交流史3海外語学実習（韓国）2
韓国の姉妹校での語学研修によって、韓
国語の会話力を高めます。さらに、現地の
大学生との交流をとおしてコミュニケーショ
ン能力を磨くとともに韓国文化への理解を
深めます。

北九州市と韓国との間での交流に関する
調査や企画を実践します。このことをとおし
て、調査・分析能力や企画運営能力、異
文化理解能力、問題解決に必要となる総
合的な能力などを養います。

日韓交流実践1

3938 Kyushu International University

◯韓国事情Ⅰ・Ⅱ
◯異文化コミュニケーション論
　 日韓交流史　など3

◯ 韓国語実践
◯プラン&プラクティスⅠ・Ⅱ
　日韓交流実践　など1

◯韓国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
◯韓国語会話Ⅰ・Ⅱ
　海外語学実習（韓国）   など2

Speech & Discussion
◯異文化コミュニケーション論
◯Communicative English Ⅰ・Ⅱ
◯海外語学実習 　など

3

※教職受講者のみ

ハングルコース 英語コース

「聞く」「話す」「読む」「書く」力を高め、「使える」英語力の獲得をめざします。
学びの実践・発展を実現させるために、アメリカ、イギリス、カナダ、フィリピンなど
への海外実習を必修化しています。英語を生かした職業に就くために必要な
知識も習得させ、国際社会で活躍できる総合力を養います。

海外実習を全員が体験。異文化を理解し、
高度な英語力を備えた国際的人材を育成する。

韓国語と韓国文化を探究して、
新たなビジネスステージに挑む。
韓国語は、日本人にとってとても習得しやすい言語であり、これからの国際ビジネス
においても重要なツールといえます。本コースでは、交換留学制度によって生きた
韓国語を修得。韓国の提携校で取得した単位は本学でも認められるため、４年間
での卒業も可能です。地域の魅力をアジアに向けて発信できる国際感覚豊かな
人材の育成をめざしています。

学びのPOINT

海外体験で実践的英語コミュニケーション
能力を身につけ、異文化理解を深める。01

ｅラーニングによる個別学習で、
レベルに合わせた学びを展開。02

英語を生かした職業に就くための
高度な英語力と専門知識を習得。03

学びのPOINT

交換留学制度を利用して、
韓国を知り、日本を伝える。

検定やスピーチコンテストに挑戦。
仲間とレベルアップをめざす。

地域と韓国をつなぐ交流事業をとおして
企画力や実践力を身につける。

在学生
Message

4年間の学びの流れ

年次

1 高校までの文法を復習し、ｅラーニングによる個別学習を徹底。英語
の基礎力を固めます。

基礎的英語力を強化する

年次

2 海外で生活を体験することで英語力を大きく向上させ、異文化の
理解を深めます。

海外経験を積む

年次

3 TOEIC®のハイスコアをめざすと同時に、さらに専門的な内容を
深く学び、理論と実践力を強化します。

英語力を高める

年次

4 ゼミでの専門的学修内容（文学・英語学、英語教育、異文化理解
学）をもとに卒業研究に取り組みます。

学びの集大成、卒業研究

英語の上達が自信になり、
より積極的にもなれました。

英語コースには、さまざまな国から来ている留学生がいます。彼らと

の交流は楽しいし、語学力の向上にもつながっています。実際、私の

英語力はかなりレベルアップしました。海外実習でアメリカに行っ

たときにも自分の英語が生かせたし、それが自信になって、性格も積

極的になりました。これは大きな成長です。大学の４年間での目標

は、TOEICⓇのスコアで700を突破すること。将来は、このスキルを生

かして社会の役に立ちたいと願っています。

現代ビジネス学部 国際社会学科 ３年
宮崎県 宮崎日本大学高等学校 出身

長友 萌さん

在学生
Message

4年間の学びの流れ

年次

1 少人数クラスで韓国語の基礎を修得。その成果を韓国語能力試
験で試します。

「韓国」の基礎を学ぶ

年次

2 韓国の文化や社会、政治、経済、歴史を学び、韓国での語学実習
を実施します。

海外実習・韓国を体感

年次

3 留学で語学力を磨き、自治体との連携事業や日韓交流事業をとお
して地域貢献を体験します。

留学で語学力を磨く

年次

4 韓国語能力検定の高級レベルに挑戦するとともに、韓国語や韓国
社会・文化などに関する卒業研究に取り組みます。

韓国語力のさらなる強化と卒業研究

わかりやすい授業と和やかな雰囲気。
楽しく学べる環境が気に入っています。

私は、九国大に入学して初めて韓国語を学びました。ハングルコース

の授業は、わかりやすいし、質問もしやすい雰囲気。きちんと授業に

出て、真面目に勉強していけば、確実にレベルアップできると思いま

す。学生はみな、「韓国語を学ぶ」という同じ目標をもつ仲間で、趣

味や話題も共通している部分が多いので、毎日が楽しく過ごせま

す。この和やかで学びやすい環境が気に入っています。

現代ビジネス学部 国際社会学科 ３年
宮崎県 都城商業高等学校 出身

白石 華野さん

1

2

3

1

2

3



国際コース

時代を担う国際人に求められるもの。それは、国際社会を多面的に見る眼とコミュ
ニケーション能力です。これを育むのが国際コースです。学びの基本は国際教養
と言語をベースとした「異文化理解」と「多文化共生」。現地での体験をとおして
世界を見渡せる視野を養い、新興国や発展途上国の現状や課題についても
学びます。

国際社会を多面的に学び、
国内外で活躍する実践力を磨く。

学びのPOINT

国際経験豊富な教員が、
世界の現場を伝える。

多文化都市・北九州で国際交流や
調査研究を通して実践力を養成

多言語で多文化に触れる。
海外実習・留学で異文化に挑む。

国
際
社
会
学
科

◯グローバル経済と生活 （2）　◯北九州学 （2）

ビジネスと法律　（2）　　プラン&プラクティス Ⅱ　（2）　　プラン&プラクティス Ⅲ　（2）

プラン&プラクティス Ⅳ　（2）

ビジネスと簿記 （2）　プラン&プラクティス Ⅰ （2）基
礎
科
目
群

基
幹
科
目
群

◯PC English Training Ⅰ （2）
◯国際社会入門Ⅰ （2）◯国際社会入門Ⅱ （2）

英
語
コ
ー
ス

ハ
ン
グ
ル

コ
ー
ス

国
際
コ
ー
ス

コ
ー
ス
科
目
群

関
連
科
目
群

英米文学講読A （2）
Advanced Reading  （2）

英米文学講読B （2）
Advanced Writing  （2）

英語学研究A （2）
Speech & Discussion （2）

英語学研究B （2）

国際社会学 （2）
国際金融論 （2）

国際経済学 （2）
国際関係史 （2）

国際関係論 （2）
比較宗教論 （2）

比較文化論 （2）
アメリカ文学 （2）

日本文化論 （2）
イギリス文学  （2）

言語習得論 （2）
国際マーケティング論 （2）

比較言語学 （2）

国際政治学 （2）
国際法 （2）

異文化コミュニケーション論 （2）
アジア経済論 （2）

西洋の社会と文化 （2）
グローバル化時代と国際関係 （2）

国際社会と福祉 （2）

ス
ポ
ー
ツ
特
別

教
育
科
目

体力トレーニング論 （2）
スポーツ社会学 （2）

スポーツ経営学 （2）
レクリエーション実技 （1）

スポーツ心理学 （2）
体育指導演習 （2）

コーチング論 （2）
ジョギング・ウォーキング （1）

発育発達論 （2）
サッカー （1）

スポーツ方法学 （2）
テニス （1）

バドミントン （1）
スキー （1）

バスケットボール （1）
キャンプ （1）

バレー （1）

専
門
教
育
科
目

特
別
教
育
科
目

◯印は必修科目。（  ）内の数字は単位数。 ※印は、留学生科目を表す。 △印は海外語学実習または海外社会実習が必須（留学生を除く）。
※国際社会学科（外国人留学生は除く）では、2年次に必ず海外実習（語学実習もしくは社会実習）を履修し単位取得することが卒業要件となります。

PC English Training Ⅱ　（2）

韓国事情Ⅰ （2）　韓国事情Ⅱ （2）　韓国語会話Ⅰ （2）　韓国語会話Ⅱ （2）　日韓交流実践 （2）

日韓交流史 （2）　韓国語実践 （2）

国際協力論 （2）　カルチュラルスタディーズ（思想） （2）　カルチュラルスタディーズ（社会） （2）　開発経済論 （2）　NGO論 （2）

カルチュラルスタディーズ（宗教） （2）　国際協力実践論　（2）　NGO実践論　（2）

演
習
群

ビジネスマナー （2）

ホスピタリティ・マネジメント　（2）

ファシリテーション実践　（2）　　対人コミュニケーション論　（2）

◯専門演習Ⅰ  （2）　◯専門演習Ⅱ  （2）

◯専門演習Ⅲ  （2）　◯専門演習Ⅳ  （2）

◯卒業研究 (４)

■卒業に必要な単位 ■教員と主な担当科目

国際マーケティング論

比較宗教論、インドネシア語

アメリカ文学

韓国語、日本語

数学、情報処理

ドイツ語、西洋の社会と文化

英文法論、英語学研究

国際社会と福祉

哲学、カルチュラルスタディーズ（思想）

青木 美樹

大形 里美

大園 　弘

呉 　珠熙

正代 隆義

島浦 一博

日髙 俊夫

福西 和幸

松井 貴英

英語

国際関係論

J.ウィリアムズ

加藤　和英

［教　授］

社会学

異文化コミュニケーション論

イギリス文学

国際社会学

国際協力論

韓国事情

入江 恵子

N.ケンプ

國崎　 倫

樋口 里華

藤井 大輔

山田 良介

［准教授］ ［助教］

［客員教員］

現代ビジネス学部 国際社会学科 カリキュラム
区分 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次

基
幹
教
育
科
目
群

基
礎
科
目

外
国
語
科
目

人
文

社
会

自
然

教
養
教
育
科
目
群

キ
ャ
リ
ア
科
目
群
実
技
・
実
習

科
目
群

◯入門セミナーⅠ （2）　◯入門セミナーⅡ （2）

○英語Ⅰ （2）　　○英語Ⅱ （2）

情報処理A　（1）　　　情報処理B　（1）　　　アカデミックライティングⅠ　（2）　　　アカデミックライティングⅡ　（2）

ドイツ語Ⅲ （2）　中国語Ⅲ （2）　韓国語Ⅲ （2）　インドネシア語Ⅲ （2）　※日本語Ⅲ （2）　※日本語Ⅳ （2）

学園史  （2）　哲学 （2）　日本史 （2）　外国史 （2）　日本文学 （2）　心理学 （2）　※日本文化 （2）

外国文学　（2）倫理学　（2）教育学 　（2）知の技法　（2）

法学　 （2） 経済学　（2） 社会学 　（2） 地域連携講座　（2） ※日本経済　（2）

日本国憲法　（2） 人権論 　（2） 地域学　（2）

自然科学概論　（2） 健康科学　（2） 数学 　（2） 環境科学　（2）

○キャリアデザイン （2）

キャリアプラン　（2） インターンシップ （2）

キャリアプラン実践　（2）

スポーツ実技 　（1）

△海外語学実習　（2） △海外社会実習　（2） 国内社会実習　（2）

共
通
教
育
科
目

人文・社会・自然科学を基礎とした幅広い教養を身につけます。

共
通
教
育
科
目

基幹教育科目群
基礎科目 6単位

10単位

26単位

42単位

外国語科目

教養教育科目群

キャリア科目群

実技・実習科目群

計

基礎科目群

基幹科目群

32単位

12単位

78単位

関連科目群

演習群

計

コース
科目群

英語コース

ハングルコース

国際コース

専
門
教
育
科
目

4単位自由履修単位

PC TOEIC Training Ⅰ （2）
Communicative English Ⅱ （2）
英語学概論 （2）

PC TOEIC Training Ⅱ （2）
Reading Ⅰ （1）
英文法論 （2）

Advanced TOEIC Ⅰ （2）
Reading Ⅱ （1）
英語音声学 Ⅰ （2）

Advanced TOEIC Ⅱ （2）
Writing Ⅰ （1）
英語音声学 Ⅱ （2）

Communicative English Ⅰ （2）
Writing Ⅱ （1）

8単位

26単位

国際社会科学や異文化理解の専門的な視点から現代社会の多様なフィールドにおける課題をより深く理解し、
現代社会に存在する課題を解決していくための専門的な力を身につけます。

国内外で事業を展開している民間企業／商社／地
域で多文化共生や国際交流に関わる公務員・自治
体職員／NPO・NGO団体など
海外だけでなく、国内においてもさまざまな企業や事業体で、国際的な
視野や語学力が必要とされる時代。本コースの学びは、さまざまな業界
と職業につながっています。

こんな人を待っています 想定される職業

国内外で事業を展開している企業に就職したい。

商社・航空業界などで世界を飛び回る仕事をしたい。

公務員として国際交流事業に携わりたい。

NPOやNGO団体の活動に興味がある。

外国語運用能力と
グローバルな視野で
国際社会を見る眼

海外市場を理解し、
調査分析できる能力

異文化理解力と
国際協力の知識・

実践力

習得できる力

卒業研究を仕上げ、国際的
な視野や多文化共生の実践
力を生かして、企業やNGO、
NPOなどをめざします。

卒業研究
企業採用試験

世界と私たちのつながりを「国際協力」の
視点から探究。多様な価値観を認めなが
ら、世界を多角的に見る眼を養い、「地球
人」としての生き方を考えます。 

国際協力論3国際マーケティング論2
企業の海外進出にともない、そのマーケ
ティングも国際的、グローバル的展開を見
せます。世界市場で活躍する有名な企業
のマーケティング活動を研究し、その国際
マーケティングのあり方を考えます。

食、労働、災害、移民、国籍などを事例
に、グローバル化が社会に与えている影
響を分析。「国境を越えた社会問題」が
「自分の問題」であることを理解し、これ
からの社会のあり方について考察します。

国際社会学1
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　 国際協力論
◯異文化コミュニケーション論
◯ カルチュラルスタディーズ　など

3◯ 英語とアジア言語
　（中国語、韓国語、インドネシア語）
　 国際社会学
◯ 国際関係論　など
1

　 国際マーケティング論　　
◯グローバル化時代と国際関係
◯ 比較宗教論　など

2

124単位合計

英語（リーディング） （2）
英語（ライティング） （2）
英語（日常英会話）  （2）
英語（ビジネス英会話） （2）

ドイツ語Ⅰ （2）
ドイツ語Ⅱ （2）
中国語Ⅰ （2）
中国語Ⅱ　（2）

韓国語Ⅰ （2）
韓国語Ⅱ （2）
インドネシア語Ⅰ （2）
インドネシア語Ⅱ （2）

※日本語Ⅰ （2）
※日本語Ⅱ （2）

PICK UP
カリキュラム

在学生
Message

4年間の学びの流れ

年次

1 英語に加えて、アジア言語（中国語、韓国語、インドネシア語の中か
ら選択）の学習をスタート。国際的視野を養います。

国際的視野を養う

年次

2 異文化理解を深め、多文化共生に必要な知識も学修。国際社会を
政治・経済・社会・文化の側面から幅広く学んで専門性を高めます。

専門知識・理論を身につける

年次

3 国際教養をさらに高めつつ、ゼミでプロジェクト運営や調査研究を推進。ビジネス現場
で役立つスキルや、国際交流事業、国際協力事業などで役立つスキルも学びます。

より深い学びと実践

年次

4 選択したテーマをもとに、文献やフィールドワークなどを活用して卒
業研究に取り組みます。

学びの集大成、卒業研究

フレンドリーで、刺激的。
多くの友だちと大学生活を楽しんでいます。

国際コースを選んでよかったのは、友だちがたくさんできたことです。

普段の授業やゼミもフレンドリーな雰囲気で、毎日が楽しく過ぎていき

ます。異文化にふれることはとても刺激的。視野も広がります。いまは

まだ、学ぶこと、楽しむことに精一杯で、将来についてははっきりとは

見えていませんが、これから学びを深めていくなかで、きっと目標が

見つかる。そんな予感があります。この予感を信じて、大学生活を楽し

みたいと思います。

現代ビジネス学部 国際社会学科 ３年
福岡県 八幡中央高等学校 出身

田口 和浩さん

1

2

3
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I修学支援
見守る視線がある。支える心がある。
だから、不安にさせない。悩ませない。
大学生活は、はじめてのことばかり。「勉強についていける

だろうか」「ひとり暮らしが心配」。そんな不安や悩みを取り

除くために、九国大では細やかな支援体制を整えていま

す。サポートは入学前からスタート。少人数教育だからこそ

できる手厚さで、学生一人ひとりに寄り添います。 

不安を抱えたまま、大学の授業に臨ませない。そのために設立されたのが基礎教育

センターです。学生一人ひとりの理解度に合わせて、問題集やセンター独自の教材

を選択。英語、国語、数学、社会の４教科で、不安な部分をサポートします。加えて、

就職や資格取得にもつながる基礎力を育てます。

個別指導は、キゥゥドリルを中心とした学習で基礎からしっかり学びます。学習
状況に応じたナビゲーション機能があるので、次に何をすべきか迷わず学習に
集中できます。わからないことや、疑問があれば、学生アシスタント(SA)がサポー
トしてくれるので安心。また、グループ指導では、学生からのニーズの高い資格
講座を開講し、講師陣の丁寧な指導で、合格へ導きます。週に１回、コツコツ勉
強したい。試験前の短期集中で成果を出したい。そんな個別のスタイルに合わ
せた利用も可能です。

基礎教育センター

個別指導・グループ（講座）指導

１年次からのゼミ履修が、
４年後の成長につながる。

１年次からゼミが履修できる。これが、九国大
の大きな特長です。ゼミは、受け身の授業で
はなく、主体的に学ぶ場。そのため、コミュニ
ケーション能力や課題解決力をしっかりと身
につけることができます。しかも少人数制。
「入門セミナー」からスタートするので、無理
のないレベルアップが望めます。

アクティブラーニングで、
仲間と目標達成をめざす。

行動をともなった学びは、スキルを確実に向
上させます。本学では、現地調査や討論、プ
レゼンテーションを取り入れ、論理的に考える
力や実践力を鍛えます。さらに見逃せないの
がグループワーク。仲間と協力しながら目標
をめざすことで、責任感や協調性などを伸ば
します。

学びを実践力につなげる
課題解決型学習（PBL）。

地域の具体的な課題を考えることで、社会の
いまを知り、解決への方策を模索する。それが、
課題解決型学習（PBL）です。講義で専門的
な知識や理論を学び、ゼミで具体的な課題に
挑む。このサイクルで実践力を身につけていき
ます。課題の発見から解決策の実行までを実
際の地域で展開。生かせる学びが魅力です。

Voice

授業に加えて、就職試験や資格試験にも対応。
学習への不安は、ここで解消できる。

学修生活アドバイザー
学生の相談に応えるため、センターに
は学修生活アドバイザーが常駐して
います。ひとり暮らしの不安や大学
生活での心配ごとなど、どんなことに
も親身になって対応してくれる心強い

味方です。悩む前に、まず相談。４年間、先生とともに見守って
くれるので、より充実した学生生活を送ることができます。

修
学
支
援

入学前も、入学してからも安心のサポート

社会で役立つ実践的な学び

基礎教育センター
学修生活アドバイザー

充実の
就職試験対策

専門性を追求する
高度な学習

個性に合わせた
資格試験対策

理解度に合わせた
学習指導

卒論作成指導

統計検定３級にトライし、合格することができました。この挑戦を支えてくれたのが

基礎教育センターです。センターで受講したのは「統計検定対策講座」。マンツー

マンで指導していただき、効率的で実践的な学習ができました。ほかにも、検定や

試験に合格すると検定料を補助してもらえるなど、さまざまな支援制度が整ってい

ます。九国大は、学生の“本気”に応えてくれる大学。努力すれば、努力しただけ

大きなリターンが返ってきます。皆さんも、しっかり頑張って、充実した大学生活を

送ってほしいと思います。
小野 将太朗 さん　
経済学部 経済学科 ４年
福岡県 九州国際大学付属高等学校 出身

基礎教育センター　講座受講者の声

効率的な指導。実践的な学習内容。
対策講座のおかげで統計検定にパスしました。
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入学前スクーリングで、
ひと足先に大学を体験。

推薦入試やＡＯ入試に合格した学生には、入学前
教育e -ラーニングを実施しています。その後、キャン
パスでのスクーリングを体験。入学に向けた準備を
進めます。

担任・副担任制度が、
安心感につながる。

１年次から、ゼミの担当教員が学生一人ひとりをフォ
ローします。副担任もついて、進路や生活の相談に
対応。面談で一緒に目標を見つけ、成長をサポート
します。

入門セミナーで、
大学での不安を解決。

大学での学びで中核となるのがゼミ。本学は、ゼミを
とおして大学のシステムに慣れるよう入門セミナーを
用意しています。最大15名という少人数体制も魅力
です。

気軽に相談してください。
一緒に考えていきましょう。
１年生と向き合い、学びをサポートするのが学生アシスタン
ト（ＳＡ）です。僕は、留学生に日本語を指導。言葉の意味
や漢字の使い分けなどを教えています。ＳＡをやってみて
感じるのは、人に理解してもらうことの喜びです。コミュニ
ケーション能力も向上しました。つまりこれは、僕たちの学
びでもあるのです。わからないことがあれば気軽に声を
かけてください。一緒に考えていきましょう。

林 賢弥 さん　
現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
山口県 西市高等学校 出身

学生アシスタントの声

5教科の基礎を効率よく学べる

5教科を各「6分野×5ステップ」に分け、膨大な学習範囲を、無理なくカバー。実力診断テスト
で自分の得意分野、不得意分野を把握することで、効率よく学習を進めることができます。

1
スマホやタブレットからも使える

スマートフォンやタブレット端末に対応しているので、場所を選ばず学習することができます。
移動中や、休憩中などのスキマ時間を使った学習に最適。ナビゲーション機能が、学習状況
に応じてサポートするので、次に何をすべきか迷わず学習に集中できます。

2

『キゥゥドリル』３つの特徴

インターネット配信

PC タブレット
端末

スマート
フォン

入学前・初年次・就職準備まで幅広く活用3
入学前教育

入学前に基礎学力を
強化し、入学後の準備
を進めます。

就職準備
基礎学力の定着により、就職試験
(一般常識試験やSPIなど)への対
応力を高めます。

初年次教育
初年次に基礎学力の強化をすることで専門
科目の理解促進を図ります。また、1年生入門
ゼミで取り組みをフォローします。
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I地域貢献
地域を知る。人とつながる。
その取り組みが地域を未来につないでいく。

地域連携協定

地域や社会をつくるのは、人。その人づくりを担っているのが大学です。社会が直面している問題は何か。地域が

本当に必要としているのは何なのか。そうした課題やニーズを見つけ、解決するために、九国大では行政や企業と

積極的に連携。さまざまな取り組みをとおして、地域の将来を支える人材づくりを進めています。 

九国大のキャンパスがある八幡東区。ここは、日本の近代化の象徴ともいえる官営八幡製鐵所が置かれた歴史的にも重要な

地域です。その一方で、近年の少子化・高齢化の影響でさまざまな課題を抱えています。そうした課題に挑むため、本学は地域

と連携してユニークな活動を展開。この取り組みが、学生の貴重な学びにもなっています。

「地域連携センター」は、北九州の副都心・黒崎にあるサテライト

キャンパスです。ここは、本学との連携を希望する地域の人びと

と本学の研究者や学生とをつなぐ施設。学生は、地域の人たち

との活動をとおして、まちづくりの具体例にふれ、学びに生かし

ています。また、法律や税金などについて専門家が解説や相談

を受ける市民講座・市民相談も開催されています。

北九州市八幡西区黒崎3-15-3 コムシティ2F
開館時間／10：00～19：00（月曜日～金曜日）
　           10：00～17：00（土曜日）  
休 館 日 ／日曜日、祝日

地
域
貢
献

まちづくりをとおして、
地域と大学をつなぐサテライトキャンパス。

地域連携センター

高大連携・高大教育連携協定

高校と大学が連携して教育の充実を図ろうと、さまざまな試みを進め
ています。そのひとつが「出前講義」。高校の要請を受けて本学の教
員が出向き、高校生の関心の高い
テーマをわかりやすく講義します。ま
た、各高校に合わせてカスタマイズし
た大学体験プログラムを実施。高校か
ら大学への接続がスムーズになるよう
サポートしています。

地域防犯対策に関する協定の締結
学生による防犯ボランティア組織を立ち上げ、八幡東区周辺の暴走行為や
少年非行の抑止のため、警察や地域の防犯ボランティアと連携して、定期的
にパトロールをつづけています。地域の安全を守るとともに、清掃活動も実施。
安全で安心できるまちづくりに貢献しています。

地域防災リーダー育成プロジェクトの活動
地域の子どもやお年寄りに、防災に関する正しい知識を伝えたい。この願いから
発足したのが「地域防災リーダー育成プロジェクト」です。防災士の資格をもつ
学生たちが地域に出かけ、工夫を凝らしたイベントや学習会を開催。日頃の心構
えだけでなく、災害時の避難経路や注意事項などをわかりやすく伝えています。

「前田祇園山笠」への参加
北九州市無形民俗文化財「前田祇園山笠」。八幡東区の前田地区で800
年以上つづいている伝統行事に、本学の山笠（橘山）が参加しました。前田
祇園山笠保存会の指導のもと、学生や職員が参加。地域文化の継承のた
め、地元の人びとと一緒に祭りを盛り上げました。

「わいわい八幡」への参画
八幡駅前開発株式会社と公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター、
本学の地域経済学科地域づくりコースの三者で設立したのが「わいわい
八幡」。その目的は地域交流と情報発信です。「八幡自慢マップ」の作成、「八幡
駅前イルミネーション点灯式」の企画運営など、さまざまな活動を展開しています。

遠賀信用金庫との産学連携
本学は、遠賀信用金庫と包括的地域連携協定を結びました。提携の目的は、双方の特徴を
組み合わせて、地域づくりの新たな取り組みを進めることにあります。
たとえば、本学では、地域振興をテーマとした新しい講座を開き、その講師として信金の職員
や地域の経営者などを招きます。一方、企業側は、商品開発や販売戦略に学生の発想を取り
入れるなど、相互に交流しながら提携関係を深めていきます。学生の意欲と信金がもつネット
ワーク。双方がリンクすることで人材を育て、企業の新展開をサポートし、地域に新たな活力を
生み出すことが期待されています。

スポーツ振興等に関する包括連携協定

2019年のラグビーワールドカップと2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック開催を契機に、北九州市と市内の大学が連携。相互の資源を
有効活用して、スポーツ振興とス
ポーツによる地域活性化に貢献
します。また、それらを通じて、北
九州の未来を担う人材を育成し
ます。

地域連携事業

大学での学び 地域での実践

井上 優樹 さん　
法学部 法律学科 ４年
福岡県 クラーク記念国際高等学校
北九州キャンパス 北九州自由高等学院 出身

僕は「九州国際大学BBS会」というサークルに所属し、
「ともだち活動」という取り組みを続けてきました。非行に
走って保護観察を受けたり、社会不適応少年と呼ばれた
りしている子どもたちとふれあい、同世代の「ともだち」とし
て彼らの自立を支援しています。僕自身も学ぶことが多く、
さまざまな人と接することで、コミュニケーションスキルも
向上しました。これからも、犯罪や非行のない明るい社会
の実現をめざして努力していきます。

非行や犯罪のない社会をめざして、
ボランティア活動をつづけています。

永木 裕 さん　
現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
岡山県 就実高等学校 出身

「なでしこひろば」では、地域の子どもたちを対象にサッカ
ー教室やグランドゴルフを開催しています。学生が自主的
に企画し、みんなで協力しながら進めていくのが楽しいで
すね。どんな声の大きさやトーンで子どもたちに話しかける
べきか。どう接したら彼らとの距離が縮まるか。そうしたこ
とを考える習慣がつき、人とのふれあい方も変わってきた
ように思います。スポーツをとおして地域に貢献しながら、
僕自身の成長も実感しています。

子どもたちへの指導をとおして、
人とのふれあい方を学んでいます。

Voice 地域連携活動に参加した学生の声

「ともだち活動」
九州国際大学BBS会（※）

「JFAなでしこひろば in 九州国際大学」
現代ビジネス学部　木下ゼミ

地域が求める人材の育成

（※）九州国際大学BBS会
BBSとは「Big Brothers and Sisters Movement」の略称で、非行少年や社会不適応少年のいない社会、犯罪や非行のない社会の実現を目的とする活動
団体。「九州国際大学BBS会」は、福岡県BBS連盟に所属し、県内や九州地区で「ともだち活動」をはじめとするさまざまなボランティア活動を進めています。
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I留学・国際交流
北九州から、世界へ。そして未来へ。
地球は、若い向学心でつながっている。
世界はもう、遠い彼方のものではありません。異文化にふれたい。海外の人たちとコミュニケーションを楽しみたい。

そんな願いがあれば、すでに国境を越える準備はできているのです。九国大は、学生の留学や国際交流を強力に

バックアップ。“世界への想い”を応援しています。

留
学
・
国
際
交
流

世界に広がる留学先

驚きと刺激にあふれたインドネシア留学。
あの経験が、いまの私の原点です。
私がはじめて本格的に“世界”に眼を向けたのは、九国大でインド
ネシア語を学びはじめたときです。その後、NGOが主催するインド
ネシア・スタディーツアーに参加。2009年にはインドネシア大学に
留学して、現地で多くのことを学びました。インドネシアの文化や風
土、人びとの気質など、なにもかもが新鮮で、刺激的でした。大学
を卒業して2011年から2014年まで在外公館派遣員制度によって
在デンパサール総領事館に勤務。その後、外務省大臣官房の儀
典賓客室に勤めるなど、さまざま経験をさせていただきましたが、
私の原点は、やはりあのインドネシア留学だったと思います。九国大
での４年間は、私と世界をつないでくれた大切な時間でした。

立ち止まって、深く考える。
留学で身につけたこの習慣が、
仕事を支えています。
私の留学の目的は、座学で学んだことを実体験に変えることでした。
まず、2年次の夏にフィリピンに留学し、その後、個人での長期留学
を決意しました。フィリピンではスラム街の子どもたちの学力調査、
教育環境の改善などをテーマにNGOで活動。アフリカでは栄養
失調の子どもたちへ食料支給とその母親たちの職業支援に携わ
りました。パラグアイでは、日本とパラグアイの共生について学び、
パプアニューギニアで先住民族の農業を支援しました。
いまはアイリスオーヤマのＢtoＢ事業部に所属し、法人顧客に対し
て空間や生活環境の改善を提案しています。何か問題があるとき
一度立ち止まってみる。深く考えて問題の原因を探る。この習慣は
留学で身につけたもので、いまも私を支えています。

MesSaGe

元外務省 大臣官房儀典賓客室 勤務

中野 渉 さん　
国際関係学部 国際関係学科（2011年３月卒業）
大分県 別府商業高等学校（現在：別府翔青高等学校） 出身

アイリスオーヤマ株式会社 勤務

中尾 瑞安 さん　
国際関係学部 国際関係学科（2018年３月卒業）
福岡県 九州国際大学付属高等学校 出身

ホームステイや寮生活で語学力を鍛える。

海外語学実習

アメリカ、イギリス、カナダ、フィリピン、台湾、韓国など、対象の国はさ
まざま。ホームステイをしたり、大学寮で生活したりしながら生きた語
学を身につけます。長期休暇を利用して参加するので、単位の心
配はありません。現地学生との交流も魅力です。

ボランティア体験など国際協力の本質を知る。

海外社会実習

アジアの国を中心に、スタディーツアーを実施しています。海外での
ボランティア活動など、普通のツアーではふれることのできない現場
を体験。国際協力の本質を知り、真の国際人になるためのまたと
ないチャンスです。

交換留学制度

在学したまま留学。
だから４年間で卒業できる。

［韓国］東亜大学校、漢陽大学校、釜山外国語大学校、
　　　高麗大学校、霊山大学校
［中国］遼寧大学、東北財経大学
［台湾］国立高雄餐旅大学、南開科技大学
［インドネシア］インドネシア大学

留学先

（１）本学に半年以上在学し、成績優秀な者
（2）留学先の大学で教育を受けるために充分な語学力を有する者。
（3）学期終了時に全履修科目の70%以上の単位を取得している者。

資　格

原則として留学先の学費が免除されます。
※渡航費、旅券および査証発行料、海外旅行傷害保険、寮費、生活
　費などは本人負担となります。

費　用

４か国、10大学で、交換留学の制度を採用。留学先で
取得した単位はそのまま本学で認定されるので、４年
間で卒業できます。原則として、留学先での学費は
免除。交換留学をきっかけに、卒業後、グローバルビ
ジネス企業で活躍する先輩も少なくありません。

富永 加奈 さん　
国際関係学部 国際関係学科 ４年
広島県 高陽高等学校 出身

自ら行動し、自分で留学生活をアレンジする。
この姿勢が留学成功のポイントです。
私が参加したプログラムは、日本、韓国、中国、メキシコな
どから学生が集まるものでした。忘れられないのは、クラス
ルームの時間ですね。国籍も性別も年齢も違うクラスメート
は、みんなユニークで魅力的な人ばかり。いつも笑いの絶
えないひとときでした。
海外研修のポイントは、自ら行動し、自分で留学生活をア
レンジする姿勢です。大切なのは、事前に、何を学び、何を
身につけて帰るかを想定しておくこと。そのうえで、想定外
の事態が起きたとき臨機応変に対応する力です。海外で
の経験は100％が財産。無駄なことはありません。存分に
楽しんできてください。

Voice 留学経験者の声

留学経験を生かして活躍する先輩メッセージ

中野さんのプロフィール

2006年 九州国際大学国際関係学部入学

第二外国語でインドネシア語を受講

NGO主催の
インドネシア・スタディーツアーに参加

2009年 インドネシア大学へ交換留学

2011年 九州国際大学卒業

2014年 外務省入省

現在 他省に出向

2011年～2014年

在外公館派遣員制度で派遣員として
在デンパサール総領事館に勤務

中華人民共和国…東北財経大学／遼寧大学
台湾…南開科技大学／国立高雄餐旅大学
フィリピン…シリマン大学／エンデラン大学
大韓民国…東亜大学校／漢陽大学校／霊山大学校／
　　　　　高麗大学校／釡山外国語大学校
インドネシア共和国…インドネシア大学人文学部
イギリス…チチェスター大学
カナダ…カルガリー大学／ケープブレトン大学
アメリカ…オールドドミニオン大学
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フィリピン
シリマン大学
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I就職支援
地域に根ざし、地域とともに歩いてきた。
その実績と信頼が未来への扉を開く。

就
職
支
援

2018（平成30）年度 卒業生就職先一覧(抜粋)

益田 桂多 さん　
現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
熊本県 千原台高等学校 出身

インターンシップをとおして、
進路選択の幅が広がりました。
実習先は、賃貸マンション業界でした。大学の講義では学べない
仕事の厳しさ、やりがい、現場の雰囲気を肌で感じ取ることができま
した。また、業界に関する知識や社員の方々の本音を知り、志望業
種や就職先についても深く考えるきっかけにもなりました。インターン
シップは、仕事の本質にふれ、進路選択の幅を広げるチャンスです。
この経験をこれからの学生生活に生かし、就職活動の成功につなげ
ていきたいと願っています。

ソロカ・イリーナ さん　
国際関係学部 国際関係学科（2019年３月卒業）
福岡県 東筑紫学園高等学校 出身

グランドスタッフとして、
最高のおもてなしを提供します。
私の大学生活を豊かにしてくれたのは、ゼミ（青木美樹教授ゼミ）での活
動でした。無事に卒業できたのも、第１志望（株式会社スターフライ
ヤー）に就職できたのも、ゼミの仲間の支えと青木先生の指導のおかげ
です。心から感謝しています。スターフライヤーでは、グランドスタッフとし
て、お客様が満足できる最高のおもてなしを提供したい。そして将来は、
独立して起業したいと考えています。

就職先 株式会社
スターフライヤー

入学と同時に学生の将来を見据え、１年次から就職に向けた支
援プログラムを進めています。九州内の優良企業との太いパイプ
を生かして、実践的できめ細かな進路指導を展開。社会に出るの
が楽しみになるほどの充実したサポート体制が魅力です。

キャリア支援室

平成30年度

就 職 率
※平成31年4月現在

95.2%

1年次

チューター制度

2年次 3年次 4年次

公務員試験ガイダンスや職場見学を
実施。公務員という職業について知る
ところからはじめ、興味を広げます。

大学講座

公務員講座
（公務員専門学校）

キャリアプラン（公務員希望者クラス）
※公務員試験の職種、試験内容、必要なスキルに
　ついて学びます。公務員専門学校の講師が担当。

チューターは、公務員試験に精通したスペシャリスト。学習への不安や受験
先についての相談など、個別に対応してくれます。学習計画のモニタリングや
確認テストの成績管理をとおして、的確な助言を受けることもできます。

①受験相談
②学習相談

③学習内容相談
④学習進捗度管理

※公務員試験の学習計画の立案やエントリーシートの書き方・論文対策・面接
対策など具体的な受験対策を行います。公務員専門学校の講師が担当。

キャリアプラン実践（公務員希望者クラス）

公務員支援システム 4年間のサポート体制

大
学
卒
業
程
度
公
務
員
試
験
受
験

公務員受験講座
（基礎教養コース）

68コマ
（1コマ90分）

195コマ（1コマ90分）公務員受験講座（地方上級・国家一般コース）

公務員受験講座（教養型市役所コース） 109コマ（1コマ90分）

キャリア支援室から内定者情報を発信中！
内定者の喜びの声をお届けします！

個人やグループでの面接、グルー
プディスカッション、本番を想定し
た模擬面接など、就職活動の実
践術を伝えます。学生の特性に
合った企業を紹介し、内定獲得ま
でしっかりサポートします。

就職活動支援

就職なんでも相談

自己発見・
就業意欲の向上

必須科目の「キャリアデザイン」を
全員が受講。自己分析をとおして
本当に好きなことを発見し、自分に
向いている職業について考えま
す。就職への第一段階は、自分を
知ることからはじまるのです。

キャリアデザイン［必修科目］

1
年次

2
年次

手厚いサポートで、企業と学生とのベストマッチを実現。キャリアサポートプログラム

徹底した自己分析をもとに、実践力
を磨きます。履歴書の作成法や就
活ナビの使いこなし術、筆記・面接
試験の対策、業界研究など、まもな
くはじまる就職活動に直結したノウ
ハウを学びます。

キャリアプラン実践［選択科目］

就職活動支援講座

ゼミ出前講座

具体的な目標を設定します。業界
研究やインターンシップにチャレンジ
することで、現実が見えてくるはず。
そのうえで、必要な資格取得にも挑
戦。自分が社会のなかで果たすべ
き役割について理解します。

キャリアプラン［選択科目］

インターンシップ［選択科目］

エクステンションセンター講座受講

職業理解の向上 実践的な
就活スキルの獲得 効果的な就職活動3

年次
4
年次

万全の対策と細やかな指導で、高い合格実績を誇る。
本学ではこれまで、警察官や消防士、行政職員を数多く輩出してきました。公務員になるなら、九国大。そういわ
れる理由は、１年次からはじまる採用試験対策にあります。その名も「公務員支援システム」。この成果は、高い
合格実績にあらわれています。

学習計画から成績管理まで、公務員採用試験に精通し
たチューターが、学生一人ひとりをしっかりサポートします。

チューター制度1

「キャリアプラン」の授業が、公務員講座と連動。職種に
応じたスキルの伸ばし方をアドバイスします。

受験対策に特化した大学講義4

選抜試験が実施されるのは１年次と２年次の秋学期。
成績上位者は、公務員講座を無料で受講できます。

成績上位者への経済サポート2

公務員クラスでの単位認定を大幅に拡充。受験対策が
そのまま卒業単位になるというメリットもあります。

単位認定5

公務員支援システム

5つのサポート

全講座をDVDに収録。だからやむを得ず講座を休んで
も、後日のDVD受講で必ず挽回できます。

欠席フォロー3

公務員支援
システム

インターンシップ
利用者

夏休み中の数日間を利用して、インターンシップを体験。自分の専攻や将来の
目標に合わせて、インターンシップ先を選ぶことができます。インターンシップ制度

CHECK!

内定

habn!

西部ガス設備工業㈱

TOTOアクアエンジ㈱

パナソニックES建設エンジニアリング㈱

フンドーキン醤油㈱

旭酒造㈱

中国木材㈱

アイリスオーヤマ㈱

大石産業㈱

㈱タカギ

㈱アステック入江

新日鐵住金ステンレス㈱

信和鋼板㈱

東海カラー㈱

㈱アルミネ

上野精機㈱

三浦工業㈱

ホシデン九州㈱

㈱東海理化

トヨタ自動車九州㈱

信号器材㈱

西部ガス㈱

山口合同ガス㈱

エン・ジャパン㈱

㈱日刊スポーツ新聞西日本

山九㈱

ANA沖縄空港㈱

㈱スターフライヤー

㈱マルハニチロ物流

寒川商事㈱

不二貿易㈱

㈱トーホー

西日本フード㈱

小野建㈱

㈱ウエノ

リックス㈱

㈱ジャクエツ

㈱ナフコ

エフコープ生活協同組合

㈱セブン-イレブン・ジャパン

トヨタカローラ博多㈱

福岡トヨタ自動車㈱

㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本

つるや㈱(つるやゴルフ)

㈱鹿児島銀行

㈱西京銀行

大分みらい信用金庫

遠賀信用金庫

鹿児島信用金庫

鹿児島相互信用金庫

唐津信用金庫

福岡ひびき信用金庫

いちよし証券㈱

東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱

宮崎県農業共済組合連合会

JR九州コンサルタンツ㈱

フェニックスリゾート㈱

ロイヤルホールディングス㈱

アイ・ケイ・ケイ㈱

㈱サンレー

東武トップツアーズ㈱

日本郵便㈱

糸島農業協同組合

北九州農業協同組合

佐賀県農業協同組合

島根県農業協同組合

田川農業協同組合

福岡市東部農業協同組合

綜合警備保障㈱

北九州商工会議所

公益財団法人三重県体育協会

吉川工業㈱

航空自衛隊

陸上自衛隊

鹿児島県警察本部

北九州市役所(上級)

熊本県警察本部

下関市役所

西諸広域行政事務組合消防本部

福岡県警察本部

福岡県庁
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I資格取得支援
無駄のないシステムと確かなサポート。
伝えたいのは、有資格者としてのスキルと責務。

学びたい。夢を追いつづけたい。
その向学心に、願いに、応える制度がある。

本学の資格取得講座は、いずれも学内で開講されています。講師は、その道のスペシャリストばかり。学内にいながら時間も

費用も無駄にせず資格取得をめざすことができます。しかし、育てたいのはスキルだけではありません。本当に大切なのは、

社会に出て有資格者としての責務を果たすこと。そのための使命感や責任感を育てるのが、九国大の資格取得サポートです。

I奨学生制度
資
格
取
得
支
援
／
奨
学
生
制
度

■入学金・学費

100,000円

―

入学金 授業料 教育充実費 委託徴収金 合計

600,000円

600,000円

280,000円

280,000円

58,050円

38,250円

1,038,050円

   918,250円

1年次

2～4年次

◎奨学金および納入金については2019年度の実績を紹介しています。  ◎2020年度の確定した納入金は、合格者に配布される「入学手続きについて」の書類でお知らせします。

春学期分
598,050円

秋学期分
440,000円

初年度納入金

入学後の授業料免除を予約することで、経済的側面から修学を支援します。
採用候補者が入試に合格・入学した場合、授業料が半額免除されます。

入学試験の成績優秀者に対して、授業料を全額免除します。

頑張る学生へ
“九国の翼”で大きくパワーアップ

してもらいます！

⑤ 家計支持者（父母または父母に代わって家計を支える人）の年間収入・
　 所得金額を合計した額が以下のいずれかに該当する者

① 本学学部１年次への入学を希望する者
② 日本の高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者または卒業した者
　 （卒業後1年未満の者に限る）
③ 出身高等学校・中等教育学校の調査書の評定平均値が3.5以上の者
　 既卒の場合は、全体の評定平均値が3.5以上の者
④ 留学生でない者

2020年1/20（月）～1/25（土）募集期間 6名採用人数

一般入試前期、大学試験センター試験利用入試前期入試区分

入学試験の成績ならびにエントリーシートによる総合評価選考基準

予約型奨学生

学術奨学生

■本学が実施する奨学金等支援制度

□九州国際大学・八幡大学ファミリー教育支援制度
　......入学金全額返還

□学術奨学生奨学金 ..........授業料の30%免除

□同窓会奨学金......年額12万円（月額1万円）

□英語成績優秀者への奨励金制度.......10万円

□経済支援奨学金.....授業料の50%もしくは25%免除

□外国語検定試験合格者への
　奨励金制度.......受験料相当額を支給

入学後入学試験時

■学外の奨学金（貸与）
日本学生支援機構奨学金 □第一種奨学金 無利子 □第二種奨学金 有利子

授業料
60万円免除

（年間）

最長
4年間免除
（4年間240万円）

ココが
POINT!

●申請から採用までの流れ

応募資格 （ア）給与所得の場合（年金・失業給付等を含む） 収入金額400万円以下

（イ）給与所得以外（商店や農業等の自営業） 所得金額200万円以下

（ウ）申請時に退職や廃業等により無職である場合

経済的事情により
修学困難な学生へ暖かな
“九国の風”で応援します！

採用人数

面白くて、楽しい講座のおかげで、
難関を突破できました。
エクステンションセンターには、本当に助けられました。宅地建物取引士
へのチャレンジは簡単ではありません。独学だったら挫折していたかも
しれない挑戦を支えてくれたのが、講座の先生でした。指導もていねい
で、内容も面白くて、参加するのが苦にならない。というより、楽しいくら
いでした。将来は、この資格を生かして、不動産業界に笑顔を増やして
いきたいと思っています。

永沼 勇人 さん　
法学部 法律学科 ４年
福岡県 自由ケ丘高等学校 出身

エクステンションセンターでは、有名専門学校と提携。実績ある講師を迎え、
さまざまな講座を開いています。学内で受講できるので、時間を有効に使え
て費用も割安。国家試験や公務員採用試験のような難易度の高い試験に
パスするために、万全の体制を整えています。

独自のカリキュラム 経験豊富な講師陣

時間の有効活用 受講料が安い

Voice 資格取得者の声

試験対策講座一覧

■公務員試験受験対策
教養科目基礎コース
警察官・消防官・市町村役場コース
地方上級・国家一般職コース

■日商簿記検定
3級コース
3級直前対策コース
2級直前対策コース

■ファイナンシャルプランナー
3級FP技能検定コース

■宅地建物取引士
受験対策コース
直前対策コース

宅地建物取引士
合格

授業料
30万円免除

（年間）

受験前に
免除を確約

ココが
POINT!

最長
4年間免除
（4年間120万円）本学では、将来、地域スポーツリーダーとして、あるいは

ジュニアスポーツ指導員として、地域スポーツクラブや地
域の公共施設、民間の商業スポーツ施設等で指導者に
なろうと考えている方に必要な資格を取得するために
スポーツ特別教育科目を設置しています。

公認スポーツ指導者資格の取得

□ スポーツリーダー

□ ジュニアスポーツ指導員（受験資格）

エクステンションセンター

新原 達也 さん　
法学部 法律学科 （2013年３月卒業）
福岡県 九州国際大学付属高等学校 出身

スポーツの知識や体験が、
仕事にも役立っています。
スポーツ関連の資格を取るためには、各スポーツのルール
だけでなく、競技場や道具の仕様、身体の構造やケアの
方法など、幅広い知識が必要になります。その点、九国大
の資格講座には大いに助けられました。スポーツは人と人を
つなぐものです。私は、郵便局員として日々多くの人と接し
ていますが、いまもスポーツの知識や体験が地域の皆さん
とのコミュニケーションに役立っています。

ジュニアスポーツ指導員資格・スポーツ指導員資格取得

各入試区分の所定の期間内
に入学手続きを完了すること
で採用となります。

１期

2期

推薦入試（スポーツ推薦を除く）、
ＡＯ入試（第1期～第3期）

対象入試区分

8/1（木）～9/6（金）

奨学金の申請期間

10/1（火）

一般入試、センター試験利用入試、
ＡＯ入試（第4期） 11/18（月）～12/18（水） 2020年1/17（金）

結果通知発送日 採　用

１期 15名

2期 15名

日本郵政株式会社　勤務

教員免許状の取得

法律学科
英 語 公 民 英 語

高等学校教諭
一種免許状

中学校教諭
一種免許状

地域経済学科

国際社会学科

すべての学部で、高校もしくは中学校の教員免許状の資格が取得できます。これ
らの資格を取るためには、大学卒業に必要な単位に加えて、「教職概論」「教育
原理」「教科教育法」などの単位取得が必須です。
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大学院
より高度な法学の世界へ。より深く、幅広いビジネスのシーンへ。
九国大は、本学の卒業生だけでなく、社会人や留学生にまで学びの門戸を開いております。

大学院法学研究科修士課程

さらに高いレベルの法学を学びたい。そうした願いに応えるのが、法学研
究科修士課程です。１学年定員10名という少人数制で、大学の卒業生
はもちろん社会人も多く受講しています。院生の経歴はさまざま。必ずしも
法学部出身者ではありません。担当教員は、そうした院生一人ひとりの資質と事情を考慮しながら、各人がハイレベル
な法学科目をしっかり修得できるようサポートしています。修士論文についても、作成経験のない院生がほとんどです
が、それぞれの学びと研究の進度を見ながら論文完成まできめ細かく指導します。院生には、研究室に個人の机が与
えられ、図書館も自由に利用可能。こうした学びの環境も大きな魅力です。経歴、世代、学ぶ目的、それぞれに異なる院
生同士の交流も、ほかでは体験できない貴重な財産となるでしょう。

経歴、世代、学ぶ目的。
それぞれに異なる多様な個性が、
ハイレベルな法学世界に挑む。

九州国際大学付属高等学校
〒805-0002 
福岡県北九州市八幡東区枝光5丁目9-1
TEL:093-671-8443

http://www.959h.kif.ed.jp

九州国際大学付属中学校
〒805-0002 
福岡県北九州市八幡東区枝光5丁目9-1
TEL:093-671-9001

http://www.959j.kif.ed.jp
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CAMPUS LIFE
自由に、鮮やかに、自分らしく。

このキャンパスは、自画像を描く
ためのキャンバスになる。

4
月

●入学式
●新入生オリエンテーション
●フレッシャーズ・ミーティング
●春学期講義開始

5
月

●学園創立記念日

7
月

●春学期講義終了
●春学期定期試験

8
月

●夏季休暇
●オープンキャンパス

9
月

●秋学期講義開始
●保護者面談会

11
月

●大学祭

12
月

●ゼミ対抗プレゼン大会
●冬季休暇

1
月

●秋学期講義終了
●秋学期定期試験

2
月

●春季休暇

3
月

●卒業証書・学位記授与式

CAMPUS CALENDAR

研究活動
科学研究費助成事業のほか、本学の社会文化研究所が地域や他の大学と連携して進めている共同事業など、
いずれもユニークな研究活動として成果が期待されています。

現代ビジネス学部

現代ビジネス学部

現代ビジネス学部

現代ビジネス学部

現代ビジネス学部

現代ビジネス学部

法学部

法学部

現代ビジネス学部

法学部

学部 職名 氏名 研究種目 研究内容

准教授

准教授

教　授

准教授

准教授

教　授

特任准教授

特任准教授

教　授

特任助教

國﨑　倫

山田　良介

日髙　俊夫

入江　恵子

藤野　義和 

正代　隆義 

花松　泰倫

花松　泰倫

山口　秋義

阿部　理香

若手研究（B）

挑戦的萌芽研究

基盤研究（C）

基盤研究（C）

若手研究（B）

基盤研究（C）

基盤研究（B）

挑戦的研究（萌芽）

基盤研究（C）

研究活動スタート支援

エリザベス朝・ジェイムズ朝演劇文化における民衆文化と祝祭空間に関する動態的研究

｢明治日本の産業革命遺産」のストーリーをめぐる軋轢現象に関する実態調査

動詞の多義性と文法化の理論的記述・分析 -命題的意味、非命題的意味、視点的意味-

性分化疾患当事者のライフコース研究-医療の介入による逸脱増幅の経験とその影響

同族企業の維持・終焉と信頼の関係：医薬品の取引システムとその変容を通じた考察

グラフ構造の分布情報とグラフ項の論理プログラムによる形式グラフ言語学習理論の研究

東アジアにおける国境観光の比較研究：境域社会の変容過程と「隣国関係」への影響評価

冷戦終焉とユーラシアの境界・環境・社会：グローバルな比較と理論化に向けた学際研究

帝政ロシアにおける中央統計局構想の形成

労働者の精神的健康に対する補償と予防の法理

平成30年度 科学研究費助成事業

現代ビジネス学部

現代ビジネス学部

現代ビジネス学部

学部 職名 氏名 研究テーマ

教　授

准教授

特任助教

三輪　仁

田尻　敬昌

新美　尚行

地域間資金流出入モデルの改良とモデルを用いた福岡県の資金循環構造の析出

障がい者雇用施設におけるマネジメント・コントロールのあり方について

大学新入生に対する取り組みに関する基礎研究

公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム

研究資金・プログラム等 職名 氏名 研究内容

法人事務局長 神力　潔司 テレワークによる女性活躍についての研究

付属学校のご紹介

平成30年度 社会文化研究所共同研究費採択グループ一覧

外部資金による研究

修了後の進路
●大学院（博士課程）進学　●各種資格取得支援　●税理士試験一部科目免除
●公務員　●企業就職 など

奨学金制度

本学大学院には独自の奨学
金制度があります。「九州国
際大学大学院生奨学金」は、
学業、人物ともに優秀と認めら
れる大学院生を対象としてい
ます。採用者には、授業料相
当額またはその半額が1年間
にわたり給付され、返還義務
はありません。
日本学生支援機構奨学金、九
州国際大学同窓会奨学金な
どの制度の利用も可能です。



女子学生スペースがオススメ
です。夏は涼しく、冬は暖かく

て、とても快適。空いた時間は友だち
とおしゃべりしたり、ゴハンを食べた
りして、自由に楽しんでいます。

A.

九
国
大
生
Q
＆
A

A&Q
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法学部 法律学科 ２年
福岡県 若松高等学校 出身

尾身 弐千翔さん

現代ビジネス学部 国際社会学科 ３年
福岡県 九州国際大学付属高等学校 出身

引地 芽唯さん

法学部 法律学科 ４年
福岡県 九州国際大学付属高等学校 出身

江﨑 由佳さん

法学部 法律学科 2年
山口県 早鞆高等学校 出身

末永 紘大朗さん

法学部 法律学科 ４年
福岡県 北九州高等学校 出身

安部 萌子さん

学生自治会での活動
です。学生の“快適で

楽しい大学生活”をサポート
する活動に加え、地域社会
への貢献活動も進めていま
す。学内の公務員みたいな
存在ですね。

A.

報道部です。MCやラジ
オの活動のほか、テレビ
に出演する機会もあっ
て、凄く楽しいですよ。
あなたも参加してみま
せんか？

A.

リスクマネジメントコー
スの実習です。小学校

での救急救命講習や地域の
商店街を盛り上げる取り組
みなど、さまざまな体験をさ
せていただきました。

A.

家に居ることは少ないです
ね。アルバイトをしたり、買い物を
したり、友だちと過ごしたりの休
日です。

A.

気 に な る 学 生 生 活 を チ ェック !

直撃!!

警察官になることです。
夢を実現するために、公務員
試験に向けて勉強と体力づく
りに励んでいます。

A.

日替わり丼です。値段が
リーズナブルなうえ、メニューも
毎日ちがうので、学食に行くのが
楽しみです。

A.

大きな図書館です。静か
なので自習がはかどるし、参考
書も充実しているので、授業
対策もバッチリ。映画も楽しめ
ます。

A.

授業内容を毎回ノートにまとめるこ
とで、復習とテストの準備に取り組

んでいます。勉強もプライベートも充実さ
せるために、時間をうまく利用することを
心がけています。

A.

日替わり丼
…490円

友だちがたくさんできた
ことですね。友だち同士
の雰囲気も和やか。特に、
男女の仲がいいのがステ
キだと思います。“運命の
出会い”な～んてのも、あ
ったりして……（笑）。

A.

Q.いまハマっていることは?Q.学内のオススメスポットは？

Q.どんなクラブに 
　 所属していますか？

Q.学生生活で力を
　 入れていることは？

Q.想い出に
　残っている授業は？

Q.将来の目標は？

Q.オススメの
　学食メニューは？

Q.休日は何をしていますか？

Q.大学生活で
　 印象深かったことは?

Q.九国大の自慢は
　何ですか？

海外サッカーにハマッて
います。好きなチームはレア
ル・マドリード。横浜で開かれた
クラブワールドカップも観に
行って、感動しました。

A.

女子学生スペース

Q.勉強で工夫していることは？

iPhoneとAirPodsです。
空き時間や空きコマに音楽を聴
いて、次の授業へのモチベー
ションを上げています。

A.

Q.あなたの
　マストアイテムは？

現代ビジネス学部 地域経済学科 ２年
福岡県 九州国際大学付属高等学校 出身

大住 映茉さん
現代ビジネス学部 地域経済学科 ２年
福岡県 慶成高等学校 出身

河野 優大さん

法学部 法律学科 ２年
福岡県 田川高等学校 出身

平山 湧登さん

法学部 法律学科 ２年
福岡県 高稜高等学校 出身

桐野 雅斗さん

法学部 法律学科 ４年
福岡県 北九州高等学校 出身

西 健斗さん

現代ビジネス学部 地域経済学科 ２年
福岡県 北九州高等学校 出身

日置 万桜さん

現代ビジネス学部　地域経済学科 3年
福岡県 慶成高等学校 出身

清長 虎之介さん
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全力で挑戦すれば、成長できる。全身で楽しめば、想い出になる。
厳しさとやさしさを教えてくれる先輩が、

歓喜も感動も共有できる仲間が、ここで待っています。

ウエイトリフティング部
オリンピック選手を２名輩出。知名度も上がって、
全国の高校から入部者が集まっています。元気な
仲間たちと一緒に、世界をめざしましょう。

吹奏楽部
練習は週２日なので、バイトをしながらで
も参加できます。楽器未経験者も大歓迎。
私たちと一緒に音楽を楽しみましょう。

サッカー部
モットーは「トータル・フットボール」。
プレーヤー、スタッフ、マネージャー
で一体となって勝利をめざしてい
ます。男女を問わずやる気のある
部員を待っています。

陸上競技部
陸上は、初心者でも努力次第で強くなれ
るスポーツです。未経験者でも大歓迎。
マネージャーも募集中です。

剣道部
「万理一空」の精神のもと、50名の部員一
人ひとりの個性を大切にしながら稽古に励
んでいます。目標は今年も全国大会。とも
に汗を流す剣士を待っています。

クラブ&サークル

九国やっほー！報道部　
テレビやラジオ、ネットの動画サイトなどをとおして九国大
の情報を発信。卒業生の多くがマスコミや企業で幅広く活
躍しています。

2018年度のクラブ成績

柔道部
先輩後輩の仲もよく、楽しみながら稽古し
ています。モットーは文武両道。強くなるだ
けでなく、礼儀を学び、勉強も頑張れるク
ラブです。

バドミントン部
厳しさのなかにも明るさを忘れない練
習と、チームの団結力が自慢。全国イ
ンカレ上位進出をめざして頑張ってい
ます。

バスケットボール部
全国大会に出場して勝つ。
それを目標に、毎日練習して
います。将来は社会人として
も活躍できるよう意識を高く
もって頑張っています。

第19回全日本大学対抗
ウエイトリフティング女子選手権大会（Ⅰ部）
…………………………………女子団体6位

第57回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会
……………………………… 男子団体優勝

第64回全日本大学対抗
ウエイトリフティング選手権大会（Ⅰ部）
…………………………………男子団体３位

ウエイトリフティング部

九州六大学野球春季リーグ ………………… 準優勝
九州六大学野球秋季リーグ ………………………３位

硬式野球部

第６７回九州バドミントン選手権大会 ……… 準優勝

バドミントン部

第６５回北九州・下関地区大学体育大会秋季剣道大会
男子団体…優勝／女子団体…優勝

剣道部

第６８回九州地区大学体育大会
バスケットボール選手権大会 …………………………３位
第54回三地区大学バスケットボール選手権……ベスト8

バスケットボール部

第６５回北九州・下関地区大学体育大会柔道大会 準優勝

柔道部
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硬式野球部
九州六大学で常にトップを争う伝統のクラ
ブ。野球の技術だけでなく礼節を重んじ、
勉強にも打ち込んでいます。

●硬式野球部　●バスケットボール部　●ウエイトリフティング部●ラグビー部
●空手道部　●バドミントン部　●剣道部　●陸上競技部　●サッカー部　
●柔道部　●準硬式野球部　●ソフトテニス部　●ボクシング部　
●硬式テニス部　●ストリートダンス部　●フットサル同好会
●バレーボール愛好会　●トラベリング（バスケットボール愛好会）

●軽音楽部 ●吹奏楽部 ●ボランティア・ネット
●文芸文化部 ●演劇部 ●九国やっほー！報道部
●うりばん（日韓交流サークル） ●STUDY FOR TWO　
●法学研究会 ●E-SPORT ●フィッシングクラブ
●ログゲー部 ●BBS会 ●パソコンサークル
●アウトドアサークル

●学生自治会執行委員会
●体育会本部
●文化会総務委員会　
●大学祭実行委員会

体育系サークル 文化系サークル 四協団体
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CAMPUS MAP
開放的で明るいキャンパスに、充実した設備。
ここから、未来への４年間がはじまります。

インターネットや電子メールが自由に利用できます。
パソコンをもっていなくても大丈夫。ここでレポートを
作成する学生の姿も多く見られます。

メディアセンターの２階から５階まで
が図書館になっています。蔵書は47
万冊。話題の新刊本から専門書まで
が並びます。DVDやCDの鑑賞ブー
スや、会話しながら勉強やゼミの準
備ができる空間もあります。

実際の裁判所をモデルにつくられていま
す。夏のオープンキャンパスでは、模擬裁
判を開廷。裁判官や検事、弁護士に扮した
学生が臨場感あふれる裁判を展開します。

コンパクトで機能的な教室。ゼミの人数や
目的に合わせて、自由にレイアウトできるよ
う、イスや机、ホワイトボードは可動式になっ
ています。

ゼミ教室12

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

メディアセンター

3号館

キャンパスマップ

最大530人を収容できる校内で一番
大きな教室。地球をイメージした円
形の天井が印象的です。200インチ
の大型スクリーンを備えているので、
講義だけでなく、講演会やセミナーで
も利用されています。ゼミ対抗のプ
レゼン大会の会場にもなっています。

大講義室2

おシャレで快適な空間。日替わりランチなどメ
ニューも豊富で、大盛りでも500円程度と格安
です。スイーツも充実。期間限定で朝食が100
円で提供されることもあります。

KIUカフェ1

図書館10

システムカフェ9

法廷教室11

１階には、体育会と文化会の部室が置かれ、重量挙げの道場も併設されています。２階には、柔道、剣道、居合道、空手、少林
寺拳法の武道場、トレーニングルーム、ボクシングリングを設置。３、４階の体育館は、米NBAバスケットボールの試合会場と
同じ造りになっています。屋根は東京ドームと同じ素材で、明るく、心地よい空間。学生は体育館を借りることも可能です。

KIUドーム

ウエイトトレーニング
ルーム

13

KIUドームに隣接するグラウンド。サッカーやラグ
ビー、フットサル、ソフトボール、テニス、陸上、ジョギ
ング、ウォーキングなど、さまざまな種目に対応でき
ます。JFA公認ロングパイル人工芝を採用。ウレタン
舗装ランニングコースも敷設し、体育科目やサーク
ル活動のほか、地域と連携したスポーツイベントで
も利用されています。

KIUフィールド（多目的グラウンド）14

学部や学年に関係なく、女子学生がいつでも自由に
利用できます。電子レンジや冷蔵庫、テレビやパウ
ダールームが設置された快適な空間。メイクアップ
やヨガ教室なども開催されています。

女子学生スペース6
グループワークやディスカッションのための専用教
室です。学生が自分の力で考え、討論し、理解を深め
る。そんな能動的な学習をサポートし、コミュニケー
ション能力の向上をめざします。

アクティブ･ラーニング室7
在学生の憩いの場。授業の空き時間などに、自由
に利用できます。軽食程度なら持ち込みもＯＫ。
自販機も設置されています。

学生フリースペース8

2号館1号館

会員になれば、10～20％の割引が受けられる
コンビニ感覚の売店。パンやお菓子、飲料や文
房具など、学内で使うものは何でも揃います。
教科書も購入できます。

大学生協3
さまざまな施設内に、学生が自由に利用できる
休憩場所が用意されています。グループでの利
用に適したフロアや、静かに過ごすスペースな
ど、目的に応じて使えるよう配置されています。

ラウンジ4
女子トイレには、パウダールームを完備して
います。「まるでホテルみたいッ」と、女子学生
たちの評判も上々。快適でオシャレな空間で
身だしなみが整えられます。

パウダールーム5

KIUドーム

KIUフィールド

KIUホール

1号館

2号館

研究棟

3号館

メディアセンター

国
際
通
り

2

3
1

4
5

KIUホール

13

14

6 7

8

9
10

11 12
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現代ビジネス学部 国際社会学科 2年
福岡県 北九州高等学校 出身

手島 華奈さん

自宅通学

ひとり暮らし

Q.ひとり暮らしのよさとは？
友だちを自由に呼べることと、部屋を自分
の好きなようにデザインできること。

Q.自分流の
　「ひとり暮らしの楽しみ方」は？
友だちとパーティを開くこと。ただし、騒ぎ
すぎないように注意しています。

Q.ひとり暮らしをとおして
　 成長したところは？
家事ができるようになりました。自己管理
能力も身についたと思います。

フットサルサークルの

仲間と一緒！

学生スタッフとしてオープン
キャンパスに参加しました。 ひとり暮らしをはじめて自分で作った夕食です！

M A S A K I ’ S  C A M P U S  S N A P

暑い日は、31アイス
クリーム。

ポッピングシャワー
大好き‼

空きコマは、バスケサ
ークルのみ

んなと過ごします。バ
スケする姿は

みんなイケメン(笑) 学食でランチ。ハート形のネギ発見！

K A N A ’ S
C A M P U S

S N A P

通学時間は、電車で20分ほど。キャンパスが駅から近いので、とても便利
です。家事をしなくていいし、朝も起こしてもらえる。つまり、生活の負担
が少ないので勉強にも集中できます。九国大は
先生も先輩もやさしくて、雰囲気も和やか。夢
をもっている学生は応援してもらえるし、目標
が見えていなければ、ここでいろいろな体験を
するなかできっと見つけられるでしょう。努力次
第で充実した大学生活が送れると思いますよ。

キャンパスが駅から近いので、
通学にはとても便利です。

学 生 生 活 ひとり暮らしで、自分らしく。自宅通学で、堅実に。
自分らしいライフスタイルを楽しむ九国大生の
日常を覗いてみましょう。

Student Life

ひとり暮らしを選んだのは、自炊をしてみたいと思ったからです。
実際にひとりで暮らしてみて実感するのは、母親のありがたさ
ですね。毎日、料理の献立を考えるだけでもたいへんだと痛感
しています。九国大の周辺には、スーパーや病院などがあって、
とても暮らしやすい環境です。おかげで、勉強とサークル、ア
ルバイトにプライベートまで、充実した大学生活を楽しんでい
ます。

暮らしやすい環境のなかで、
充実した大学生活を楽しんでいます。

このフットサルシューズは、サークルで
も使っている愛用品。デザインが気に
入っています。

MY FAVORITE

現代ビジネス学部 国際社会学科 ３年
沖縄県 那覇西高等学校 出身

シュラーク 雅樹さん

学
生
生
活

愛用のリュックサックです。
サイズが大きくて、教科書
もサークル（バスケット
ボール）の道具も全部入り
ます。キャンパスライフの
必需品ですね。

MY FAVORITE

1限

2限

3限

4限

5限

ゼミ

スポーツ方法学

インドネシア語Ⅱ

経済学 日本文学

カルチュラルスタディーズ

NGO論

国際関係史

比較宗教論

倫理学

インドネシア語Ⅱ

月 火 水 木 金

一週間の
時間割

新入生のお部屋探しは

学生支援室スタッフより

オススメ物件を
紹介した

『住まいの案内BOOK』を
発行しています！

CHECK!

九州国際大学 学生支援室

TEL 093-671-8915

九州国際大学 学生支援室へ
学生支援室では、ひとり暮らしをはじめ
る学生に安心・安全な住まいをご紹介し
ています。大学と最寄駅近辺で住まい
環境良好なお部屋を紹介！ ぜひ、ご利用
ください!
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県
外
出
身
学
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
志
願
者
出
身
校

県外出身学生インタビュー ［北海道］札幌琴似工業／北海／駒澤大学附属苫小牧／クラーク記念国際／星槎国際 
［岩手県］宮古　［茨城県］土浦第二／鹿島学園／第一学院（高萩校）／ルネサンス
［埼玉県］朝霞西　［千葉県］国府台／船橋芝山／拓殖大学紅陵／流通経済大学付属柏
［東京都］小山台／駒場学園／帝京／日本放送協会学園　［神奈川県］平塚学園　
［石川県］金沢市立工業／遊学館　［福井県］若狭／北陸　［山梨県］駿台甲府／
日本航空　［長野県］松商学園　［静岡県］浜松湖東／浜松工業／浜松湖南／小山／
藤枝明誠／菊川南陵 ［愛知県］鳴海／名古屋女子大学／ルネサンス豊田
［三重県］四日市工業／鈴鹿／三重　［滋賀県］比叡山　［京都府］鴨沂／峰山／
京都すばる／龍谷大学付属平安／京都文教／京都橘／京都廣学館　［大阪府］佐野／
追手門学院大手前／明星／関西福祉科学大学／東大阪大学柏原
［兵庫県］神戸大学附属／尼崎工業（県立）／西脇／相生／報徳学園／第一学院（養父校）
［奈良県］奈良大学附属　［和歌山県］紀北工業　［鳥取県］境／鳥取城北／米子北 
［島根県］松江北／平田／大社／大田／浜田／益田／津和野／益田翔陽／開星／
松江西／石見智翠館／明誠　［岡山県］岡山芳泉／東岡山工業／岡山南／水島工業／
玉野／新見／玉野光南／就実／明誠学院／岡山県作陽／おかやま山陽／
吉備高原学園　［広島県］広島大学附属／広島工業（県立）／五日市／広／呉三津田／
尾道商業／庄原格致／吉田／高陽／安芸府中／神辺旭／崇徳／広陵／山陽／
広島県瀬戸内／ノートルダム清心／広島新庄／広島文教女子大学附属／広島桜が丘／
呉港／武田／盈進／尾道／並木学院　［山口県］岩国／岩国総合／熊毛南／光／
下松／徳山／防府／山口中央／宇部西／宇部商業／宇部工業／小野田／西市／
豊浦／長府／下関西／下関南／下関中央工業／豊北／萩／下関商業／防府西／
新南陽／響／光丘／西京／華陵／下関中等教育／周防大島／大津緑洋／防府商工／
高水／柳井学園／聖光／山口県桜ケ丘／誠英／高川学園／野田学園／山口県鴻城／
宇部鴻城／慶進／成進／サビエル／下関国際／梅光学院／早鞆／長門／精華学園
［徳島県］城南／板野／徳島科学技術 ［香川県］高松東／高松中央／
香川県大手前高松／尽誠学園　［愛媛県］新居浜南／新居浜工業／西条／丹原／
松山商業／三崎／野村／南宇和／松山中央／宇和島南／今治明徳／松山城南／
松山聖陵／聖カタリナ学園　［高知県］安芸／高知東／須崎／土佐／高知／明徳義塾
［福岡県］築上西／育徳館／苅田工業／京都／行橋／小倉南／小倉商業／小倉／
小倉工業／小倉西／北九州／戸畑／ひびき／戸畑工業／若松／若松商業／八幡／
八幡中央／八幡工業／八幡南／東筑／折尾／遠賀／宗像／新宮／福岡魁誠／
宇美商業／香椎／福岡工業／福岡講倫館／筑紫／糸島／糸島農業／久留米／
三潴／伝習館／八女工業／福島／朝倉東／田川／東鷹／西田川／稲築志耕館／
嘉穂／嘉穂東／鞍手／直方／筑豊／北九州市立／福翔／福岡女子／南筑／
久留米商業／古賀竟成館／北筑／小倉東／中間／光陵／武蔵台／筑前／須恵／
柏陵／玄洋／小郡／香住丘／早良／太宰府／玄界／博多青松／青豊／鞍手竜徳／
輝翔館／門司大翔館／浮羽究真館／嘉穂総合／門司学園／高稜／折尾愛真／
真颯館／慶成／西南女学院／敬愛／常磐／東筑紫学園／豊国学園／美萩野女子／
明治学園／九州国際大学付属／飯塚／近畿大学附属福岡／大和青藍／福智／
福岡大学附属大濠／福岡大学附属若葉／純真／上智福岡／筑紫台／筑紫女学園／
筑陽学園／中村学園女子／九州産業大学付属九州産業／博多／博多女子／沖学園／
東福岡／福岡第一／福岡工業大学附属城東／福岡舞鶴／立花／大牟田／祐誠／
久留米信愛／誠修／明光学園／柳川／八女学院／星琳／九州産業大学付属九州／
福岡海星女子学院／西日本短期大学附属／希望が丘／福岡常葉／第一薬科大学付属／
東海大学付属福岡／中村学園三陽／自由ケ丘／仰星学園　［佐賀県］佐賀北／
佐賀東／唐津東／唐津西／伊万里／小城／武雄／鹿島／神埼／白石／太良／
唐津南／鳥栖工業／有田工業／伊万里商業／嬉野／鳥栖商業／龍谷／佐賀清和／
東明館／早稲田佐賀　［長崎県］長崎工業／佐世保南／佐世保北／佐世保西／
佐世保商業／佐世保工業／大村／大村工業／諫早／諫早商業／島原／島原商業／
川棚／西彼農業／大崎／猶興館／平戸／松浦／壱岐／壱岐商業／対馬／五島海陽／
長崎商業／佐世保中央／諫早農業／長崎北陽台／西陵／海星／長崎南山／瓊浦／
純心女子／創成館／西海学園／鎮西学院／佐世保実業／青雲　［熊本県］第二／
熊本西／熊本商業／玉名／鹿本／大津／宇土／八代／八代東／人吉／多良木／
天草／必由館／千原台／湧心館／熊本北／東稜／阿蘇中央／八代清流／岱志／
尚絅／開新／鎮西／八代白百合学園／九州学院／慶誠／ルーテル学院／熊本国府／
秀岳館／熊本学園大学付属／熊本マリスト学園／有明／文徳／東海大学付属熊本星翔／
専修大学玉名／城北／勇志国際／一ツ葉　［大分県］高田／杵築／別府鶴見丘／
大分上野丘／大分工業／大分西／大分鶴崎／鶴崎工業／臼杵／佐伯鶴城／日田／
日田林工／中津南／中津北／安心院／大分南／別府羽室台／大分豊府／情報科学／
宇佐／国東／中津東／別府翔青／大分／楊志館／大分東明／東九州龍谷／柳ケ浦／
昭和学園／別府溝部学園／岩田／日本文理大学附属／大分国際情報／明豊／府内
［宮崎県］都城工業高専／高千穂／延岡／延岡商業／延岡青朋／門川／日向／都農／
高鍋／宮崎大宮／宮崎南／宮崎西／宮崎商業／福島／都城泉ケ丘／都城西／
都城商業／小林／飯野／延岡星雲／宮崎学園／宮崎日本大学／鵬翔／日章学園／
宮崎第一／延岡学園／聖心ウルスラ学園　［鹿児島県］鹿児島南／加世田／川辺／
伊集院／川内／出水／大口／国分／鹿屋／屋久島／大島／沖永良部／鹿児島商業／
指宿商業／松陽／武岡台／開陽／鶴翔／種子島／種子島中央／鹿児島実業／樟南／
鹿児島城西／鹿児島／鹿児島情報／鳳凰／神村学園／出水中央／鹿屋中央／
尚志館／志學館高等部／屋久島おおぞら　［沖縄県］糸満／知念／那覇／首里／
小禄／浦添／豊見城／普天間／前原／石川／名護／北山／宮古／八重山／
那覇商業／中部商業／沖縄工業／中部農林／浦添商業／西原／北谷／陽明／
宜野湾／豊見城南／北中城／嘉手納／那覇西／球陽／向陽／宮古総合実業／
ヒューマンキャンパス／上記以外の高等学校等　［大検］高校卒業程度認定試験・
大学入学資格検定

2019（平成31）年度 志願者出身校

北九州に
住んでみて、
どうですか！？

山口県
出身九国大で嬉しいのは、「女子学生ス

ペース」があることです。私も、空
き時間にちょっとリラックスしたり、
食事したり、友だちとおしゃべりし
たりと、楽しく過ごしています。新
入生にとっては、友だちづくりや先
輩との交流など、いろいろな点でメ
リットになるはずです。ぜひ利用し
てみてください。

経済学部 経済学科 ４年
山口県 防府商工高等学校 出身

松原 理紗 さん

ひとりでゆったり、みんなでワイワイ。
「女子学生スペース」は絶対オススメです。

大分県
出身大学では、時間を自由に使うこと

ができます。その分、すべてが自己
責任となり、日々の生活からお金
の管理まで、全部をきちんとこな
さねばなりません。最近、僕が熱中
しているのは、ダンスと洋菓子づ
くり。これも、自由な時間が増えた
から没頭できる楽しみです。

法学部 法律学科 ４年
大分県 楊志館高等学校 出身

山地 和樹 さん

いま、ダンスとスイーツづくりに
ハマッています。

熊本県
出身ひとり暮らしをするようになって、

よく考えてから行動するようにな
りました。勉強して、アルバイトを
して、家事も自分でこなさなくて
はならないのでたいへんですが、
充実した楽しい毎日です。いま熱
中しているのは語学（ハングル）
の勉強。将来は、韓国語の教員
か、旅行業界をめざしています。

現代ビジネス学部 国際社会学科 ２年
熊本県 開新高等学校 出身

吉川 優大 さん

勉強も、アルバイトも、家事も、
全力で楽しんでいます。

愛媛県
出身 何かにトライしようとしている学生を

尊重し、評価し、支えてくれる。ここ
が、九国大の魅力だと思います。自分
で確かめたければ、オープンキャンパ
ス（OC）に参加して、その目で見てみ
るのが一番でしょう。僕もOCのス
タッフをやっているので、ぜひ声をか
けてください。待っています。

現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
愛媛県 南宇和高等学校 出身

塚岡 空聖 さん

学生の頑張りを尊重し、支えてくれる。
それが九国大の魅力です。

鹿児島県
出身 設備が充実している。いろんな専

門コースがある。先生も先輩もや
さしくて、ユニーク。留学生も多く
て、刺激的。こんな環境なので、と
にかく友だちをたくさんつくっ
て、勉強に、部活に、プライベート
にと、全力で取り組むのがいいと
思います。大学生活は自分次第。
目標を見つけて、存分に楽しんで
ください。

現代ビジネス学部 地域経済学科 ３年
鹿児島県 鹿屋中央高等学校 出身

池川 武 さん

友だちをたくさんつくって、
大学生活を存分に楽しんでください。

宮崎県
出身 北九州は、都会だけど豊かな自然

もあって、とても気持ちのいいと
ころです。九国大は、キャンパスも
意外と広いし、ユニークな先生が
多くて、毎日が楽しく過ぎていき
ます。つまり、住みやすくて、学び
やすくて、楽しい。九国大という選
択はアリだと思います。

法学部 法律学科 ４年
宮崎県 都城泉ヶ丘高等学校 出身

関屋 秀章 さん

住みやすくて、学びやすくて、楽しい。
それが“九国大ライフ”です。

沖縄県
出身 ここに来る前は「北九州って怖いと

ころなのかな」と思っていたのです
が、実際に住んでみると、安心して
暮らせる街でした。交通の便がいい
し、小倉城とか門司港レトロなどの
観光地もあって、とても楽しい。沖
縄の友だちがこっち来たときも私
が案内して、みんなで盛り上がりま
した。

経済学部 経済学科 ４年
沖縄県 八重山高等学校 出身

宮城 花奈 さん

意外にも、安心して暮らせる楽しい街。
北九州市を満喫しています。

佐賀県
出身 大学生になって積極的に勉強する

ようになりました。特にいまは予習
に力を入れています。大切にしてい
るのは“暮らしのリズム”。規則正し
い生活をキープして、遅刻や欠席、
早退などはしないよう心がけてい
ます。将来の夢は、航空会社のグラ
ンドスタッフ。英語力を生かせる仕
事に就きたいと考えています。

現代ビジネス学部 国際社会学科 ２年
佐賀県 唐津西高等学校 出身

岡本 和津 さん

規則正しい生活が、
充実した大学生活の基本です。

長崎県
出身 ひとり暮らしになって、炊事や洗濯

などを自分でこなさなければなら
ないので、毎日が大変です。両親の
ありがたさを痛感していますし、感
謝もしています。将来の目標は公
務員になること。いま、公務員試験
に向けて勉強を頑張っています。

経済学部 経済学科 ４年
長崎県 佐世保西高等学校 出身

石岳 諄也 さん

ひとり暮らしになって、
両親のありがたさを痛感しています。

本学のキャンパスでは、県外出身の学生が数多く学んでいます。彼らは福岡に
対してどのような印象をもち、北九州をどのように受けとめ、九国大での大学
生活をどう楽しんでいるのか……。実感あふれる生の感想を聞いてみましょう。

学科別出身地CHECK

法律学科 地域経済学科 国際社会学科

福岡県
65.9%

九州地区
(福岡除く）
21.1%

山口地区
3.7%

山口地区
6.2%

その他地区
9.3%

山口地区
2%

その他地区
4.9%

その他地区
6.2%

九州地区
(福岡除く）
25.3%

九州地区
(福岡除く）
18.6%

福岡県
62.3%

福岡県
74.5%

福岡県：65.8% 九州地区(福岡除く）：22.7% 山口地区：4.6% その他地区：6.9%合計
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焼うどん発祥の地
終戦直後に小倉の「だるま堂」で
生まれた焼うどん。いまでは多く
の店で味わえます。

JR八幡駅

国
際
通
り

さ
く
ら
通
り

祇
園
町
銀
店
街

九州国際大学

響ホール

八幡駅から
徒歩約8分

●西鉄ストア

レッドキャベツ
●

西日本シティ銀行
●

●
福岡ひびき
信用金庫

北九州市立
八幡図書館

●

JICA九州
●

北九州市立
八幡病院

6564 Kyushu International University

ＪＲ八幡駅から北九州市の
シンボルである皿倉山に向
かって延びる目抜き通り。
冬にはイルミネーションで
彩られます。

国際通り

国際協力の拠点施設です。海外から
の研修員も多く、国際的な雰囲気。一
般に開放されたカフェも人気です。

JICA九州

大正時代、門司港は国際貿易港として栄えていました。
その面影をいまに残す歴史的な建造物が建ち並び、多く
の観光客で賑わいます。

門司港レトロ地区

若戸大橋
日本初の長大橋。戸畑と若松を結
ぶ赤い吊り橋です。

関門海峡
九州と本州を結ぶ関門橋。周辺で
は、夏に花火大会も開かれます。

北九州市立美術館
世界的建築家・磯崎新氏の設計で知られる
個性的な外観。館内にはカフェもあります。

小倉城
城下町、小倉のシンボルで桜の名
所。城内展示も楽しめます。

とろけたチーズが人気の門
司港名物。トッピングはお店
によってさまざまです。

焼きカレー

ガラス張りの外観が印象的な北九州
市を代表する音楽ホール。秋には「北
九州国際音楽祭」が開かれます。

響ホール

快速や特急も停車する北九州市の主要駅
です。大学までは徒歩８分。周辺には銀行
や病院もあり、美しい景観が広がります。

JR八幡駅

新鮮な野菜や魚介、惣菜などが並ぶ
八幡の台所。昭和の風情も印象的で
す。ひとり暮らしの強い味方。学生の
食欲に応えてくれます。

祇園町銀店街

救急病院にも指定されている北九州
市の中核病院。外科、内科など17の
診療科を備えています。

北九州市立八幡病院

皿倉山の夜景
オススメスポッ

ト

新幹線の発着駅である小倉駅は、小倉を縦断するモ
ノレールの始発駅でもあります。ホテルや商業施設
「AMUプラザ」が一体となっているため、一日中、多
くの人が集まります。駅周辺にはデパートや商店街
もあり、賑わいの中心地となっています。

JR小倉駅・AMUプラザ

大学周辺MAP
北九州市でもアカデミックな雰囲気が特長のユニーク
な場所。ゆっくり歩いて楽しみたいエリアです。

大
学
周
辺
M
A
P

冬は夜を彩る
イルミネーションが
とってもキレイですよ

皿倉山の夜景は
北九州市のシンボル的存在!
新日本三大夜景にも

選ばれた人気スポットです！

大学の近くに
レンタルショップや
飲食店もあり
便利です♪

映画の街、北九州市
北九州市はたびたび映画やドラマのロケ地に採用
されています。「MOZU」、「寄生獣・完結編」、「図
書館戦争THE LAST MISSION」、「Ｓー最後の警
官」など、多くの映画が撮影されました。個性的な
街並や独特の空気感が、人気の理由のようです。

ドラマ「絶狼<ZERO> 
ーDRAGON BLOODー」

ドラマ「MOZU Season1」

北 九 州 市
魅力が たくさ ん！
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2020年度 入試日程

＊日本語資格を持たない者は、試験日に実施される「日本語能力調査」を受験すること。
★編・転入学試験は、募集状況に応じて後期試験を実施しない可能性もあるので注意すること。

一般推薦

指定校推薦

スポーツ推薦

専門課程推薦

種別 試験科目 試験場 出願期間 試験日 合格発表 入学手続期間

推
薦
入
学
選
考

試
験
入
学
選
考

A
O
入
学
試
験

センター試験
利用入試

一般選考

一芸一能選考

書類審査・面接

書類審査・面接
12/3（火）～12/10（火）本 学 12/14（土） 12/21（土） 12/23（月）～2020年1/17（金）

本学指定の大学入試
センター試験の受験
科目のうち高得点2
科目を採用し、400点
満点とする。なお、50
点・100点科目に関し
ては200点換算す
る。調査書

書類審査・
課題作成・
個別面談

※一芸一能選考は
課題作成が免除さ
れます。

書類審査・面接＊

前期

2/26（水）～3/3（火）後期 3/14（土） 3/16(月)～3/23(月)

3/9（月）～3/13（金）ファイナル 3/21（土） 3/23(月)～3/25(水)

9/9（月）～9/13（金）第1期 10/5（土）9/29（日） 10/7(月)～10/25(金)

10/7（月）～10/11（金）第2期 11/2（土）10/26（土） 11/5(火)～11/18(月)

11/18（月）～11/22（金）第3期 12/14（土）12/7（土） 12/16(月)～12/24(火)

2020年
1/20（月）～1/25（土）

2/15（土）2/8（土）第4期 2/17(月)～2/28(金)

11/1（金）～11/14（木） 12/14（土） 12/21（土） 12/23(月)～1/17(金)

書類審査・小論文・面接

11/1（金）～11/8（金）本 学 11/16（土） 11/22（金） 11/25（月）～12/6（金）

【2科目型】
（国語、外国語）、

調査書
一般入試

2020年
1/20（月）～1/25（土）

本学、
福岡、
熊本

2/1（土） 2/8（土）
一括：2/１0（月）～2/21（金）
分括：①2/１0（月）～2/21（金）
　　 ②2/24（月）～3/6（金）

前期

本 学 2/26（水）～3/3（火） 3/7（土） 3/14（土） 3/16(月)～3/23(月)後期

2020年
1/20（月）～1/25（土） 2/8（土）

一括：2/１0（月）～2/21（金）
分括：①2/10（月）～2/21（金）
　　 ②2/24（月）～3/6（金）

前期

前期

後期

本 学

本 学

留学生入試

留学生指定校推薦

留学生入試

留学生指定校推薦

協定校編入学

編・転入学

協定校編入学

編・転入学

■入学試験会場
［北九州会場］ 本学
福岡県北九州市八幡東区平野1-6-1 
TEL093-671-8916

［福岡会場］ カンファレンスASC
福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-25
TEL092-411-0026

［熊本会場］ 熊本市国際交流会館
熊本県熊本市中央区花畑町4-18
TEL096-359-2020

6766 Kyushu International University

2/12（水）～2/19（水）中期 2/29（土） 3/2(月)～3/13(金)
2次試験は
しない

指定校推薦

スポーツ推薦

専門課程推薦

11/1（金）～11/14（木）本 学 12/21（土）12/14（土） 12/23(月)～1/17(金)書類審査・小論文・面接

後期
2020年

1/20（月）～2/3（月）
2/22（土） 2/29（土） 3/2(月)～3/13(金)

11/1（金）～11/14（木）本 学前期 12/14（土） 12/21（土） 12/23(月)～1/17(金)

特
別
推
薦

特
別
推
薦

一般推薦 書類審査・小論文・面接

書類審査・面接＊

後期
2020年

1/20（月）～2/3（月）
2/22（土）本 学 2/29（土） 3/2(月)～3/13(金)

書類審査・小論文・面接＊

書類審査・面接＊

書類審査・小論文・面接＊

社会人入学試験

留
学
生
入
学
試
験
編・転
入
学
試
験
★

（
留
学
生
編・転
入
学
を
含
む
）

推薦入学試験
入学検定料

30,000円

一般推薦入試 指定校推薦入試

①高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）を2020年3月に
卒業見込みの者もしくは卒業した者、または、高等学校卒業程度認定試
験規則（平成17年文部科学省令第1号）により文部科学大臣の行う高卒
認定試験に2020年3月31日までに合格見込みの者もしくは合格してい
る者、または、大学入学資格検定規定（昭和26年文部省令第13号）によ
り文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格している者

②高等学校または中等教育学校3年1学期までの全体の評定平均値が3.0
以上の者

　高卒認定試験合格見込みの者および合格者または大学入学資格検定合
格者については、1科目B評価以上を有する者

③出身学校長の推薦を受けた者、また、高卒認定試験合格見込みの者およ
び合格者または大学入学資格検定合格者については、現在通学中の学
校長の推薦を受けた者

出願資格

試験科目及び選考方法

〔試験科目〕 書類審査（推薦書・調査書）、小論文、面接
〔推薦基準〕 評定平均値：全体の評定平均値が3.0以上

高卒認定試験合格見込みの者および合格者または大学入学
資格検定合格者については1科目につきB評価以上

試験日及び試験会場

〔前期〕11/16 : 本学　 〔後期〕12/14 : 本学

①高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）を2020年3月に
卒業見込みの者もしくは卒業した者、または、高等学校卒業程度認定試
験規則（平成17年文部科学省令第1号）により文部科学大臣の行う高卒
認定試験に2020年3月31日までに合格見込みの者もしくは合格してい
る者、または、大学入学資格検定規定（昭和26年文部省令第13号）によ
り文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格している者
②出身学校長の推薦を受けた者、また、高卒認定試験合格見込みの者およ
び合格者または大学入学資格検定合格者については、現在通学中の学
校長の推薦を受けた者
③(1)しっかりとした目的を持ち、学習意欲のある者
　(2)高等学校または中等教育学校3年1学期までの全体の評定平均値が
3.2以上の者
　高卒認定試験合格見込みの者および合格者または大学入学資格検定合
格者については、1科目B評価以上を有する者
④九州国際大学を専願する者

出願資格

試験科目及び選考方法

〔試験科目〕 書類審査（推薦書・調査書）、面接
〔推薦基準〕 評定平均値：全体の評定平均値が3.2以上

高卒認定合格見込みの者および合格者または大学入学資格
検定合格者については1科目につきB評価以上

スポーツ推薦入試 専門課程推薦入試

①出身学校長の推薦及び指導者の推薦を受けた者
②本学サークル顧問の推薦を受けた者
③高等学校または中等教育学校を2020年3月に卒業見込みの者もしくは
卒業した者、または、高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部
科学省令第1号）により文部科学大臣の行う高卒認定試験に2020年3
月31日までに合格見込みの者もしくは合格している者、または、大学入
学資格検定規定（昭和26年文部省令第13号）により文部科学大臣の行
う大学入学資格検定に合格している者

④スポーツにおいて特別の実績を有する者で、入学後引き続き本学のサー
クルに所属してスポーツ活動を行う者

　※スポーツ推薦の種目は本学が指定するスポーツサークルが対象となる
⑤九州国際大学を専願する者

出願資格

試験科目及び選考方法

〔試験科目〕 書類審査（推薦書・調査書） 、面接
〔推薦基準〕 本学サークル顧問の推薦を受けた者およびスポーツにおい

て特別の実績を有する者で、入学後引き続き本学のサーク
ルに所属してスポーツ活動を行う者

①高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）の工業・商業・家
政・農業等専門領域を学ぶ学科及び総合学科を2020年3月に卒業見
込みの者もしくは卒業した者
②出身学校長の推薦を受けた者
③高等学校または中等教育学校3年1学期までの全体の評定平均値が3.2
以上の者
④九州国際大学を専願する者

出願資格

試験科目及び選考方法

〔試験科目〕 書類審査（推薦書・調査書）、面接
〔推薦基準〕 評定平均値：全体の評定平均値が3.2以上

入学後、本学のサークルで頑張る意志のある方を求めます。

他大学との併願可能です。 高校時代の評価を重視します。

工業・商業など専門領域を学ぶ方にお薦めです。

■募集する学部・学科・定員 2学部3学科を開設しています。

募集学部

現代ビジネス
学部

募集学科
合計

推薦入試 一般入試 センター試験利用入試 AO入試 社会人
入試

外国人
留学生入試

募集定員

法学部 法律学科

地域経済学科

国際社会学科

一般
特別

指定校／スポーツ／
専門課程

前期 後期 前期 中期 後期 社会人
入試

第１期～
第４期

前期
後期

15
25
10

50
80
30

20
30
15

10
10
10

30
40
10

5
10
5

5
10
5

ファイナル

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

15
25
10

若干名

20

5

150
250
100



6968 Kyushu International University

入
試
情
報試験入学試験 AO入学試験

一般入学試験 ●前期日程　●後期日程

★前期日程・後期日程では1回の受験で、３学科を併願できます。
★2月1日は本学を含む3会場で受験できます。　

下記の①～③のいずれかに該当する者
①高等学校または中等教育学校を2020年3月卒業見込みの者もしくは卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者もしくは2020年3月に修了見込みの者
③高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者もしくは下記のア～エのいずれかに該当する者
ア．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者もしくは2020年3月31日までに修了見
込みの者、または、これらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

イ．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課
程を修了した者もしくは2020年3月31日までに修了見込みの者

ウ．文部科学大臣の指定した者
エ．大学入学資格検定規定（昭和26年文部省令第13号）により、文部科学大臣の行う大学入学資格検定
に合格した者、または、2020年3月31日までに高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学
省令第1号）により文部科学大臣の行う高卒認定試験に合格見込みの者もしくは合格している者

出願資格 試験科目及び選考方法

①国語：「国語総合」※近代以降の文章を中心とする
②外国語：「コミュニケーション英語I・II」
③調査書

試験日及び試験会場

〔前期日程〕 2/1 : 本学、福岡、熊本
〔後期日程〕 3/7 : 本学

入学検定料

1学科：30,000円　2学科：35,000円
３学科：40,000円

一般選考

★明確な将来計画を持つ方、高校で学んだ知識をさらに発展させたい方を求めています。

高等学校または中等教育学校を2020年3月に卒業見込みの者もしくは卒業した者、または、高等学校卒業程度認定
試験規則（平成17年文部科学省令第1号）により文部科学大臣の行う高卒認定試験に2020年3月31日までに合格
見込みの者もしくは、合格している者、または、大学入学資格検定規定（昭和26年文部省令第13号）により文部科学
大臣の行う大学入学資格検定に合格している者

出願資格 試験科目

書類審査（調査書・エントリーシート）、
課題作成、個別面談

大学入試センター試験利用入学試験

★大学センター試験の成績を利用し、出願できます。
★大学センター受験科目の高得点2科目を利用できます。

―ハイスコア２科目方式―　●前期　●中期　●後期　●ファイナル

下記の1～3のいずれかに該当し、4を満たす者
①高等学校または中等教育学校を2020年3月卒業見込みの者もしくは卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者もしくは2020年3月修了見込みの者
③高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者もしくは下記のア～エの
いずれかに該当する者

④2020年度大学入試センター試験において、下記の教科・科目のうち、2科目以上を受験
している者
ア．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者もしくは2020年3月31
日までに修了見込みの者、または、これらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

イ．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者もしくは2020年3月31日までに修了見込みの者

ウ．文部科学大臣の指定した者
エ．大学入学資格検定規定（昭和26年文部省令第13号）により、文部科学大臣の行う大
学入学資格検定に合格した者、または、2020年3月31日までに高等学校卒業程度認
定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）により文部科学大臣の行う高卒認定試
験に合格見込みの者もしくは合格している者

出願資格 試験科目及び選考方法

入学検定料

15,000円

①科目

上記の科目の中から高得点2科目を採用し、400点満点とする。
なお、50点・100点の科目に関しては、200点に換算する。
②調査書

国語

数学1
数学2

理科

外国語

『国語』
『世界史A』『世界史B』『日本史A』『日本史B』
『地理A』『地理B』『現代社会』『倫理』
『政治・経済』『倫理、政治・経済』
『数学 I』『数学 I・数学A』
『数学 II』『数学 II・数学B』『簿記・会計』『情報関係基礎』
理科①「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、
　　　「地学基礎」
理科②「物理」、「化学」、「生物」、「地学」
『英語』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』
※『英語』はリスニングを除く

地理歴史
・公民

■九国大のAO入試5つのメリット

■AO入試実施スケジュール

試験日及び試験場

〔第1期〕9/29　〔第2期〕10/26　〔第3期〕12/7　〔第4期〕2/8
〔試験場〕本学

入学検定料

30,000円

一芸一能選考

★得意分野でチャレンジしてください。

①高等学校または中等教育学校を2020年3月に卒業見込みの者もしくは卒業した者、または、高等学校卒業程度認
定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）により文部科学大臣の行う高卒認定試験に2020年3月までに合格
見込みの者もしくは合格している者、または、大学入学資格検定規定（昭和26年文部省令第13号）により文部科
学大臣が行う大学入学資格検定に合格している者
②下記の（１）～（５）のいずれかに該当する者

出願資格 試験科目

書類審査（調査書・エントリーシート）、
個別面談

（１）文化系クラブに所属し、団体もしくは個人で県大
会入賞以上の実績を持つ者

（２）体育系クラブに所属し、団体もしくは個人で県大
会ベスト８以上の実績を持つ者

　　※団体競技においては、正選手（補欠として登録も可）で

あること  

　　※スポーツ推薦入学試験の対象となる種目は除外する

（３）各種公的な諸活動において一定期間活動を行
い、特別の能力と優れた実績を示した者

（４）各種公的な資格を有する者（高等学校もしくは中
等教育学校在学中に取得した資格であること）

（５）ボランティア、国際交流もしくは生徒会及び委員
会活動で相当の評価を得ている者

TOEFL® …PBT470点以上、iBT52点以上
TOEFL®  …junior standard 640点以上
GTEC………………（3技能）  600点以上
　　　　　　　　　  （4技能）1000点以上
英検（実用英語技能検定） …… 準２級以上
TOEIC®…………………………400点以上
全商英語検定 …………………… ２級以上
日商珠算能力検定………………… ２級以上
全商珠算能力検定 ……………… ２級以上
全経簿記検定 …………………… ３級以上
全商簿記検定 …………………… ２級以上
全商情報処理検定 ……………… ２級以上

※この表に載っていない公的資格については、入試・広報室にエントリー可能かどうかお問い合わせください。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

全工情報技術検定 ………… ２級以上
基本情報処理技術試験
ＩＴパスポート試験
Ｐ検（パソコン検定試験）…… ２級以上
中検（中国語検定） ………… ４級以上
韓国語能力試験 TOPIK II 中・上級以上
ハングル能力検定…………… ４級以上
日本漢字能力検定…………… ２級以上
日本語文章能力検定……… 準２級以上
実用数学技能検定 ………… ２級以上
その他の公的資格

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

〔公的資格の具体例〕

得意分野をアピール！ 
意欲をなにより
大切にします。

エントリーシートや
面談で将来の目標が
明確になります。

早い段階から、
大学での学びが
イメージできます。

進路に合っているか
どうか、しっかり
確認できます。

目標が定まり、
残りの高校生活が

充実します。

01 02 03 04 05

大学へ提出

◯願書
◯エントリーシート
◯調査書

大学から届く 試験

◯課題作成（60分）
◯個別面談

大学から届く

◯合否通知◯課題のテーマ
◯受験票CHECK

学科併願検定料割引システム

CASE1 1学科を志願する場合

出願学科 検定料

法律学科 30,000円2/1（土）

試験日

CASE2 2学科を志願する場合

出願学科 検定料

法律学科 地域経済学科 35,000円2/1（土）

試験日

CASE3 3学科を志願する場合

出願学科 検定料

地域経済学科法律学科 国際社会学科 40,000円2/1（土）

試験日

対象入試 一般入試（前期・後期）

◆1学科を志願する場合…検定料30,000円

◆2学科を志願する場合…検定料35,000円
1学科受験に5,000円プラス

◆3学科を志願する場合…検定料40,000円
2学科受験に5,000円プラス

複数学科を志願すると検定料がおトク!
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留学生入学選考

外国人留学生入学試験

★外国籍を有し、学習意欲の高い留学生に門戸を開いています。
★本学が指定する資格を満たす方が受験できます。

①外国籍を有し、日本における12年間の学校教育（小学校6年、中学校3年、高等学校
3年）に相当する教育課程を修了もしくは修了見込みで、そのうち8年以上を外国の
学校において修学した者
②「日本語能力試験N2以上」または「日本留学試験（科目：日本語）250点以上（記述
含む）」取得者、または、それに準ずる日本語能力を有する者
③2020年4月1日現在で30歳未満の者

出願資格 試験科目

書類審査、面接、※日本語能力調査
※日本語能力調査は、日本語能力試験N2以上、または
　日本留学試験（科目：日本語）250点以上（記述含む）を取得していない者

試験日及び試験会場

〔前期〕 12/14 : 本学　〔後期〕 2/22 : 本学

入学検定料

30,000円

外国人留学生指定校推薦入学試験

★本学指定の日本語学校長の推薦がある方が受験できます。
★本学が指定する資格を満たす方が受験できます。

①外国籍を有し、日本における12年間の学校教育（小学校6年、中学校3年、高等学校
3年）に相当する教育課程を修了もしくは修了見込みで、そのうち8年以上を外国の
学校において修学した者
②本学指定の日本語学校長の推薦がある者
③「日本語能力試験N2以上」または「日本留学試験（科目：日本語）250点以上（記述
含む）」取得者、または、それに準ずる日本語能力を有する者
④本学を専願する者
⑤2020年4月1日現在で満30歳未満の者

出願資格 試験科目

書類審査、面接、※日本語能力調査
※日本語能力調査は、日本語能力試験N2以上、または
　日本留学試験（科目：日本語）250点以上（記述含む）を取得していない者

試験日及び試験会場

〔前期〕 12/14 : 本学　〔後期〕 2/22 : 本学

入学検定料

10,000円

■過去の入試データ

■資料・願書の入手方法 2020年度入学試験要項（願書）・過去問題集など

http://www.kiu.ac.jp/juken/
インターネット（PC・携帯電話）で申込み

電話で申込み TEL.093-671-8916
入学試験の過去問題集などの資料はオープンキャンパスや各地で行う進学相談会に
参加された方に進呈しています。ぜひご参加ください。

ケータイから
カンタンアクセス

2019（平成31）年度【春入試】／入学定員 500名

推薦入試

一般入試

AO入試

留学生

総計

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

地域経済学科

105 

142

142

142

137

40

116

111

94

38

60

89

89

86

40

25

44

43

42

42

20

75

72

30

29

250

466

457

394

286

法学部

法律学科

65

70

70

70

69

30

84

81

78

28

40

119

119

114

50

15

15

15

15

14

若干名

3

3

2

2

150

291

288

279

163

国際社会学科

40

53

53

53

49

25

61

58

30

13

20

60

60

36

10

10

30

30

30

30

5

12

12

5

5

100

216

213

154

107

現代ビジネス学部

編入学・
転入学

センター
利用入試

2018（平成30）年度【春入試】／入学定員 500名

推薦入試

一般入試

AO入試

留学生

総計

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

地域経済学科

105

120

120

120

115

40

89

87

67

35

60

114

114

105

37

25

45

45

45

44

20

46

43

39

36

250

414

409

376

267

法学部

法律学科

65

57

56

56

55

30

73

71

70

26

40

116

116

115

52

15

21

21

21

19

若干名

1

1

1

1

若干名

0

0

0

0

150

268

265

263

153

国際社会学科

40

55

54

54

52

25

42

42

38

19

20

67

66

60

19

10

23

23

23

22

5

15

15

14

11

100

202

200

189

123

経済学科

若干名

3

2

1

1

若干名

3

2

1

1

経営学科

若干名

14

13

11

11

若干名

14

13

11

11

国際関係学部

国際関係学科

若干名

6

4

3

3

若干名

6

4

3

3

現代ビジネス学部 経済学部

編入学・
転入学

センター
利用入試

社会人入学試験

社会人入学試験

①高等学校または中等教育学校を2020年3月に卒業見込みの者もしくは卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者もしくは2020年3月に修了見込みの者
③高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者および下記のア～エのいずれかに該当す
る者
ア．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者もしくは2020年3月31日までに
修了見込みの者

イ．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものと認定した在外教育施設の当該
課程を修了した者もしくは2020年3月31日までに修了見込みの者

ウ．文部科学大臣の指定した者
エ．高等学校卒業程度認定試験に2020年3月31日までに合格見込みの者および合格している
者もしくは大学入学資格検定試験に合格している者

④現在、勤労に従事している者（家事専業者を含む）もしくは会社内定を得ている者で2020年4月1日現
在で満21歳以上の者
⑤九州国際大学を専願する者

出願資格 試験科目

書類審査（成績証明書）、面接、小論文

試験日及び試験会場

12/14 : 本学

入学検定料

30,000円

社会人の方に高等教育の機会を広く提供いたします。
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★8/3・8/24は、遠方からお越しの方に、交通費補助がございます。事前に入試・広報室までお問合わせください。

共通企画
◎ガイダンス（学部説明、コース特色紹介）
◎在学生によるキャンパスツアー
◎個別相談：学部説明、入試説明  など

ACCESS 交通アクセス

8.3 土
第2回 8.24 土

第3回

このページに記載されている進学相談会以外にも開催します。詳しくはHPで確認してください。

（携帯電話全機種対応）http://www.kiu.ac.jp/

あなたのまちに、九国大スタッフがやってきます！ 進路や受験に関すること、どんな疑問や質問も大歓迎です。

4/25（木） 16:00～18:30 エルガーラホール

4/26（金） 14:00～19:00 ＦＦＢホール　福岡ファッションビル

6/ 4（火） 14:30～19:00 ホテルニューオータニ博多

6/ 7（金） 14:30～18:30 西日本総合展示場　新館AIMビル

6/11（火） 14:30～18:30 西日本総合展示場

6/17（月） 13:00～18:30 ヒルトン福岡シーホーク

7/23（火） 11：00～16：30 福岡国際センター

9/17（火） 15:00～18:30 ソラリア西鉄ホテル

4/22（月）16:00～18:30 ホテルマリターレ創世　佐賀

4/25（木） 16:00～18:30 メートプラザ佐賀

6/ 5（水） 16:00～18:30 唐津市ふるさと会館

6/13（木） 16:00～19:00 ホテル グランデはがくれ

9/12（木） 16:00～19:00 グランデはがくれ

4/23（火） 16:00～18:30 ザ・ホテル長崎 BWプレミアコレクション

4/24（水） 16:00～18:30 長崎新聞文化ホール

6/ 6（木） 15:00～18:30 佐世保市文化体育館

6/12（水） 15:30～18:30 長崎新聞文化ホール アストピア

6/14（金） 16:30～19:00 壱岐ステラコート太安閣

7/12（金） 16:00～18:30 島原文化会館

7/19（金） 13:00～18:00 福江文化会館

9/10（火） 15:30～19:00 長崎新聞文化ホール アストピア

4/16（火） 16:00～18:30 ホテル日航熊本

6/ 4（火） 16:00～18:30 天草市民センター

6/ 6（木） 15:30～19:00 ホテル日航　熊本

7/24（水） 12：30～16：30 グランメッセ熊本

9/11（水） 15:30～18:30 ホテル日航熊本

4/24（水） 16:00～18:30 トキハ会館

4/25（木） 14:00～18:00 ホルトホール大分

6/ 5（水） 14:00～18:30 トキハ会館

7/22（月） 11：00～16：30 大分イベントホール

9/18（水） 16:00～19:00 トキハ会館

4/17（水） 16:00～18:30 MRTmicc

6/ 6（木） 15:30～18:30 マリエールオークパイン延岡

6/10（月） 14:00～19:00 ホテルニューウェルシティ宮崎

9/25（水） 15:30～18:30 MRTmicc

4/19（金） 16:00～18:30 ジェイドガーデンパレス

4/22（月） 14:00～18:30 ジェイドガーデンパレス

6/11（火） 15:30～19:00 ジェイドガーデンパレス

7/ 4（木） 16:30～19:00 ホテルニュー種子島

9/13（金） 14:30～18:30 ジェイドガーデンパレス

4/22（月） 15:00～18:30 沖縄コンベンションセンター

4/23（火） 15:00～18:30 モーリアクラシック　沖縄迎賓館

4/24（水） 15:00～18:30 ロワジールホテル＆スパタワー那覇

4/25（木） 15:00～18:30 ホテルアトールエメラルド宮古島

4/26（金） 15:30～18:30 アートホテル石垣島

6/12（水） 15:00～18:45 沖縄コンベンションセンター

12/4（水） 15:00～18:30 沖縄県立武道館

12/5（木） 15:00～18:30 沖縄コンベンションセンター

6/ 5（水） 16：00～18：00 松江テルサ

福岡県 大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

島根県

佐賀県

長崎県

熊本県

来場者には記念品をプレゼント！

学部・学科独自の企画で魅力を紹介!
在学生によるキャンパスツアー

学食ランチ無料体験♪
個別相談

総合ガイダンス
各種説明会　など

至小倉至博多 JR鹿児島本線
JR八幡駅

国道3号線

●市立八幡病院

ロータリー

KIUドーム● ●九州国際大学
●

響ホール

●
八幡東消防署

北九州都市高速道路

大谷IC

KIUフィールド●

JICA九州（国際協力機構）●

至紫川IC至八幡IC

●博多駅から八幡駅まで特急利用で約45分
●小倉駅から八幡駅まで快速で約11分
●八幡駅から九国大まで徒歩約8分

JR

●北九州都市高速で八幡ＩＣから大谷ＩＣまで約１５分
●北九州都市高速で門司ＩＣから大谷ＩＣまで約２５分
●大谷ＩＣから九国大まで約５分

車

JR博多駅から約45分 JR下関駅から約32分

JR折尾駅から約9分 JR小倉駅から約11分JR八幡駅

JR八幡駅から
九国大まで
徒歩約8分

［所在地］
〒805-8512
福岡県北九州市八幡東区平野1丁目６－１

※日程、会場は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

KIU OPEN CAMPUS 2019

6.29 土

［時間］

14:30－16:00
（14:00受付開始）

九国大 学びのトリセツ 九国大の学びを
わかりやすく説明します！

第１回

10.5 土

［時間］

14:30－16:00
（14:00受付開始）

ズバリ解説！入試直前「推薦・AOのポイント」
◎推薦入試&AO入試のポイントを解説します! ◎学部説明 など

第4 回

事前申込
必要

事前申込必要
※3年生対象

無料送迎バス運行！
送迎バスのご利用は事前申込が必要です。（入試・広報室：093-671-8916）
前日の16:00までにご予約ください。当日は発車場近くで添乗員が誘導します。

JR博多駅より

9:00 JR博多駅筑紫口 10:10 九国大

16:20 JR博多駅筑紫口15:00 九国大

JR八幡駅より

9:10-10:30 15:00-16:20
時間内ピストン運行いたします。

オープンキャンパス2019

6/29・10/5のオープンキャンパスは、事前申込が必要です
①お名前②高校名③連絡先④参加日程を下記のいずれかの方法でご連絡ください。

admission@kiu.ac.jp
FAX 093-671-8995TEL 093-671-8916お申込み・

お問合わせ

10:30－15:00
（10:00受付開始）

［時間］事前申込
不要真夏の

オープンキャンパス
真夏の
オープンキャンパス

2019
SUMMER

進学相談会




