
短大は
キャンパスが
別府と大分に
分かれて
いるんだね

子どもが好きだから
保育園の先生に
なりたい！

似顔絵描いて
もらえるんすか！？

調理実習って
楽しいなぁー、
おいしい食事を
作りましょう！

歴史を
学ぶなら、
伝統ある
別大史学
だよね！

国際経営学科で
経営管理のプロを
目指すんだ！

別 府
キャンパス
会 場

　９：30
10：00
    〜
14：30

受付開始
全体説明・入試説明・学科別ガイダンス・
在校生との懇談会・保護者対象説明会
などを予定しています。

日　程
（両キャンパス共通）

入試相談コーナー・
学生生活相談コーナー

もあるよ！

大 分
キャンパス
会 場

短期大学部

短期大学部

文学部 食物栄養科学部

国際経営学部

国際言語・文化学科
史学・文化財学科
人 間 関 係 学 科

食 物 栄 養 学 科
発 酵 食 品 学 科

国 際 経 営 学 科 食 物 栄 養 科
初 等 教 育 科

地 域 総 合 科 学 科
保 育 科

当日賀来駅から
スクールバスが
でます。

なんか
アットホームな
大学なんですね

4月15日（日）

別府大学・別府大学短期大学部別府大学・別府大学短期大学部

昼食
無料

グッズ
プレゼント

〒874-8501　大分県別府市北石垣82
TEL 0977-66-9666　FAX 0977-66-4565お問い合わせ先 入試広報課

オープンキャンパスオープンキャンパス



別 府
キャンパス
会 場

別 府
キャンパス
会 場

史学・文化財
学科

　別府大学アーカイブズセンターの見学と「アーカイブズ・史
料学研究室」の大学生による古文書の解読や整理の実演をい
たします。アーカイブズとは保存する大事なもの、という意味
です。大事な記録がない！という事件を聞いたことがありませ
んか。これからの日本では大事な分野になっていきます。また
トトロと里山の話などを通して、歴史と環境の問題を、飯沼賢
司教授がやさしく語ります。いま日本は環境問題にもっとも関
心を払わなければならない時代となりました。原点から環境を
考えること、あなたも一度触れてみてください。

　映画「ロミオとジュリエット」（予定）のハイライトシーンを鑑賞して映画
の解説と、その映画について各コースの専門分野からのアプローチをします。
　国際言語・文化学科は日本語・日本文学コース、英語・英米文学コース、
国際文化コース、マンガ・アニメーションコース、デザインコース、絵画
コース、書道コースという7つの専門コースがあります。一つの映画作品でも
異なる専門の立場からは様々な視点で捉えることができます。さて、どのよ
うな話が飛び出すでしょうか？ ものの見方の多様性や、ものごとを探求する
切り口を覗くことはこの学科の魅力の一つです。

映 画 で 語 ろ う！映 画 で 語 ろ う！

「アーカイブズ」と「トトロと里山」「アーカイブズ」と「トトロと里山」

各コース教員

文学部

文学部

9：30 ～　　　　  受付開始
10：00～ 10：30　大学全体会
10：45～ 10：50　学科紹介
10：50～　　　　　学科メニュー（在学生と交流）
12：15～ 13：00　昼食
13：00～ 14：30　別大生に聞いてみようコーナー
　　　　　　　　　（課題やサークル活動、大学の講義…）
　　　　　　　　　 施設見学など

9：30～　　　　  受付開始
10：00～ 10：30　大学全体会
10：45～ 10：55　学科紹介
10：55～ 11：50　模擬授業　飯沼先生
11：50～ 13：00　昼食
13：00～ 14：30　アーカイブズセンターの見学と実演

トトロと里山の説明

実習風景

別大アート喫茶

マンガ実演

古典を読む書道

国際言語・文
化学科

アーカイブズ・史料学研究室

「アーカイブズセンターの見学と実演」
教授　飯沼　賢司

「トトロと里山について」
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国際経営
学科

「び☆じ☆ね☆す★ドクターに挑戦」
准教授　高木　正史

　みなさんは病気になると、医師（ドクター）の診察を受けます。その時、ドクター
は、みなさん（患者さん）の話を聞き、必要な検査を行い、適切な診断を下し、治
療計画を立て、治療していきます。また、病気の予防も行います。ところで、会社
も人間と同様に、病気になると、経営の状態が悪くなり、最悪の場合、会社は倒産
してしまいます。しかし、会社の病気を予防し、倒産を防ぐことを目的としたドク
ターもいるのです。その名もび☆じ☆ね☆す★ドクター！
　び☆じ☆ね☆す★ドクターは、社長さんの話を聞き、検査を行い（会計学を用い
た企業分析）、治療（経営の再建）をしていくのです。会計学はまさにび☆じ☆ね
☆す★ドクターにとって必要なもの。あなたもび☆じ☆ね☆す★ドクターの診断と
治療と病気の予防にチャレンジしてみませんか？

　国際経営学部の魅力を余すところなく
味わえる体験型イベントを全3回シリーズ
で開催!!
　第１回目は「び☆じ☆ね☆す★ドクター
に挑戦」です。
　是非他校の高校生や本学の在学生と一
緒に体験してみませんか？
　また、希望される高校生や保護者様に
は、教員や在学生が個別に「なんでも相
談会」を同時開催！

文学部

国際経営学部

「心理学を学ぶということ：
　心理の仕事を知っていますか？」

教授　大嶋美登子
　みなさんは「ひとのこころ」に関心はありますか？　心理
学は「こころ」というものを対象とした学問です。では、こ
ころについて学んだらどのように役に立つのでしょうか？　
心理学を学んだ人はどんな仕事について、どんなことをして
いるのでしょうか？　スクールカウンセラーとか臨床心理士
という人に会ったことがある人もいるかもしれませんが、そ
の仕事の内容まで詳しくはご存じない人がほとんどでしょう。
今日は「心理の仕事」について一緒に考えてみましょう。

「ソーシャルワーカーの
　仕事とは？」

助教　日和　恭世
　皆さんはソーシャルワーカーという言葉を聞いたことがあ
りますか？あまり聞きなれない職種かもしれませんが、実は
福祉の分野ではたくさんのソーシャルワーカーが働いていま
す。ソーシャルワーカーとはどのような仕事なのか、ソーシャ
ルワーカーは何を大事にしているのか、一緒に考えてみませ
んか。

　9：30～　　　　  受付開始
10：00～ 10：30　大学全体会
10：45～　　　　　学科の催し
11：00～ 12：00　模擬授業　高木先生
12：00～ 13：00　昼食・教員・在学生と交流
13：00～ 14：00　学科の研究会紹介
14：00～ 14：30　各教員の研究室訪問

9：30～　　　　  受付開始
10：00～ 10：30　大学全体会
10：45～ 11：00　学科の催し
11：00～ 11：30　模擬授業　大嶋先生
11：30～ 12：10　模擬授業　日和先生
12：10～ 13：00　昼食・在学生との交流
13：00～ 14：30　心理・福祉・教育体験コーナーと個別相談

箱庭にあなたの心が映るかも…？

何に見えますか？

財務会計ビジネスドクター？

卒論演習

人間関係
学科



食物栄養
学科
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○学科紹介
○栄養診断、ストレス度チェック、体力測定、
　血管年齢測定、骨量測定などを行います。
　測定等にあたっては、医師・管理栄養士・健康運動指導
士・臨床検査技師の資格を持った食物栄養学科の教員及び卒
業生（管理栄養士）が行います。

○在学生によるキャンパス紹介
○質問、相談コーナー
　入試のことから大学生活、さらに大学卒業後の進路に関す
ることまで対応します。

すごいぞ！ 日本の発酵食品
教授　岡本　啓湖

　発酵食品は、日本だけでも味噌、醤油、納豆、鰹節、お酒
など数多くの種類があります。さらに世界の発酵食品を加え
ると膨大な種類になります。今回のオープンキャンパスでは、
実際の発酵食品を手に取りながら発酵食品の魅力と、発酵食
品学科の取り組みを紹介します。

ミニ講義：日本と世界の発酵食品
　日本と世界の発酵食品の大きな違いはどこにあるのでしょ
うか。今回のミニ講義では実際に日本と世界の発酵食品を見
て、食べて比較をしてみましょう。日本ならではの発酵食品
に隠された秘密、あなたにはわかりますか？

ミニ講義：日本と世界の発酵食品
　日本と世界の発酵食品の大きな違いはどこにあるのでしょ
うか。今回のミニ講義では実際に日本と世界の発酵食品を見
て、食べて比較をしてみましょう。日本ならではの発酵食品
に隠された秘密、あなたにはわかりますか？

古くて新しい発酵食品の秘密古くて新しい発酵食品の秘密

「自分の健康度を知ろう」
～食生活をチェックしてみよう～
「自分の健康度を知ろう」
～食生活をチェックしてみよう～

発酵食品
学科

食物栄養科学部

食物栄養科学部

9：30 ～　　　　  受付開始
10：00～ 10：30　大学全体会
10：45～ 11：10　学科紹介
11：10～ 12：40　健康・栄養相談
　　　　　　　　　　　（栄養診断、血管年齢測定、体力測定、ストレス度測定）

　　　　　　　　　 施設見学
12：40～ 14：00　昼食・座談会（在学生、卒業生からのメッセージ）
14：00 ～ 14：30　何でも相談コーナー

9：30～　　　　  受付開始
10：00～ 10：30　大学全体会
10：45～ 11：00　学科紹介　　
11：00～ 12：30　模擬授業　岡本先生

発酵食品実験
発酵食品クイズ

12：30～ 13：10　昼食
13：20～ 13：50　卒業生からのメッセージ
13：50～ 14：30　個別相談・施設見学

わたし何カロリーとっているのかしら？

健康度を診断します

安心院ワイナリー見学（実習）

研究紹介



短期大学部

短期大学部

食物栄養
科

 9：30 ～　　　　　受付
10：00～ 10：45　食物栄養科ガイダンス （教職員紹介・学科紹介）
10：45～ 12：00　模擬授業（スイーツ作り）　担当：平包留美先生
12：00～ 13：00　昼食
13：00～ 13：30　模擬授業（学科で学ぶ教科のお話）　担当：長谷　真先生
13：30～ 14：00　栄養士の仕事内容・主な就職先の紹介
14：00～ 14：30　在学生・卒業生からメッセージ、質問コーナー

○食物栄養科ガイダンス
　食物栄養科で取得できる資格や免許の説明、講義や実習の
様子、進路などについてスライドを使ってわかりやすく説明
します。
○模擬授業（スイーツ作り）
　子どもやお年寄りなどが暮らす施設では、美味しい手作りの
お菓子を提供するととても喜ばれます。野菜嫌いの子どもでも
無理なく摂取できるような、美味しい旬のお野菜を使ったスイー
ツ作りに一緒にチャレンジしませんか？
○模擬授業（学科で学ぶ教科のお話）
　食物栄養科で学ぶ色々な教科について担当の先生が紹介し

ます。今回は「栄養学」で必要な理科系の教科についてパワー
ポイントで簡潔に解説します。
○栄養士ってどんなお仕事？
　栄養士の仕事内容について紹介します。また栄養士の活躍
の場や就職先についても説明します。
○在校生による学生生活の紹介と卒業生からのメッセージ
　食物栄養科 2年生が入試体験や入学後の楽しいキャンパス
ライフを紹介します。また卒業生が、就職先での体験や、学
生生活を振り返って思うことなどをお話しします。もちろん
学生生活や進路のことなど様々な疑問にもお答えします。

 9：30 ～　　　　　受付開始
10：00～ 10：40　初等教育科の紹介
10：40～ 11：20　模擬授業（おもちゃ作り）
　　　　　　　　　 「つくって遊ぼう　ブンブンゴマ！」
11：20～ 11：50　パネルシアターの実演（パネルシアター研究会）
12：00～ 13：00　昼食（学生生活を写真で見てみよう！）
13：00～ 13：30　模擬授業「見て、歌って、動いて、遊ぼう！」
13：40～ 14：30　先輩との“何でも聞いてみようコーナー”

○初等教育科の紹介
　初等教育科の２つのコースや取得できる資格や免許の説
明、授業の様子や進路などについてスライドを使ってわかり
やすく解説します。
○模擬授業（おもちゃ作り）
　「つくって、遊ぼう。ブンブンゴマ！」
　保育初等教育の造形表現の中から、誰でも簡単につくれる
遊具による実践の模擬授業です。
　つくって、まわして、遊びましょう。
○模擬授業「見て、歌って、動いて、遊ぼう！」
　「あーといってよ　あー」絵本でまねっこ遊び。
　手拍子回しは魔法の音楽コミュニケーション。

　まねっこ遊びや体遊びで心も体もワクワク！
○学生生活を写真で見てみよう！
　初等教育科で繰り広げられる年間のイベントや学生による
研究会の様子など、先輩達のイキイキとした姿を余すところ
なく、ご披露します！
○「パネルシアター」の実演（パネルシアター研究会）
　パネルシアター研究会”パネっこ“の２年生によるパネル
シアターです。歌に合わせて、いろんな絵が楽しい世界を作
り上げます。
○先輩との“何でも聞いてみようコーナー”
　学生生活や授業内容等の質問にお応えするコーナーです。
教員や在学生が質問に対してわかりやすくお話します。

初等教育
科

みんなで楽しくチャレンジクッキング♪ 野菜スイーツづくりみんなで楽しくチャレンジクッキング♪ 野菜スイーツづくり

初等教育科の早わかり情報満載！！初等教育科の早わかり情報満載！！

個性あふれる作品が勢ぞろい

仲間と指あそび

別 府
キャンパス
会 場

別 府
キャンパス
会 場

スイーツ上手につくれるかな？



短期大学部

短期大学部

地域総合科
学科

9：30 ～  　受付
10：00～ 11：00　地域総合科学科ガイダンス
11：00～ 11：40　模擬授業「スライドショーを作ろう！」
11：45～ 12：40　昼食、キャンパスツアー
12：45～ 13：20　茶道体験
13：30～ 14：30　先輩との座談会・国際交流

○地域総合科学科ガイダンス
　地域総合科学科の学生生活や各種イベントなど、２年生に
なったばかりの先輩が、スライドを使いながら分かりやすく
紹介します。
○模擬授業「情報リテラシーⅡ～スライドショーを作ろう！～」
　先輩の手作りスライドを見たあとは、実際に自分でスライ
ドショーを作ってみましょう。携帯やデジカメで撮った写真
や音楽CDを持って来ると「マイスライド」も作れますよ！
○模擬授業「日本の伝統文化～茶道でこころ見つめて～」
　心ゆたかな教養ある社会人をめざして、お茶を体験してみ
ましょう。きっと、あなたの心はゆったりし、ちょっぴり大
人になった気分になれるでしょう。

○在校生との座談会
　毎回オープンキャン
パスで大人気の『座談
会』では、先輩たちが
何でも答えてくれま
す。今回は留学生の先
輩との交流も！他国の
衣装試着体験もありま
すよ☆

  9：30 ～　　　　　受付
10：00～ 11：00　保育科ガイダンス
11：00～ 12：15　模擬授業～リズムにのって♪♪♪～
12：15～ 13：00　昼食
13：00～ 13：40　研究会紹介～絵本研究会～
13：40～ 14：00　卒業生からの話
14：00～ 14：30　先輩たちとの座談会

○保育科ガイダンス
　保育科での学生生活や大分キャンパスの行事などを、映像
を通して短大2年間についてわかりやすく伝えます。アット
ホームな保育科の全てを紹介します。
○“先生”ってどんな仕事？
　「保育士」と「幼稚園教諭」は、どのようなところで何をす
る仕事なのかについて、パワーポイントで簡潔に説明します。
○模擬授業「リズムにのって、指、手、そして全身を動かしましょう！」
　指先は、自由に動かせますか？手は、左右違う動きができ
ますか？身体全体の動きはバランス良いですか？楽しく歌い
ながら試してみましょう。

○先輩たちからのアドバイス
　２年生や専攻科に在学している先輩、様々な現場で働いて
いる卒業生の先輩が、保育科進学を決めた理由、学生生活、
就職活動、そして保育現場の仕事の楽しさを教えてくれます。
もちろん、いろいろな質問にもお答えします。
○研究会紹介
　主体的に活動している研究会のメンバーが、楽しい活動を
展開します。今回は、絵本研究会の学生たちが、絵本の読み聞
かせはもちろん、エプロンシアターを演じたり、指遊びを披露
してくれます。日ごろの活動の成果を楽しみにしてください。

私たちが地域総合科学科を
案内しまーす♪

私たちが地域総合科学科を
案内しまーす♪

保育科って こんなところ！保育科って こんなところ！

当日賀来駅からスクールバスがでます。

当日賀来駅からスクールバスがでます。

卒業生からの話
絵本の読みきかせ

リズム運動の体験

茶道

パソコン演習

保　育　
科

大 分
キャンパス
会 場

大 分
キャンパス
会 場

充実したキャンパスライフ★９７.３％の就職率


