
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（大学）
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

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21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
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最新の研究成果や幻の資料から戦国時代を読解します！

別 府
キャンパス
会 場

史学・文化財
学科

文学部

文学部

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　白峰先生・上野先生
11：50～ 13：00　昼食
13：00～ 14：30　歴史文化総合研究センターの見学と解説　渡邉先生
※13：00～ 14：00　保護者対象説明会（全体会）

ロシアの博物館に保存されている日本の大砲

国際言語・文
化学科

在学生とのマンガバトル！

オリジナルデザインのグッズ作り

ことばと文学の奥深さに触れてみましょう
○日本語・日本文学コース
模擬授業
　「大学で「国語」を学ぼう  ―古文と方言―」

教授　森脇茂秀
○英語・英米文学コース
模擬授業　「英会話でアイルランドを学ぼう」

講師　トマース・オカナ
　
【芸術系】“別大アート喫茶”開店です！
芸術系のコースがブースを開きます。別大生と一
緒に体験してみましょう

○国際文化コース
「フェルメール、北斎、そして映画の世界があなた
を待っています！！」
○マンガ・アニメーションコース
「高大マンガバトル！　大学生の先輩とマンガ競技
で遊びましょう。」
○デザインコース
「デザイナーになって、オリジナルDMハガキを作
ろう！」
○絵画コース
　「モノを見るココロ　―油絵を描いてみよう―」
○書道コース
　「書の楽しみを求めて」

【語学・文学系】

別 府
キャンパス
会 場

大友宗麟の大砲と信長・秀吉・家康の城
教　授　白峰　旬・准教授　上野淳也

　模擬授業では、高校日本史・世界史で学ぶ内容をさらに掘
り下げ、歴史の「実像」に迫ります。歴史研究の最新の成果
や世界各地で収集した「幻の資料」などを紹介しながら、大
友宗麟や織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の城をテーマに、戦
国時代を読み解きます。

歴史文化総合研究センターの見学と解説
教　授　渡邉智恵美

　歴史文化総合研究センター内にある科学的な分析に欠かせな
い機器類や実験室、文化財を「修復」する実習室・保存処理室
の見学を行います。センター２階の附属博物館新館では、学芸
員による展示の解説をおこないます。将来、博物館や歴史民俗
資料館等で学芸員の仕事に就きたいと思う方は必見です。

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～ 12：00　コース別の催し
12：00～ 13：00　昼食（別大生と交流）
13：00～ 14：30　別大生に聞いてみようコーナー＆施設見学
※13：00～ 14：00　保護者対象説明会（全体会）

オカナ先生の “アイルランドあるある！”

信長の安土城イメージ
（バーチャルリアリティ安土城プロジェクトより）



箱庭にあなたの心が映るかも…？

ビジネスについて先生・在学生と語ろう!

別 府
キャンパス
会 場

別 府
キャンパス
会 場

国際経営
学科

まんが☆音楽★ビジネス
教授　米村　浩

　漫画家や音楽家はどうやってもうけているの？　著作権って何？　など、みなさ
んが日頃抱えている疑問を１時間ほど考えてみませんか？
　実は、漫画家や音楽家は、“チーム”で動いていることが多く、みなさんのお父
さんお母さんが勤めている会社の組織とどこかしら似ている部分があるのかもしれ
ません。仕組みを知ることで、まんがや音楽以外のエンターテインメント産業（野
球やサッカーなどのスポーツ産業やテレビ産業、映画産業など）の構造も理解でき
るようになれたらいいですね！
　ビジネスを理解するために、まずは、このような身近な入り口から一緒にアプ
ローチしてみましょう。

　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（３回のオープンキャンパス）し
ます!!
　第１回目は「まんが☆音楽★ビジネス」
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」を同時開催します！

文学部

国際経営学部

ソーシャルワーカーの「めがね」
助教　日和　恭世

　皆さんは「ソーシャルワーカー」を知っていますか？ソー
シャルワーカーは、その人がその人らしく生きていくための
お手伝いをする福祉の専門職です。人を援助する専門職はた
くさんありますが、ソーシャルワーカーは他の専門職と何が
違うのでしょうか。ソーシャルワーカーが人間をどのように
捉え、何を大事にしているのか、一緒に考えてみませんか。

無意識とカウンセリング
准教授　矢島　潤平

　現在は、カウンセリングの技法がたくさんあります。相談
に来た人に最もあったカウンセリング技法を行っています。
今回は、カウンセリングの最もベーシックな技法であるフロ
イトの精神分析療法の考え方を紹介して、どのようにカウン
セリングを行っているかについて、簡単な事例を交えながら
紹介します。

　9：30　　　　　　受付開始
10：00～ 10：30　大学全体会

10：45～　　　　　学科紹介
11：00～ 12：00　模擬授業　米村先生
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
※13：00～ 14：00　保護者対象説明会（全体会）

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～ 11：30　模擬授業①　日和先生
11：30～ 12：10　模擬授業②　矢島先生
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
※13：00～ 14：00　保護者対象説明会（全体会）

人間関係
学科

何に見えますか？



食物栄養
学科

別 府
キャンパス
会 場

別 府
キャンパス
会 場

○学科紹介
　在学生が食物栄養学科で取得できる資格や授業内容につい
て紹介します。
○栄養・健康診断
　栄養診断、ストレス度チェック、体力チェックなどを行い
ます。測定は、管理栄養士・健康運動指導士・臨床検査技師
の資格を持った教員及び卒業生（管理栄養士）がお手伝いし
ます。

○別大食堂での昼食
　昼食は食物栄養学科の学生が作った「春色ハッピーランチ」
を食べます。
○在学生・卒業生による大学生活の紹介＆質問コーナー
　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
ることまで相談できます。

日本の伝統食：発酵食品
教授　岡本　啓湖

　私たちの食卓にのぼる食材には微生物の力を借りて作られ
るものがあります。それは、発酵食品です。発酵食品はそれ
が作られる国・地域により特色があり、日本では特にコウジ
カビをつかった発酵食品製造が盛んです。今回のオープンキャ
ンパスでは日本の伝統的な発酵食品にスポットを当てて、そ
の歴史や製造法、特色、種類等をわかりやすく解説します。

実習：発酵飲料を作って飲んでみよう
　お米から作られる発酵飲料を知っていますか？江戸時代に
は夏の風物詩、現代では飲む点滴として知られるこの発酵飲
料、きっとあなたも飲んだことがあるはずです。今回の実習
では、発酵食品学科特製の麹を使って、発酵飲料を作ってみ
ましょう！

実習：発酵飲料を作って飲んでみよう
　お米から作られる発酵飲料を知っていますか？江戸時代に
は夏の風物詩、現代では飲む点滴として知られるこの発酵飲
料、きっとあなたも飲んだことがあるはずです。今回の実習
では、発酵食品学科特製の麹を使って、発酵飲料を作ってみ
ましょう！

日本伝統の発酵食品を作って食べてみよう！日本伝統の発酵食品を作って食べてみよう！

あなたの食事バランスは大丈夫ですか？
～別大食堂で健康食を食べよう!～

あなたの食事バランスは大丈夫ですか？
～別大食堂で健康食を食べよう!～

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～ 11：00　学科紹介
11：00～ 12：30　栄養・健康診断
　　　　　　　　　　　（栄養診断、ストレス度測定、体力測定）

12：30 ～ 14：00　昼食・座談会（在学生、卒業生との交流）
14：00 ～ 14：30　質問・相談コーナー
※13：00～ 14：00　保護者対象説明会（全体会）

  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～ 11：30　模擬授業　岡本先生
11：30～ 12：30　実習：「発酵飲料を作って飲んでみよう」
12：30～ 13：30　昼食・座談会・施設見学
13：30～ 14：30　大分香りの博物館見学・案内
※13：00～ 14：00　保護者対象説明会（全体会）

実習風景

フードモデルを用いた栄養診断

地ビール工場で仕込み体験

9代目麹師 浅利良徳氏による麹仕込み体験



授業紹介

実習風景

短期大学部

短期大学部

食物栄養
科

 9：30　　　　　　受付開始
10：00～ 10：45　食物栄養科の紹介
10：45～ 12：00　模擬授業（スイーツ作り）　平包先生
12：00～ 13：00　昼食
13：00～ 13：30　模擬授業（学科で学ぶ教科のお話）　土谷先生
13：30～ 14：00　栄養士ってどんなお仕事？
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。アットホームな食物栄養科のすべてをお見せします。
○模擬授業（ヘルシースイーツ作り）　　　 准教授　平包留美
　ダイエット中の方や太りたくない方，また糖尿病のような病
気をお持ちの方でも，安心して美味しく食べていただけるよう
なヘルシースイーツ作りにチャレンジしてみませんか？お菓子
作りの中で，カロリー（エネルギー）を抑える方法や血糖値を
上げにくくする食材の選び方などをご紹介します。在学生が各
調理台でお手伝いしますので，実習中に学生生活など興味があ
ることがあれば気軽に質問できるのも魅力です。

○授業紹介　　　　　　　　　　　　　　　准教授　土谷洋子
　塩分を控えることは生活習慣病の予防となります。今回は「栄
養教育論実習」の一環として、食物栄養科で年1回開催してい
る「健康展：減塩でおいしく食べる工夫」について紹介します。
○栄養士ってどんなお仕事？
　栄養士というお仕事についてお話します。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質問にもお答えします。

 9：30　　　　　　受付開始
10：00～ 10：45　初等教育科の紹介
10：45～ 11：15　模擬授業「子どもっておもしろい？！」　佐藤先生
11：15～ 11：45　ふれあいあそび研究会による「オペレッタ」発表
11：45～ 12：45　昼食（学生生活を写真で見てみよう）
12：45～ 13：30　模擬授業「チャレンジ　たこ作り」　有吉先生
13：30～ 14：30　先輩に“何でもきいてみよう”

○初等教育科の紹介
　初等教育科の２つのコース（保幼、小幼）の内容や、取得
できる資格・免許、授業の様子や進路などを分かりやすく紹
介します。
○模擬授業①「子どもっておもしろい？！」　　教授　佐藤慶子
　ビデオを見ながら、幼稚園での子どもの思いや保育者の役
割を学びましょう。
○模擬授業②「チャレンジ　たこ作り」　　　　助教　有吉宏明
　初等教育科では、将来こども達と楽しく造形活動をするた
めに、誰でも簡単に作れる様々な工作を学びます。今回はそ
の中でも初等教育科で伝統ある凧作りをご紹介します。

○学生生活を写真で見てみよう！
　初等教育科でく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写真で披露
します。
○先輩に“何でもきいてみよう”
　学生生活や授業内容など、皆
さんの知りたいことに先輩や先
生たちがお答えします。

初等教育
科

みんなで楽しくヘルシースイーツクッキング！みんなで楽しくヘルシースイーツクッキング！

初等教育科のすべてがわかります たこを作って飛ばせてみよう!

ふれあい遊び研究会の様子

別 府
キャンパス
会 場

別 府
キャンパス
会 場

スイーツ作り



7月15日（月）、8月16日（金）
夏のオープンキャンパスご案内夏のオープンキャンパスご案内

入試相談コーナー・
学生生活相談コーナー

海の日

もあります！

短期大学部

  9：30　　　　　　受付開始
10：00～ 11：00　保育科ガイダンス
11：00～ 12：15　模擬授業　神田先生

～作って、描いて、飛ばしてみんなで身体を動かしましょう～
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　　　　　　　　　　　　講師　神田　亮
　保育科での学生生活や大分キャンパスの行事、楽しい短大
の２年間をパワーポイントでわかりやすくお伝えます。自然
豊かな大分キャンパスとアットホームな保育科すべてをご紹
介します。
○模擬授業
 　「作って、描いて、飛ばしてみんなで身体を動かしましょう」
　フライングディスクって知っていますか？みんなで個性豊
かなディスクを作ってみましょう。作ったあとは、大分キャ
ンパスの自然を満喫しながらディスクを遠くまで飛ばしてみ
ましょう。

○先輩たちからのアドバイス
　保育科の先輩たちや、保育現場で働いている卒業生が、保
育科への進学を決めた理由、学生生活の楽しさ、就職活動、
そして保育の仕事の楽しさを教えてくれます。みなさんから
のいろいろな疑問・質問にもお答えします。
○研究会紹介
　学生が主体的に活動している研究会。今回は絵本研究会の
メンバーが楽しい活動を紹介します。絵本の読み聞かせはも
ちろん、エプロンシアター、指遊びなど日頃の活動の成果を披
露しますので、存分にお楽しみ下さい。

　　保育科って こんなところ！

座談会絵本の読みきかせ

みんなで輪になって

保　育　
科

大 分
キャンパス
会 場

大分キャンパス会場は当日賀来駅からスクールバスがでます。

進学相談会のご案内
下記の相談会に参加します。お気軽にいらしてください。なお日程・会場の変更もありますので、ご確認の上ご来場ください。

開催地 相　談　会　場 時　　間開催日
大分県県外

開催地 相　談　会　場 時　　間開催日
高鍋
延岡
福岡
北九州
熊本
宮崎
長崎
福岡
鹿児島
熊本
宮崎
延岡
佐賀
延岡
佐賀
長崎
熊本
鹿児島
宮崎
福岡
福岡

ホテル四季亭
ガーデンベルズ延岡
福岡国際センター　展示ホール
リーガロイヤルホテル小倉　４Ｆ
ホテル日航熊本　５Ｆ
MRT micc　２Ｆ
ホテルニュー長崎　３Ｆ
電気ビル　４Ｆ
鹿児島アリーナ　１Ｆ
ホテル日航熊本　５Ｆ
宮崎観光ホテル　３Ｆ
ホテルメリージュ延岡　３Ｆ
グガンデはがくれ　１Ｆ
マリエールオークパイン延岡　２Ｆ
グランデはがくれ　２Ｆ
長崎新聞文化ホール　アストピア　２Ｆ
ホテル日航熊本　５Ｆ
ジェイドガーデンパレス　４Ｆ
MRT micc　２Ｆ
ソラリア西鉄ホテル　８Ｆ
マリンメッセ福岡　多目的展示室

16：00～18：30
16：00～18：30
14：30～18：30
14：30～18：30
15：30～19：00
15：00～19：00
15：00～18：30
14：30～18：30
13：00～18：30
13：30～18：30
14：30～18：30
15：00～18：30
15：30～18：30
14：00～18：00
15：00～18：30
15：00～19：00
15：00～18：30
15：00～18：30
15：00～18：30
15：00～18：30
11：00～17：30

4/18（木）
4/19（金）
5/  8（水）
6/  4（火）
6/  5( 水）
6/  6（木）
6/10（月）
6/10（月）
6/11（火）
6/12（水）
6/13（木）
6/14（金）
6/18（火）
7/  8（月）
9/10（火）
9/11（水）
9/12（木）
9/13（金）
9/25（水）
9/26（木）
10/19（土）

大　分
別　府
別　府
大　分
佐　伯
大　分
大　分
中　津
竹　田
臼　杵
別　府
三　重
日　田
大　分
別　府
中　津
大　分

トキハ会館　５Ｆ
ビーコンプラザ
ビーコンプラザ　２Ｆ
大分イベントホール
佐伯市保健福祉総合センター　１Ｆ
トキハ会館　５Ｆ
大分イベントホール　１Ｆ
ヴィラルーチェ中津　１Ｆ
大分県立竹田高校
臼杵市民会館　１Ｆ
ビーコンプラザ　２Ｆ
ホテル豊洋　２Ｆ
マリエールオークパイン日田　２Ｆ
トキハ会館
ビーコンプラザ
ヴィラルーチェ中津　２Ｆ
トキハ会館　５Ｆ

16：00～18：30
16：00～18：30
14：30～18：30
16：00～18：30
15：00～18：30
15：00～18：30
14：30～18：30
15：30～19：00
15：00～18：00
16：00～18：00
16：00～18：30
15：30～18：00
14：00～17：30
16：00～18：30
16：00～18：00
15：30～18：30
15：00～18：30

4/15（月）
4/17（水）
4/26（金）
6/  4（火）
6/12（水）
6/13（木）
6/17（月）
6/17（月）
6/18（火）
6/19（水）
6/20（木）
6/21（金）
6/27（木）
7/11（木）
7/12（金）
7/17（水）
9/24（火）


