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食物栄養科食物栄養科

●別府大学駅
日豊本線 行橋・小倉・門司港方面（上り）
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●大分駅
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●別府駅

久大本線 由布院・豊後森・日田・久留米方面（上り）
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別府キャンパスへの交通案内
■JR利用の場合（最寄り駅は別府大学駅）
JR日豊本線別府大学駅から徒歩10分
特急利用の場合は、JR日豊本線別府駅下車、上りの普通
電車に乗り換え、４分で別府大学駅に着きます。

■バス利用の場合
　○JR日豊本線別府駅から（所要時間約20分）
亀の井バス〈別府大学経由鉄輪行〉「別府大学前」で下車
亀の井バス〈石垣経由国立別府病院行〉

「別府大学下」で下車し、徒歩３分
大分交通〈石垣経由亀川駅行〉

「別府大学下」で下車し、徒歩３分
　○天神、JR博多駅、福岡空港から（所要時間約２時間半）
高速バスとよのくに号〈ノンストップもしくは各停〉

「鉄輪口」で下車し、徒歩10分

■自動車利用の場合
大分自動車道「別府インター」から、５分

※学内駐車場の駐車可能台数が少ないので、公共の交通機
関をご利用ください。

初等教育科

授業紹介の風景 調理実習の授業風景

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

　揚げ物の理論について、実際に調理を行いながら学んでみましょう。また、
調理技術についても学習しましょう。

揚げ物の理論を学び、おいしい唐揚げを作ろう
（麻婆豆腐丼・唐揚げ）

●模擬授業　　立松　洋子 教授

●総合ガイダンス
　初等教育科との合同ガイダンスです。入試説明もあります。

●学内見学
●食物栄養科ガイダンス
　食物栄養科での授業や学生生活を説明します。
●栄養士ってどんな仕事？
　栄養士の仕事内容や就職先について、わかりやすく説明します。
●在学生・卒業生による体験談、質問コーナー
　在学生と、栄養士として活躍している卒業生が、学生生活の楽しさや就職先での仕事の様子についてお話しします。

　ダイエット中でも甘いものが食べたい！という方のために、おいしくて太り
にくい低糖質のスイーツを作ってみませんか？低糖質の粉や甘味料の使い方を
解説します。

低糖質のスイーツ（ブラウニー）を作ろう
●模擬授業　　海陸　留美 教授

　実験教科の基礎となる「生化学実験」と専門的な「基礎栄養学実験」の内容を
ご紹介します。食材を利用した実験から一緒に栄養素について学習しましょう。

実験って何するの？　生化学実験・基礎栄養学実験
●授業紹介　　藤岡　竜太 准教授

●食物栄養科ガイダンス
　食物栄養科での授業や学生生活を説明します。

●学内見学
●栄養士ってどんな仕事？
　栄養士の仕事内容や就職先について、わかりやすく説明します。
●在学生・卒業生による体験談、質問コーナー
　在学生と、栄養士として活躍している卒業生が、学生生活の楽しさや就職先
での仕事の様子についてお話しします。

栄養士への道！
～調理実習やお菓子作りを体験してみよう～

わくわくフェスティバル
でのMPS研究会発表の様子

ふれあい遊び研究会発表の様子

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）
●総合ガイダンス
　食物栄養科との合同ガイダンスです。入試説明もあります。
●学科紹介
　初等教育科の授業や学生生活をパワーポイントを使って説明します！
●MPS研究会「劇団Smiley」発表
　人形劇で子どもたちに大きな夢をプレゼント！

●昼食は、パンバイキング！
　いろんな美味しいパンの中から好きなパンを選んでくださいね！
●学内見学
　初等教育科の先輩たちが一緒にピアノレッスン室やキャンパスショップなど
を案内します。キャンパスショップでは、好きなお菓子等を選んでくださいね！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のこと何でもOKです！

●卒業生からのアドバイス
　保育・教育の現場で活躍中の卒業生が日々の奮闘ぶりを語ります。

みんなで遊べる手作りおもちゃを作ろう！
●模擬授業①　　伊藤　昭博 教授

ピアノに触れてみよう！簡単、スタートナビ！
●模擬授業②　　藤田　光子 教授・安部　えつ子 講師

初等教育科で
遊んで学んで夢実現！

子どもを育む人のための心理学体験講座
～心理テストにチャレンジしてみよう！～

●模擬授業①　　飯田　法子 教授

ピアノに触れてみよう！簡単、スタートナビ！
●模擬授業②　　藤田　光子 教授・安部　えつ子 講師

11/３（土）・４（日）石垣祭

Campus Festival !

　食品衛生学では食の安全の立場から食品の変化、食中毒、化学物質や食品添加
物などを学びます。肉製品に含まれる食品添加物量をはかり、そのメリットやデ
メリットをいっしょに考えてみましょう。

食の安全を守る・食品衛生学
●授業紹介　　岡本　昭 教授

●学科紹介
　子どもと触れ合う楽しさと初等教育科の魅力をご紹介します。入試について
の説明もあります。
●ふれあい遊び研究会（通称ふれ研）発表
　愉快で楽しいオペレッタの公演をします！

●昼食は、パンバイキング！
　いろんな美味しいパンの中から好きなパンを選んでくださいね！
●学内見学
　初等教育科の先輩たちが一緒にピアノレッスン室やキャンパスショップなど
を案内します。キャンパスショップでは、好きなアイス等を選んでくださいね！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のこと何でもOKです！

●卒業生からのアドバイス
　卒業生が大学生活や保育・教育現場での子どもたちとの関りを語ります。

短期大学部

短期大学部短期大学部



食物栄養学科食物栄養学科

史学・文化財学科史学・文化財学科 国際経営学科国際経営学科 発酵食品学科発酵食品学科

人間関係学科人間関係学科国際言語・文化学科国際言語・文化学科

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　浅野　則子 教授
　模擬授業：和歌の楽しみ ー言葉の力を感じ取るー
　みそひと文字とも言われる和歌は、少ない言葉で多くの事柄を表現していま
す。一つ一つの言葉が他の言葉とどのように関わっていくのか、そして実際の
言葉以上の世界をどのようにして作り上げていくのかを言葉に導かれながら読
み込んでいきます。

●英語・英米文学コース　　オカナ・トマース 講師
　模擬授業：Pronunciation and Conversation
　　　　　　自信をもって発音力アップ！
　It is hoped that participants will understand the differences in 
pronunciation between similar sounds by taking part in pair-based 
activities.
　英語の類似音を区別できるように、ペア活動に取り組んで英語発音の上達を
目指します！

●芸術表現コース　　コースの全教員＆学生
　ワークショップ：「夏、碧空へ飛び立つ君の翼！！」飛行機のラッピングデザイン
　芸術に関心のある人を、芸術教育（マンガ、デザイン、映像・アニメ、絵
画、美術史、言語表現）で、専門家や一般就職をする社会人に育成します。今
回はあなたのイメージを、空に飛び立つ仮想の飛行機にラッピングします。

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　高木　伸幸 教授
　模擬授業：作家が仕掛けた「謎」に挑戦 ～小説を楽しむ方法について～
　推理小説に限らず、文学作品には、全て作家が仕掛けた「謎」が隠されてい
ます。小説を深く読み込めば読み込むほど、新しい発見があります。作家が仕
掛けた「謎」に挑戦する、小説の新しい楽しみ方をお伝えします。

●英語・英米文学コース　　河野　豊 教授
　模擬授業：英語と日本語の表現の違いを考えよう
　同じような内容を表すのに、英語と日本語とでは表し方に違いがあります。
そこに目を向けることで英語らしい表現とは何かを理解できるようにします。
その結果英語に対してさらに興味がもてるようになるでしょう。

●芸術表現コース　　コースの全教員＆学生
　ワークショップ：「音声スタジオでのアフレコ体験！！」
　芸術表現コースでは実技と芸術理論、そして言語表現を学びます。今回は、
絵と言葉の合体を実践的に学び、画面に合ったセリフを吹き込むアフレコ体験
をします。芸術教育の楽しさと奥深さを実感してください。

※7月、8月 各コース共通：施設見学＆大学生とふれあいコーナー
　　　　　　　　　　　　 （質問＆相談なんでも聞いてみよう！）

　昨年、訪日外国人旅行者数は約2,800万人を突破しました。今、観光の世界
でスゴイことが起こっています…この授業ではまず観光とは何か、また観光
学とは何を目指す学問なのかについて高校生の皆さんにできるだけわかりや
すく丁寧に説明し、その後クイズ形式でこれらに関わるいろいろなミニ知識
を伝授します。この機会に是非、観光学の面白さを知ってください。

○国際経営学科何でも相談コーナー
　高校生にとって、国際経営学科がどのような学科なのかはとても気になること。このコーナーでは、国際経営学科での勉強や取得できる資
格、研究会、海外研修などについて個別ブースを設け、教員と学生が高校生の皆さんの相談に応じます。

○研究会の紹介と在学生からのアドバイス
　研究会とは、共通の興味や目的意識をもつ学生が授業外で集まり、先生の指導のもといろいろな研究活動をしている団体です。ディベートや
調査を通して仲間と楽しく活動し、日々、自己研鑽に励んでいます。どのような研究会があるか、詳しく紹介いたします。また、在学生が普段
の学生生活や皆さんの疑問などについてアドバイスいたします。

●学科紹介
　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。

●管理栄養士の仕事について
　管理栄養士として活躍する卒業生に実際の仕事内容を紹介してもらいます。

●何でも相談＆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。

●学科紹介
●管理栄養士の仕事について
●何でも相談＆質問コーナー

7月16日（月・海の日）

　文化財科学の世界では、自然科学的な方法を使って、“文化財の内面”に迫
ります。今回は、土中から発掘された金属製品について、材質の科学分析やX
線による透視、顕微鏡観察などから製作技法や製作当時の色合い、材料などに
ついて明らかにしていきます。講義のあと、低融合金を使って「和同開珎」を
作り、当時の人々の鋳銭技術を体験します。

古代の金属器造りを科学する
●模擬授業①　　渡辺　智恵美 教授

　鉄砲伝来は、1543年。では、大砲伝来は、いつのことでしょう？戦国時代
に伝来したことは、間違いないようですが、実はこれまでよく分かっていませ
んでした。この事件に深くかかわっているのは、大友宗麟。そう、大分のキリ
シタン大名です。大砲伝来の裏で暗躍するイエズス会、アジアの海賊倭寇、イ
スラム教の影響など、世界中に残る戦国大名の大砲の調査から分かる事実。上
野先生の研究で、大友宗麟は大砲を国産化していたということが分かってきま
した。 その最新の歴史考古学の研究成果を講義します。講義の中には、豊臣秀
吉・藤堂高虎・黒田長政・佐竹義宣、そして徳川家康が登場します。

大砲伝来
●模擬授業①　　上野　淳也 准教授

　国際化が進んでいる現在、社会では今までとは違った新しい課題が生まれき
ています。そこでは、心をサポートしていくプロセスも、課題解決に重要な役
割を担います。それらに対する法律の対応はどうなっているのでしょうか。法
の世界は近寄りがたい感じがするかもしれませんが、知っていればいいアイデ
アが生まれるかもしれません。国際化時代における心のサポートとそれらをめ
ぐる法について、一緒に考えてみましょう。

　心理の仕事というとカウンセラーや臨床心理士として学校や病院を思い浮か
べる人が多いかもしれません。しかし、活躍している領域は幅広いのです。そ
こで今回のオープンキャンパスでは、心理職が働いている職域の紹介、そして
これから求められるであろう役割についてお話したいと思います。また、国家
資格となった公認心理師についても説明します。

　「こころの病にかかった人」というと、精神科病院に入院して一生精神科病
院から出てこられない人等のネガティブなイメージがあると思います。しか
し適切な治療やリハビリテーション、そして社会福祉の側面からの支援があ
れば、十分に日常生活が営めるのです。当日は彼らの社会復帰を支援する専
門家「精神保健福祉士」の活動などについて紹介し、こころの病と社会復帰
について、高校生の皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

　心理学を学ぶメリットの一つとして、学んだことを自身の日常生活や行動
に活かすことができるという点が挙げられます。今回の講義では、やる気や
モチベーションに関する心理学を取り扱います。この講義を受講することで
普段の勉強の仕方や受験勉強の乗り越え方がみえてくる、かもしれません。

高校生のための観光学入門
●模擬授業　　池口　功晃 准教授

　企業経営の中で「マーケティング」と「会計」は非常に重要なものとなっ
ており、両者は切っても切り離せない関係にあります。この講義では、国際
経営学科で学ぶことができる、これら２つの学問を高校生の皆さんに身近な
例を出しながら分かりやすくレクチャーします。この講義を受講すれば、高
校生の皆さんは「なるほど！」と納得できる知識が身につくはずです。

マーケティングと会計の「とっておき」の話
●模擬授業　　鄭　玹朱 教授・髙木　正史 准教授

　皆さんは微生物を意識して生活していますか？実は、私たちの周りには10
万種以上の微生物が存在しています。また、体内にも約100兆個の微生物が存
在すると言われています。その中には、感染症や食中毒のような病気を引き起
こす微生物もいます。一方、腸内細菌が健康状態に影響するという報告もあり
ます。また、チーズや納豆などの発酵食品にも微生物が関わっています。この
ように微生物は私たちの食生活や健康と切っても切れない関係にあります。今
回の実習では、自分の皮膚と口腔内の微生物を観察して、その役割について学
習していきます。身の回りにどのような微生物がいて、どんな働きをしている
かを一緒に学習しましょう。

講義と実験　身の回りの微生物の働きを体験しよう
●模擬授業　　塩屋　幸樹 講師

　発酵食品学科には食品香料コースがあります。授業では隣接する大分香りの博物
館を活用しています。学生は、博物館で香りの体験や公開講座に参加することによ
り、香りについての学習を深めています。今回は、発酵食品学科にお越しいただいた
高校生の方に、博物館の見学や調香体験をしていただきます。調香とは、いろいろな
香りの成分を自分でブレンドして目的とする香りを創り上げていくことです。あなた
が好きなのは、花の香り、柑橘の香り、甘い香り、爽やかな香り、どんな香りでしょ
うか？自分で創ったオリジナルの香り、どんな香りになるのか楽しみですね。

調香体験　オリジナルの香りをつくろう
●実習

オーストリア軍事博物館の
黒田長政の大砲と東南アジアの竜形大砲

金属器の内部構造の調査
（Ｘ線透過試験）

オカナ講師の
発音指導を受ける高校生たち

浅野教授の模擬授業風景

音声スタジオでアフレコ中

　城と合戦というテーマは古くから人気のあるテーマですが、今回は城と合戦
についてわかりやすく説明をしたいと思います。近世の城は政治の拠点である
とともに戦いを想定した構造も兼ね備えていました。合戦については、従来の
軍記物をもとにした理解から、近年では一次史料の内容による新しい視点から
検討が加えられているので、具体的な事例を例示して考察していきたいと思い
ます。

城と合戦
●模擬授業②　　白峰　旬 教授

　アーカイブズとは、未来に残す記録のことです。過去の古文書から現在の公
文書、私文書まで幅広く対象とします。世界からすると日本はまだ立ち後れて
おり、今話題になっている公文書の書き換え問題は、世界から厳しい目で見ら
れています。デジタルの問題も大きく関わります。アーカイブズセンターの案
内も行いながら、解説していきます。

アーカイブズ入門～歴史資料を後世に残す～
●模擬授業②　　針谷　武志 教授

8月18日（土）

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

オープンキャンパス午後の
プログラムでのグループセッション

公認心理師についてもお話しします

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

7月16日（月・海の日） 8月18日（土） 7月16日（月・海の日） 8月18日（土）
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　若い女性のやせは身体や食生活へさまざまな弊害を引き起こし、将来、妊
娠・出産にも悪影響を及ぼしかねません。多くの若い女性が持つ「やせ願望」。
その危険性について学びましょう。

若い女性のやせについて考えよう！
●模擬授業①　　平川　史子 教授

　高齢者の栄養問題のひとつに低栄養があります。高齢者が低栄養になりやす
い原因と食事を中心とした対策について学びましょう。

高齢者の低栄養について考えよう！
●模擬授業②　　次森　久江 教授

　我が国における男性の肥満の割合は増加傾向にあり、中年男性のメタボとそ
の予備群の割合は、２人に１人とされています。肥満のメカニズムと対策・予
防についてわかりやすく説明します。

中年男性の肥満について考えよう！
●模擬授業③　　樋園　和仁 教授

　皆さんは普段の食事で野菜を積極的に食べていますか？１日の野菜摂取目標
量は350gとなっています。しかし実際には、350g以上の野菜を摂取している
大分県民は３割に満たないという現状もあり、多くの人々へ野菜摂取の重要性
を普及啓発していく必要があります。このような背景の中、今年３月に大分県
の野菜摂取量向上応援メニューを作成するため、カゴメ株式会社と合同で料理
コンテストを実施しました。今回は、本学科学生が野菜をたっぷり使用して考
案した受賞作品「野菜たっぷりケークサレ」と「野菜たっぷりベジキーマカレー」
を調理します。一緒に野菜と健康について学び、考案メニューを試食してみま
しょう！

野菜たっぷりの料理を作って食べよう！
●調理実習　　中村　弘幸 講師

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

微生物の顕微鏡観察 どんな香りができるかな

グランプリメニュー「野菜たっぷりケークサレ」 「野菜たっぷりベジキーマカレー」

●発酵食品学科の教育や研究を知ろう！
　発酵食品学科でしか学べないこと、できないことがあります。取得できる資格も紹介します。

●大学の実験設備を見てみよう！
　どんな実験機器がどんな研究に利用されているのか、学んでみませんか？

●Ｑ&Ａ（質疑応答）
　大学生活や授業などなんでも聞いてください！個別相談にも応じます。

●発酵食品学科の教育を知ろう！
　発酵食品学科で行われている授業、取得できる資格、就職先について、興味はありません
か？発酵食品学科でしか学べないこと、発酵食品学科でしかできないことは何かがわかります。

●大学で行われている研究や実験設備を知ろう！
　発酵食品学科ではどんな研究が行われているのでしょうか？実験には、匂いか
ぎ付ガスクロマトグラフ質量分析システム、プロテインシークエンサー、電気泳
動・画像解析システム、GC、HPLCなど、多くの機器が利用されています。どん
な研究にどんな設備が利用されているのか、実際の機器を見ながら学びましょう。

●Ｑ&Ａ（質疑応答）

心のサポートと法のこれから

●模擬授業②　　小野　貴美子 教授

こころの働きと健康について考える

●模擬授業②　　川崎　隆 講師

●模擬授業①　　織原　保尚 准教授 ●模擬授業①　　尾口　昌康 講師

温泉熱利用の温室栽培を見学シンガポールでの海外研修 模擬授業の様子

文学部

文学部

文学部

国際経営学部 食物栄養科学部

食物栄養科学部



食物栄養学科食物栄養学科

史学・文化財学科史学・文化財学科 国際経営学科国際経営学科 発酵食品学科発酵食品学科

人間関係学科人間関係学科国際言語・文化学科国際言語・文化学科

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　浅野　則子 教授
　模擬授業：和歌の楽しみ ー言葉の力を感じ取るー
　みそひと文字とも言われる和歌は、少ない言葉で多くの事柄を表現していま
す。一つ一つの言葉が他の言葉とどのように関わっていくのか、そして実際の
言葉以上の世界をどのようにして作り上げていくのかを言葉に導かれながら読
み込んでいきます。

●英語・英米文学コース　　オカナ・トマース 講師
　模擬授業：Pronunciation and Conversation
　　　　　　自信をもって発音力アップ！
　It is hoped that participants will understand the differences in 
pronunciation between similar sounds by taking part in pair-based 
activities.
　英語の類似音を区別できるように、ペア活動に取り組んで英語発音の上達を
目指します！

●芸術表現コース　　コースの全教員＆学生
　ワークショップ：「夏、碧空へ飛び立つ君の翼！！」飛行機のラッピングデザイン
　芸術に関心のある人を、芸術教育（マンガ、デザイン、映像・アニメ、絵
画、美術史、言語表現）で、専門家や一般就職をする社会人に育成します。今
回はあなたのイメージを、空に飛び立つ仮想の飛行機にラッピングします。

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　高木　伸幸 教授
　模擬授業：作家が仕掛けた「謎」に挑戦 ～小説を楽しむ方法について～
　推理小説に限らず、文学作品には、全て作家が仕掛けた「謎」が隠されてい
ます。小説を深く読み込めば読み込むほど、新しい発見があります。作家が仕
掛けた「謎」に挑戦する、小説の新しい楽しみ方をお伝えします。

●英語・英米文学コース　　河野　豊 教授
　模擬授業：英語と日本語の表現の違いを考えよう
　同じような内容を表すのに、英語と日本語とでは表し方に違いがあります。
そこに目を向けることで英語らしい表現とは何かを理解できるようにします。
その結果英語に対してさらに興味がもてるようになるでしょう。

●芸術表現コース　　コースの全教員＆学生
　ワークショップ：「音声スタジオでのアフレコ体験！！」
　芸術表現コースでは実技と芸術理論、そして言語表現を学びます。今回は、
絵と言葉の合体を実践的に学び、画面に合ったセリフを吹き込むアフレコ体験
をします。芸術教育の楽しさと奥深さを実感してください。

※7月、8月 各コース共通：施設見学＆大学生とふれあいコーナー
　　　　　　　　　　　　 （質問＆相談なんでも聞いてみよう！）

　昨年、訪日外国人旅行者数は約2,800万人を突破しました。今、観光の世界
でスゴイことが起こっています…この授業ではまず観光とは何か、また観光
学とは何を目指す学問なのかについて高校生の皆さんにできるだけわかりや
すく丁寧に説明し、その後クイズ形式でこれらに関わるいろいろなミニ知識
を伝授します。この機会に是非、観光学の面白さを知ってください。

○国際経営学科何でも相談コーナー
　高校生にとって、国際経営学科がどのような学科なのかはとても気になること。このコーナーでは、国際経営学科での勉強や取得できる資
格、研究会、海外研修などについて個別ブースを設け、教員と学生が高校生の皆さんの相談に応じます。

○研究会の紹介と在学生からのアドバイス
　研究会とは、共通の興味や目的意識をもつ学生が授業外で集まり、先生の指導のもといろいろな研究活動をしている団体です。ディベートや
調査を通して仲間と楽しく活動し、日々、自己研鑽に励んでいます。どのような研究会があるか、詳しく紹介いたします。また、在学生が普段
の学生生活や皆さんの疑問などについてアドバイスいたします。

●学科紹介
　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。

●管理栄養士の仕事について
　管理栄養士として活躍する卒業生に実際の仕事内容を紹介してもらいます。

●何でも相談＆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。

●学科紹介
●管理栄養士の仕事について
●何でも相談＆質問コーナー

7月16日（月・海の日）

　文化財科学の世界では、自然科学的な方法を使って、“文化財の内面”に迫
ります。今回は、土中から発掘された金属製品について、材質の科学分析やX
線による透視、顕微鏡観察などから製作技法や製作当時の色合い、材料などに
ついて明らかにしていきます。講義のあと、低融合金を使って「和同開珎」を
作り、当時の人々の鋳銭技術を体験します。

古代の金属器造りを科学する
●模擬授業①　　渡辺　智恵美 教授

　鉄砲伝来は、1543年。では、大砲伝来は、いつのことでしょう？戦国時代
に伝来したことは、間違いないようですが、実はこれまでよく分かっていませ
んでした。この事件に深くかかわっているのは、大友宗麟。そう、大分のキリ
シタン大名です。大砲伝来の裏で暗躍するイエズス会、アジアの海賊倭寇、イ
スラム教の影響など、世界中に残る戦国大名の大砲の調査から分かる事実。上
野先生の研究で、大友宗麟は大砲を国産化していたということが分かってきま
した。 その最新の歴史考古学の研究成果を講義します。講義の中には、豊臣秀
吉・藤堂高虎・黒田長政・佐竹義宣、そして徳川家康が登場します。

大砲伝来
●模擬授業①　　上野　淳也 准教授

　国際化が進んでいる現在、社会では今までとは違った新しい課題が生まれき
ています。そこでは、心をサポートしていくプロセスも、課題解決に重要な役
割を担います。それらに対する法律の対応はどうなっているのでしょうか。法
の世界は近寄りがたい感じがするかもしれませんが、知っていればいいアイデ
アが生まれるかもしれません。国際化時代における心のサポートとそれらをめ
ぐる法について、一緒に考えてみましょう。

　心理の仕事というとカウンセラーや臨床心理士として学校や病院を思い浮か
べる人が多いかもしれません。しかし、活躍している領域は幅広いのです。そ
こで今回のオープンキャンパスでは、心理職が働いている職域の紹介、そして
これから求められるであろう役割についてお話したいと思います。また、国家
資格となった公認心理師についても説明します。

　「こころの病にかかった人」というと、精神科病院に入院して一生精神科病
院から出てこられない人等のネガティブなイメージがあると思います。しか
し適切な治療やリハビリテーション、そして社会福祉の側面からの支援があ
れば、十分に日常生活が営めるのです。当日は彼らの社会復帰を支援する専
門家「精神保健福祉士」の活動などについて紹介し、こころの病と社会復帰
について、高校生の皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

　心理学を学ぶメリットの一つとして、学んだことを自身の日常生活や行動
に活かすことができるという点が挙げられます。今回の講義では、やる気や
モチベーションに関する心理学を取り扱います。この講義を受講することで
普段の勉強の仕方や受験勉強の乗り越え方がみえてくる、かもしれません。

高校生のための観光学入門
●模擬授業　　池口　功晃 准教授

　企業経営の中で「マーケティング」と「会計」は非常に重要なものとなっ
ており、両者は切っても切り離せない関係にあります。この講義では、国際
経営学科で学ぶことができる、これら２つの学問を高校生の皆さんに身近な
例を出しながら分かりやすくレクチャーします。この講義を受講すれば、高
校生の皆さんは「なるほど！」と納得できる知識が身につくはずです。

マーケティングと会計の「とっておき」の話
●模擬授業　　鄭　玹朱 教授・髙木　正史 准教授

　皆さんは微生物を意識して生活していますか？実は、私たちの周りには10
万種以上の微生物が存在しています。また、体内にも約100兆個の微生物が存
在すると言われています。その中には、感染症や食中毒のような病気を引き起
こす微生物もいます。一方、腸内細菌が健康状態に影響するという報告もあり
ます。また、チーズや納豆などの発酵食品にも微生物が関わっています。この
ように微生物は私たちの食生活や健康と切っても切れない関係にあります。今
回の実習では、自分の皮膚と口腔内の微生物を観察して、その役割について学
習していきます。身の回りにどのような微生物がいて、どんな働きをしている
かを一緒に学習しましょう。

講義と実験　身の回りの微生物の働きを体験しよう
●模擬授業　　塩屋　幸樹 講師

　発酵食品学科には食品香料コースがあります。授業では隣接する大分香りの博物
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香りの成分を自分でブレンドして目的とする香りを創り上げていくことです。あなた
が好きなのは、花の香り、柑橘の香り、甘い香り、爽やかな香り、どんな香りでしょ
うか？自分で創ったオリジナルの香り、どんな香りになるのか楽しみですね。
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についてわかりやすく説明をしたいと思います。近世の城は政治の拠点である
とともに戦いを想定した構造も兼ね備えていました。合戦については、従来の
軍記物をもとにした理解から、近年では一次史料の内容による新しい視点から
検討が加えられているので、具体的な事例を例示して考察していきたいと思い
ます。
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●模擬授業②　　白峰　旬 教授

　アーカイブズとは、未来に残す記録のことです。過去の古文書から現在の公
文書、私文書まで幅広く対象とします。世界からすると日本はまだ立ち後れて
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い原因と食事を中心とした対策について学びましょう。
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●模擬授業③　　樋園　和仁 教授

　皆さんは普段の食事で野菜を積極的に食べていますか？１日の野菜摂取目標
量は350gとなっています。しかし実際には、350g以上の野菜を摂取している
大分県民は３割に満たないという現状もあり、多くの人々へ野菜摂取の重要性
を普及啓発していく必要があります。このような背景の中、今年３月に大分県
の野菜摂取量向上応援メニューを作成するため、カゴメ株式会社と合同で料理
コンテストを実施しました。今回は、本学科学生が野菜をたっぷり使用して考
案した受賞作品「野菜たっぷりケークサレ」と「野菜たっぷりベジキーマカレー」
を調理します。一緒に野菜と健康について学び、考案メニューを試食してみま
しょう！

野菜たっぷりの料理を作って食べよう！
●調理実習　　中村　弘幸 講師

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

微生物の顕微鏡観察 どんな香りができるかな

グランプリメニュー「野菜たっぷりケークサレ」 「野菜たっぷりベジキーマカレー」

●発酵食品学科の教育や研究を知ろう！
　発酵食品学科でしか学べないこと、できないことがあります。取得できる資格も紹介します。

●大学の実験設備を見てみよう！
　どんな実験機器がどんな研究に利用されているのか、学んでみませんか？

●Ｑ&Ａ（質疑応答）
　大学生活や授業などなんでも聞いてください！個別相談にも応じます。

●発酵食品学科の教育を知ろう！
　発酵食品学科で行われている授業、取得できる資格、就職先について、興味はありません
か？発酵食品学科でしか学べないこと、発酵食品学科でしかできないことは何かがわかります。

●大学で行われている研究や実験設備を知ろう！
　発酵食品学科ではどんな研究が行われているのでしょうか？実験には、匂いか
ぎ付ガスクロマトグラフ質量分析システム、プロテインシークエンサー、電気泳
動・画像解析システム、GC、HPLCなど、多くの機器が利用されています。どん
な研究にどんな設備が利用されているのか、実際の機器を見ながら学びましょう。

●Ｑ&Ａ（質疑応答）

心のサポートと法のこれから

●模擬授業②　　小野　貴美子 教授

こころの働きと健康について考える

●模擬授業②　　川崎　隆 講師

●模擬授業①　　織原　保尚 准教授 ●模擬授業①　　尾口　昌康 講師

温泉熱利用の温室栽培を見学シンガポールでの海外研修 模擬授業の様子
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国際経営学部 食物栄養科学部

食物栄養科学部
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史学・文化財学科史学・文化財学科 国際経営学科国際経営学科 発酵食品学科発酵食品学科

人間関係学科人間関係学科国際言語・文化学科国際言語・文化学科

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　浅野　則子 教授
　模擬授業：和歌の楽しみ ー言葉の力を感じ取るー
　みそひと文字とも言われる和歌は、少ない言葉で多くの事柄を表現していま
す。一つ一つの言葉が他の言葉とどのように関わっていくのか、そして実際の
言葉以上の世界をどのようにして作り上げていくのかを言葉に導かれながら読
み込んでいきます。

●英語・英米文学コース　　オカナ・トマース 講師
　模擬授業：Pronunciation and Conversation
　　　　　　自信をもって発音力アップ！
　It is hoped that participants will understand the differences in 
pronunciation between similar sounds by taking part in pair-based 
activities.
　英語の類似音を区別できるように、ペア活動に取り組んで英語発音の上達を
目指します！

●芸術表現コース　　コースの全教員＆学生
　ワークショップ：「夏、碧空へ飛び立つ君の翼！！」飛行機のラッピングデザイン
　芸術に関心のある人を、芸術教育（マンガ、デザイン、映像・アニメ、絵
画、美術史、言語表現）で、専門家や一般就職をする社会人に育成します。今
回はあなたのイメージを、空に飛び立つ仮想の飛行機にラッピングします。

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　高木　伸幸 教授
　模擬授業：作家が仕掛けた「謎」に挑戦 ～小説を楽しむ方法について～
　推理小説に限らず、文学作品には、全て作家が仕掛けた「謎」が隠されてい
ます。小説を深く読み込めば読み込むほど、新しい発見があります。作家が仕
掛けた「謎」に挑戦する、小説の新しい楽しみ方をお伝えします。

●英語・英米文学コース　　河野　豊 教授
　模擬授業：英語と日本語の表現の違いを考えよう
　同じような内容を表すのに、英語と日本語とでは表し方に違いがあります。
そこに目を向けることで英語らしい表現とは何かを理解できるようにします。
その結果英語に対してさらに興味がもてるようになるでしょう。

●芸術表現コース　　コースの全教員＆学生
　ワークショップ：「音声スタジオでのアフレコ体験！！」
　芸術表現コースでは実技と芸術理論、そして言語表現を学びます。今回は、
絵と言葉の合体を実践的に学び、画面に合ったセリフを吹き込むアフレコ体験
をします。芸術教育の楽しさと奥深さを実感してください。

※7月、8月 各コース共通：施設見学＆大学生とふれあいコーナー
　　　　　　　　　　　　 （質問＆相談なんでも聞いてみよう！）

　昨年、訪日外国人旅行者数は約2,800万人を突破しました。今、観光の世界
でスゴイことが起こっています…この授業ではまず観光とは何か、また観光
学とは何を目指す学問なのかについて高校生の皆さんにできるだけわかりや
すく丁寧に説明し、その後クイズ形式でこれらに関わるいろいろなミニ知識
を伝授します。この機会に是非、観光学の面白さを知ってください。

○国際経営学科何でも相談コーナー
　高校生にとって、国際経営学科がどのような学科なのかはとても気になること。このコーナーでは、国際経営学科での勉強や取得できる資
格、研究会、海外研修などについて個別ブースを設け、教員と学生が高校生の皆さんの相談に応じます。

○研究会の紹介と在学生からのアドバイス
　研究会とは、共通の興味や目的意識をもつ学生が授業外で集まり、先生の指導のもといろいろな研究活動をしている団体です。ディベートや
調査を通して仲間と楽しく活動し、日々、自己研鑽に励んでいます。どのような研究会があるか、詳しく紹介いたします。また、在学生が普段
の学生生活や皆さんの疑問などについてアドバイスいたします。

●学科紹介
　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。

●管理栄養士の仕事について
　管理栄養士として活躍する卒業生に実際の仕事内容を紹介してもらいます。

●何でも相談＆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。

●学科紹介
●管理栄養士の仕事について
●何でも相談＆質問コーナー

7月16日（月・海の日）

　文化財科学の世界では、自然科学的な方法を使って、“文化財の内面”に迫
ります。今回は、土中から発掘された金属製品について、材質の科学分析やX
線による透視、顕微鏡観察などから製作技法や製作当時の色合い、材料などに
ついて明らかにしていきます。講義のあと、低融合金を使って「和同開珎」を
作り、当時の人々の鋳銭技術を体験します。

古代の金属器造りを科学する
●模擬授業①　　渡辺　智恵美 教授

　鉄砲伝来は、1543年。では、大砲伝来は、いつのことでしょう？戦国時代
に伝来したことは、間違いないようですが、実はこれまでよく分かっていませ
んでした。この事件に深くかかわっているのは、大友宗麟。そう、大分のキリ
シタン大名です。大砲伝来の裏で暗躍するイエズス会、アジアの海賊倭寇、イ
スラム教の影響など、世界中に残る戦国大名の大砲の調査から分かる事実。上
野先生の研究で、大友宗麟は大砲を国産化していたということが分かってきま
した。 その最新の歴史考古学の研究成果を講義します。講義の中には、豊臣秀
吉・藤堂高虎・黒田長政・佐竹義宣、そして徳川家康が登場します。

大砲伝来
●模擬授業①　　上野　淳也 准教授

　国際化が進んでいる現在、社会では今までとは違った新しい課題が生まれき
ています。そこでは、心をサポートしていくプロセスも、課題解決に重要な役
割を担います。それらに対する法律の対応はどうなっているのでしょうか。法
の世界は近寄りがたい感じがするかもしれませんが、知っていればいいアイデ
アが生まれるかもしれません。国際化時代における心のサポートとそれらをめ
ぐる法について、一緒に考えてみましょう。

　心理の仕事というとカウンセラーや臨床心理士として学校や病院を思い浮か
べる人が多いかもしれません。しかし、活躍している領域は幅広いのです。そ
こで今回のオープンキャンパスでは、心理職が働いている職域の紹介、そして
これから求められるであろう役割についてお話したいと思います。また、国家
資格となった公認心理師についても説明します。

　「こころの病にかかった人」というと、精神科病院に入院して一生精神科病
院から出てこられない人等のネガティブなイメージがあると思います。しか
し適切な治療やリハビリテーション、そして社会福祉の側面からの支援があ
れば、十分に日常生活が営めるのです。当日は彼らの社会復帰を支援する専
門家「精神保健福祉士」の活動などについて紹介し、こころの病と社会復帰
について、高校生の皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

　心理学を学ぶメリットの一つとして、学んだことを自身の日常生活や行動
に活かすことができるという点が挙げられます。今回の講義では、やる気や
モチベーションに関する心理学を取り扱います。この講義を受講することで
普段の勉強の仕方や受験勉強の乗り越え方がみえてくる、かもしれません。

高校生のための観光学入門
●模擬授業　　池口　功晃 准教授

　企業経営の中で「マーケティング」と「会計」は非常に重要なものとなっ
ており、両者は切っても切り離せない関係にあります。この講義では、国際
経営学科で学ぶことができる、これら２つの学問を高校生の皆さんに身近な
例を出しながら分かりやすくレクチャーします。この講義を受講すれば、高
校生の皆さんは「なるほど！」と納得できる知識が身につくはずです。

マーケティングと会計の「とっておき」の話
●模擬授業　　鄭　玹朱 教授・髙木　正史 准教授

　皆さんは微生物を意識して生活していますか？実は、私たちの周りには10
万種以上の微生物が存在しています。また、体内にも約100兆個の微生物が存
在すると言われています。その中には、感染症や食中毒のような病気を引き起
こす微生物もいます。一方、腸内細菌が健康状態に影響するという報告もあり
ます。また、チーズや納豆などの発酵食品にも微生物が関わっています。この
ように微生物は私たちの食生活や健康と切っても切れない関係にあります。今
回の実習では、自分の皮膚と口腔内の微生物を観察して、その役割について学
習していきます。身の回りにどのような微生物がいて、どんな働きをしている
かを一緒に学習しましょう。

講義と実験　身の回りの微生物の働きを体験しよう
●模擬授業　　塩屋　幸樹 講師

　発酵食品学科には食品香料コースがあります。授業では隣接する大分香りの博物
館を活用しています。学生は、博物館で香りの体験や公開講座に参加することによ
り、香りについての学習を深めています。今回は、発酵食品学科にお越しいただいた
高校生の方に、博物館の見学や調香体験をしていただきます。調香とは、いろいろな
香りの成分を自分でブレンドして目的とする香りを創り上げていくことです。あなた
が好きなのは、花の香り、柑橘の香り、甘い香り、爽やかな香り、どんな香りでしょ
うか？自分で創ったオリジナルの香り、どんな香りになるのか楽しみですね。

調香体験　オリジナルの香りをつくろう
●実習

オーストリア軍事博物館の
黒田長政の大砲と東南アジアの竜形大砲

金属器の内部構造の調査
（Ｘ線透過試験）

オカナ講師の
発音指導を受ける高校生たち

浅野教授の模擬授業風景

音声スタジオでアフレコ中

　城と合戦というテーマは古くから人気のあるテーマですが、今回は城と合戦
についてわかりやすく説明をしたいと思います。近世の城は政治の拠点である
とともに戦いを想定した構造も兼ね備えていました。合戦については、従来の
軍記物をもとにした理解から、近年では一次史料の内容による新しい視点から
検討が加えられているので、具体的な事例を例示して考察していきたいと思い
ます。

城と合戦
●模擬授業②　　白峰　旬 教授

　アーカイブズとは、未来に残す記録のことです。過去の古文書から現在の公
文書、私文書まで幅広く対象とします。世界からすると日本はまだ立ち後れて
おり、今話題になっている公文書の書き換え問題は、世界から厳しい目で見ら
れています。デジタルの問題も大きく関わります。アーカイブズセンターの案
内も行いながら、解説していきます。

アーカイブズ入門～歴史資料を後世に残す～
●模擬授業②　　針谷　武志 教授

8月18日（土）

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

オープンキャンパス午後の
プログラムでのグループセッション

公認心理師についてもお話しします
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7月16日（月・海の日） 8月18日（土） 7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

７
・
８
月
共
通

　若い女性のやせは身体や食生活へさまざまな弊害を引き起こし、将来、妊
娠・出産にも悪影響を及ぼしかねません。多くの若い女性が持つ「やせ願望」。
その危険性について学びましょう。

若い女性のやせについて考えよう！
●模擬授業①　　平川　史子 教授

　高齢者の栄養問題のひとつに低栄養があります。高齢者が低栄養になりやす
い原因と食事を中心とした対策について学びましょう。

高齢者の低栄養について考えよう！
●模擬授業②　　次森　久江 教授

　我が国における男性の肥満の割合は増加傾向にあり、中年男性のメタボとそ
の予備群の割合は、２人に１人とされています。肥満のメカニズムと対策・予
防についてわかりやすく説明します。

中年男性の肥満について考えよう！
●模擬授業③　　樋園　和仁 教授

　皆さんは普段の食事で野菜を積極的に食べていますか？１日の野菜摂取目標
量は350gとなっています。しかし実際には、350g以上の野菜を摂取している
大分県民は３割に満たないという現状もあり、多くの人々へ野菜摂取の重要性
を普及啓発していく必要があります。このような背景の中、今年３月に大分県
の野菜摂取量向上応援メニューを作成するため、カゴメ株式会社と合同で料理
コンテストを実施しました。今回は、本学科学生が野菜をたっぷり使用して考
案した受賞作品「野菜たっぷりケークサレ」と「野菜たっぷりベジキーマカレー」
を調理します。一緒に野菜と健康について学び、考案メニューを試食してみま
しょう！

野菜たっぷりの料理を作って食べよう！
●調理実習　　中村　弘幸 講師
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●発酵食品学科の教育や研究を知ろう！
　発酵食品学科でしか学べないこと、できないことがあります。取得できる資格も紹介します。

●大学の実験設備を見てみよう！
　どんな実験機器がどんな研究に利用されているのか、学んでみませんか？

●Ｑ&Ａ（質疑応答）
　大学生活や授業などなんでも聞いてください！個別相談にも応じます。
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　発酵食品学科ではどんな研究が行われているのでしょうか？実験には、匂いか
ぎ付ガスクロマトグラフ質量分析システム、プロテインシークエンサー、電気泳
動・画像解析システム、GC、HPLCなど、多くの機器が利用されています。どん
な研究にどんな設備が利用されているのか、実際の機器を見ながら学びましょう。

●Ｑ&Ａ（質疑応答）
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●別府大学駅
日豊本線 行橋・小倉・門司港方面（上り）
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16
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●大分駅
日豊本線 別府・行橋・小倉・門司港方面（上り）
5
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15
16

34
15　46
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34
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日豊本線 佐伯方面（下り）
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18　37
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19　50
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48
34　50
25　52
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●別府駅

久大本線 由布院・豊後森・日田・久留米方面（上り）
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別府キャンパスへの交通案内
■JR利用の場合（最寄り駅は別府大学駅）
JR日豊本線別府大学駅から徒歩10分
特急利用の場合は、JR日豊本線別府駅下車、上りの普通
電車に乗り換え、４分で別府大学駅に着きます。

■バス利用の場合
　○JR日豊本線別府駅から（所要時間約20分）
亀の井バス〈別府大学経由鉄輪行〉「別府大学前」で下車
亀の井バス〈石垣経由国立別府病院行〉

「別府大学下」で下車し、徒歩３分
大分交通〈石垣経由亀川駅行〉

「別府大学下」で下車し、徒歩３分
　○天神、JR博多駅、福岡空港から（所要時間約２時間半）
高速バスとよのくに号〈ノンストップもしくは各停〉

「鉄輪口」で下車し、徒歩10分

■自動車利用の場合
大分自動車道「別府インター」から、５分

※学内駐車場の駐車可能台数が少ないので、公共の交通機
関をご利用ください。

初等教育科

授業紹介の風景 調理実習の授業風景

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

　揚げ物の理論について、実際に調理を行いながら学んでみましょう。また、
調理技術についても学習しましょう。

揚げ物の理論を学び、おいしい唐揚げを作ろう
（麻婆豆腐丼・唐揚げ）

●模擬授業　　立松　洋子 教授

●総合ガイダンス
　初等教育科との合同ガイダンスです。入試説明もあります。

●学内見学
●食物栄養科ガイダンス
　食物栄養科での授業や学生生活を説明します。
●栄養士ってどんな仕事？
　栄養士の仕事内容や就職先について、わかりやすく説明します。
●在学生・卒業生による体験談、質問コーナー
　在学生と、栄養士として活躍している卒業生が、学生生活の楽しさや就職先での仕事の様子についてお話しします。

　ダイエット中でも甘いものが食べたい！という方のために、おいしくて太り
にくい低糖質のスイーツを作ってみませんか？低糖質の粉や甘味料の使い方を
解説します。

低糖質のスイーツ（ブラウニー）を作ろう
●模擬授業　　海陸　留美 教授

　実験教科の基礎となる「生化学実験」と専門的な「基礎栄養学実験」の内容を
ご紹介します。食材を利用した実験から一緒に栄養素について学習しましょう。

実験って何するの？　生化学実験・基礎栄養学実験
●授業紹介　　藤岡　竜太 准教授

●食物栄養科ガイダンス
　食物栄養科での授業や学生生活を説明します。

●学内見学
●栄養士ってどんな仕事？
　栄養士の仕事内容や就職先について、わかりやすく説明します。
●在学生・卒業生による体験談、質問コーナー
　在学生と、栄養士として活躍している卒業生が、学生生活の楽しさや就職先
での仕事の様子についてお話しします。

栄養士への道！
～調理実習やお菓子作りを体験してみよう～

わくわくフェスティバル
でのMPS研究会発表の様子

ふれあい遊び研究会発表の様子

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）
●総合ガイダンス
　食物栄養科との合同ガイダンスです。入試説明もあります。
●学科紹介
　初等教育科の授業や学生生活をパワーポイントを使って説明します！
●MPS研究会「劇団Smiley」発表
　人形劇で子どもたちに大きな夢をプレゼント！

●昼食は、パンバイキング！
　いろんな美味しいパンの中から好きなパンを選んでくださいね！
●学内見学
　初等教育科の先輩たちが一緒にピアノレッスン室やキャンパスショップなど
を案内します。キャンパスショップでは、好きなお菓子等を選んでくださいね！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のこと何でもOKです！

●卒業生からのアドバイス
　保育・教育の現場で活躍中の卒業生が日々の奮闘ぶりを語ります。

みんなで遊べる手作りおもちゃを作ろう！
●模擬授業①　　伊藤　昭博 教授

ピアノに触れてみよう！簡単、スタートナビ！
●模擬授業②　　藤田　光子 教授・安部　えつ子 講師

初等教育科で
遊んで学んで夢実現！

子どもを育む人のための心理学体験講座
～心理テストにチャレンジしてみよう！～

●模擬授業①　　飯田　法子 教授

ピアノに触れてみよう！簡単、スタートナビ！
●模擬授業②　　藤田　光子 教授・安部　えつ子 講師

11/３（土）・４（日）石垣祭

Campus Festival !

　食品衛生学では食の安全の立場から食品の変化、食中毒、化学物質や食品添加
物などを学びます。肉製品に含まれる食品添加物量をはかり、そのメリットやデ
メリットをいっしょに考えてみましょう。

食の安全を守る・食品衛生学
●授業紹介　　岡本　昭 教授

●学科紹介
　子どもと触れ合う楽しさと初等教育科の魅力をご紹介します。入試について
の説明もあります。
●ふれあい遊び研究会（通称ふれ研）発表
　愉快で楽しいオペレッタの公演をします！

●昼食は、パンバイキング！
　いろんな美味しいパンの中から好きなパンを選んでくださいね！
●学内見学
　初等教育科の先輩たちが一緒にピアノレッスン室やキャンパスショップなど
を案内します。キャンパスショップでは、好きなアイス等を選んでくださいね！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のこと何でもOKです！

●卒業生からのアドバイス
　卒業生が大学生活や保育・教育現場での子どもたちとの関りを語ります。

短期大学部

短期大学部短期大学部
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●別府大学駅
日豊本線 行橋・小倉・門司港方面（上り）
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別府キャンパスへの交通案内
■JR利用の場合（最寄り駅は別府大学駅）
JR日豊本線別府大学駅から徒歩10分
特急利用の場合は、JR日豊本線別府駅下車、上りの普通
電車に乗り換え、４分で別府大学駅に着きます。

■バス利用の場合
　○JR日豊本線別府駅から（所要時間約20分）
亀の井バス〈別府大学経由鉄輪行〉「別府大学前」で下車
亀の井バス〈石垣経由国立別府病院行〉

「別府大学下」で下車し、徒歩３分
大分交通〈石垣経由亀川駅行〉

「別府大学下」で下車し、徒歩３分
　○天神、JR博多駅、福岡空港から（所要時間約２時間半）
高速バスとよのくに号〈ノンストップもしくは各停〉

「鉄輪口」で下車し、徒歩10分

■自動車利用の場合
大分自動車道「別府インター」から、５分

※学内駐車場の駐車可能台数が少ないので、公共の交通機
関をご利用ください。

初等教育科

授業紹介の風景 調理実習の授業風景

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）

　揚げ物の理論について、実際に調理を行いながら学んでみましょう。また、
調理技術についても学習しましょう。

揚げ物の理論を学び、おいしい唐揚げを作ろう
（麻婆豆腐丼・唐揚げ）

●模擬授業　　立松　洋子 教授

●総合ガイダンス
　初等教育科との合同ガイダンスです。入試説明もあります。

●学内見学
●食物栄養科ガイダンス
　食物栄養科での授業や学生生活を説明します。
●栄養士ってどんな仕事？
　栄養士の仕事内容や就職先について、わかりやすく説明します。
●在学生・卒業生による体験談、質問コーナー
　在学生と、栄養士として活躍している卒業生が、学生生活の楽しさや就職先での仕事の様子についてお話しします。

　ダイエット中でも甘いものが食べたい！という方のために、おいしくて太り
にくい低糖質のスイーツを作ってみませんか？低糖質の粉や甘味料の使い方を
解説します。

低糖質のスイーツ（ブラウニー）を作ろう
●模擬授業　　海陸　留美 教授

　実験教科の基礎となる「生化学実験」と専門的な「基礎栄養学実験」の内容を
ご紹介します。食材を利用した実験から一緒に栄養素について学習しましょう。

実験って何するの？　生化学実験・基礎栄養学実験
●授業紹介　　藤岡　竜太 准教授

●食物栄養科ガイダンス
　食物栄養科での授業や学生生活を説明します。

●学内見学
●栄養士ってどんな仕事？
　栄養士の仕事内容や就職先について、わかりやすく説明します。
●在学生・卒業生による体験談、質問コーナー
　在学生と、栄養士として活躍している卒業生が、学生生活の楽しさや就職先
での仕事の様子についてお話しします。

栄養士への道！
～調理実習やお菓子作りを体験してみよう～

わくわくフェスティバル
でのMPS研究会発表の様子

ふれあい遊び研究会発表の様子

7月16日（月・海の日） 8月18日（土）
●総合ガイダンス
　食物栄養科との合同ガイダンスです。入試説明もあります。
●学科紹介
　初等教育科の授業や学生生活をパワーポイントを使って説明します！
●MPS研究会「劇団Smiley」発表
　人形劇で子どもたちに大きな夢をプレゼント！

●昼食は、パンバイキング！
　いろんな美味しいパンの中から好きなパンを選んでくださいね！
●学内見学
　初等教育科の先輩たちが一緒にピアノレッスン室やキャンパスショップなど
を案内します。キャンパスショップでは、好きなお菓子等を選んでくださいね！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のこと何でもOKです！

●卒業生からのアドバイス
　保育・教育の現場で活躍中の卒業生が日々の奮闘ぶりを語ります。

みんなで遊べる手作りおもちゃを作ろう！
●模擬授業①　　伊藤　昭博 教授

ピアノに触れてみよう！簡単、スタートナビ！
●模擬授業②　　藤田　光子 教授・安部　えつ子 講師

初等教育科で
遊んで学んで夢実現！

子どもを育む人のための心理学体験講座
～心理テストにチャレンジしてみよう！～

●模擬授業①　　飯田　法子 教授

ピアノに触れてみよう！簡単、スタートナビ！
●模擬授業②　　藤田　光子 教授・安部　えつ子 講師

11/３（土）・４（日）石垣祭

Campus Festival !

　食品衛生学では食の安全の立場から食品の変化、食中毒、化学物質や食品添加
物などを学びます。肉製品に含まれる食品添加物量をはかり、そのメリットやデ
メリットをいっしょに考えてみましょう。

食の安全を守る・食品衛生学
●授業紹介　　岡本　昭 教授

●学科紹介
　子どもと触れ合う楽しさと初等教育科の魅力をご紹介します。入試について
の説明もあります。
●ふれあい遊び研究会（通称ふれ研）発表
　愉快で楽しいオペレッタの公演をします！

●昼食は、パンバイキング！
　いろんな美味しいパンの中から好きなパンを選んでくださいね！
●学内見学
　初等教育科の先輩たちが一緒にピアノレッスン室やキャンパスショップなど
を案内します。キャンパスショップでは、好きなアイス等を選んでくださいね！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のこと何でもOKです！

●卒業生からのアドバイス
　卒業生が大学生活や保育・教育現場での子どもたちとの関りを語ります。

短期大学部

短期大学部短期大学部


