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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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日豊本線 別府・行橋・小倉・門司港方面（上り）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

34
14　46
02　16　48
03　19　45
15　56
34
04　55
15　31
20　50
15　35
04　27　50
12　30　50

日豊本線 行橋・小倉・門司港方面（上り）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

46
26　58
14　28
00　21　31　57
27
09　47
22
07　28　44
32
02　28　47
23　39
03　25　42

日豊本線 大分・佐伯方面（下り）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

55
43
03　21　29　44　56
27　52
08　24　56
37
15　31
03　37
05　29
10　30
06　32
05　33

日豊本線 佐伯方面（下り）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

18　37
11　20　47
19　50
15　50
55
34　50
25　52
22　45
26
09　24　43
10　23　43

●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

調理実習の授業風景 在学生との質問コーナーの様子

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

　炊飯と汁物の特徴を学び、巻き寿司の巻き方を体験しましょう。

炊飯の理論を学び、巻き寿司を作ってみよう！
－巻き寿司、吸い物、デザート－

●模擬授業①　　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。

　お菓子作りでは、卵白を泡立てて砂糖を加えた“メレンゲ”をよく使います。
メレンゲができるまでの原理や上手に作るためのコツを紹介し、ふわふわに泡
立てたメレンゲを使ってスフレパンケーキを作ります。

ふわふわスフレパンケーキを作ってみよう！
－メレンゲ作りの原理とコツ－

●模擬授業①　　海陸　留美 教授

　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。食品中に含まれる食品添加物をはかり、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。

食品添加物について学ぼう！－食品衛生学－
●授業紹介②　　岡本　昭 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。

栄養士への道！
～調理実習やお菓子作りを体験してみよう～

「すいか泥棒」の劇をする
幼児Canぷ研究会

「BINGO」を歌う外国文化研究会

7月15日（月・海の日） 8月17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「取得できる免許・資格」、「授業」、「学生生活」、「就職」など
について、わかりやすく説明します！
●幼児Canぷ研究会（通称　幼キャン）
　本来は、キャンプの補助がメインの活動ですが、今回は劇を披露します！
お楽しみに！

●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ね！
●学内見学
　学内地図を基に自分で興味があるところに行ってみよう！説明ポイントで
は、初等教育科の先輩たちや先生たちが詳しく話してくれますよ！特にピアノ
レッスン室では、実際にピアノを弾いてみたり、先輩にピアノのことを相談し
たりしてみよう！また、キャンパスショップでは、ジュースやアイス等がもら
えるよ！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のことなど、先輩や先生が何でもお答えします！

視覚メディア社会の子どもたちへ－見る実体験としての視覚玩具－
●模擬授業　　吉村　壮明 教授

初等教育科で
楽しく学んで夢実現！

わくわくドキドキ保育の仕事！！
●模擬授業　　渡邉　輝美 准教授

11/２（土）・３（日）石垣祭

Campus Festival !

　｢生化学実験｣、｢基礎栄養学実験｣ではさまざまな実験手法により栄養素のはた
らきについて詳しく学びます。生きていく上で欠かすことのできない栄養素につ
いて、実験を通して一緒に考えてみましょう。

栄養素に関する実験をしてみよう！
－生化学実験・基礎栄養学実験－

●授業紹介②　　藤岡　竜太 准教授

●学科紹介
　初等教育科の特徴と魅力を詳しくご紹介します。もちろん、入試についての
説明もあります。
●外国文化研究会「FCSC」
　子どもたちと一緒に英語で遊ぼう！

●昼食は、パンバイキング！
　多くの種類の美味しいパンから好きなパンを選んでね！
●学内見学
　学内地図を基に自分で興味があるところに行ってみよう！説明ポイントで
は、初等教育科の先輩たちや先生たちが詳しく話してくれますよ！特にピアノ
レッスン室では、実際にピアノを弾いてみたり、先輩にピアノのことを相談し
たりしてみよう！また、キャンパスショップでは、お菓子やアイス等がもらえ
るよ！
●卒業生からのアドバイス
　教育・保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。
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のことなど、先輩や先生が何でもお答えします！

短期大学部

短期大学部

●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についてお話しします。



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：和歌を楽しむ ー心と言葉ー 
　限られた言葉で表現される和歌。和歌を作った人はその言葉にどのような思
いをこめたのでしょうか。言葉に注意して丁寧に読み解きながら和歌の魅力を
感じ取りましょう。

●英語・英米文学コース　　オカナ・トマース 講師
　模擬授業：Hospitality English　おもてなしの英語を練習しましょう。
　ラグビーW杯や東京五輪を控え、まもなく多くの外国人が日本そして大分を
訪れることになります。そこでこの模擬授業ではロールプレイ英会話の練習を
して、ショップやレストランで外国人旅行者に出会ったとき、または行き先を
探している外国人を見かけたときに役に立てるようにしたいと思います。参加
者にはこの模擬授業で実用的な英語表現を覚えてもらいたいと思います。

●芸術表現コース　　芸術表現コース教員＆学生
　ワークショップ：学びと実践！！　マンガの力を地域に活かす先輩たち
　マンガ、デザイン、アニメーション、絵画、美術史など、芸術に関わること
が好きな人向けの芸術表現コース。このコースで学ぶ在学生が地域を活性化す
る事業に関わり、社会に様々な商品や作品を生み出しています。学生たちの活
動の一端を紹介し、芸術表現コースではどんな学びをしているのかを楽しく解
説します。今回は商品パッケージのデザインを体験します。

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　髙木　伸幸 教授
　模擬授業：作家の方法に学ぶ～小説の読み方・創り方～
　作家はどのようにして小説のテーマを掴み、どうやって物語を膨らませてい
くのか。作家が実際に使った資料を紹介しながら、作家の小説作法に迫りま
す。小説をより楽しく、面白く読み解くコツも教えます。

●英語・英米文学コース　　金城　國夫 講師
　模擬授業：くらべてみよう英語、日本語、世界のことば
　世界では英語や日本語の他に何千ということばが話されています。豊かで多
様なことばを巡る旅に一緒に出かけましょう！様々なことばの音やカタチをく
らべることで、改めて英語や日本語について考えます。

●芸術表現コース　　芸術表現コース教員＆学生
　ワークショップ：アフレコ体験でアニメーションを楽しもう！！
　マンガ、デザイン、アニメーション、絵画、美術史など、芸術に関わること
が好きな人向けの芸術表現コース。今回は短編アニメーションのセリフのアフ
レコ体験をテーマとします。アニメーションの仕組みやセリフの捉え方のレク
チャーを受けてから、大学内のスタジオで体験します。

※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！）

　今回訪問したスペイン、イタリアを巡る旅を通じて感じた主要観光都市の
経済状況やそこで活躍する人々の様子を紹介します。また、海外を訪れる際
の「お得で効率的」なお金の管理方法についても、実践的かつ具体的にお話
しします。

●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15日（月・海の日）

　一般向けの歴史雑誌で最も人気の高いテーマは城郭と合戦です。このテーマ
は古くから取り上げられるテーマですが、歴史学の研究対象として本格的に取
り組まれたという意味では、新しいテーマでもあります。城郭については、建
築物や曲輪などの構造面、歴史的にどのように発展してきたのか、合戦につい
ては、テレビドラマや映画などで描かれる合戦のイメージとの違いなどについ
て、皆さんにわかりやすく説明をしたいと思います。

戦国時代の合戦と城郭
●模擬授業①　　白峰　旬 教授

　中国の史書『魏志倭人伝』が伝える３世紀の日本列島には、女王卑弥呼がおさめ
る倭国と呼ばれる王国があり、彼女の死に際して径100歩の巨大な墓が造られたと
いいます。卑弥呼の都したと記された邪馬台国がどこにあったのか卑弥呼とは何者
かをめぐって、江戸時代以来論争が行われてきました。近年の考古学はこの巨大な
墓が前方後円墳であることを明らかにし、卑弥呼にふさわしい墓をもとめてきまし
た。その結果最古にしてもっとも標準的な前方後円墳が奈良盆地の一角に作られた
ことが明らかになり、現在邪馬台国の都の所在地をその付近に探索しています。
いっぽう九州では、奴国の中心遺跡は列島最古・倭国最大の都市遺跡であることが
判明し、大陸との貿易の中心として奈良盆地以上に栄えていたこともわかってきま
した。政治的中心は必ずしも経済的中心ではないようです。このような「邪馬台国」
研究の最前線を紹介します。　

卑弥呼をめぐる考古学
●模擬授業①　　田中　裕介 教授

　臨床心理学は人間の心の健康に関わる実践的な学問です。カウンセラーや臨
床心理士として学校や病院・クリニック、相談機関などで出会うことの多い心
理職ですが、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。

　人間は誰もが誕生日になると１歳ずつ年を取っていきます。「去年よりも今
年」といったように日々成長していくともいえます。ところが、ある時期を境
にして筋力がおとろえたり、記憶が低下していくことも見られます。低下した
能力をサポートしていくのが福祉の役割です。最近の福祉援助では高齢者福祉
で考えてみると、「生きがいづくり」や「新たな価値観づくり」に相談援助の視
点から関わります。今回の模擬授業を通じて、福祉の役割を説明していきます。

　昨今の医療現場ではチーム医療が基本となっており、心理職も専門家の一
人として、多様な専門家と協働していくことが求められています。今回の講
義では、ある架空事例に対して、心理職がどのようにアプローチするかお話
します。それらを通じて、心理職の役割と魅力をお伝えしたいと思います。

　医療現場では、様々な職種が連携・協働して患者さんをサポートすること
が求められます。今回の講義では、医療に関する架空の事例を通して、福祉
の専門家であるソーシャルワーカーがどのような役割を果たしているかお話
します。ソーシャルワーカーがどのようなことを大事にしているか、一緒に
考えてみましょう。

南ヨーロッパの旅から学ぶ「経済・ファイナンス」
●模擬授業　　河合　研一 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 教授

熊本城 慈渓県衙門（復元）「親民堂」と
「箴石亭」（中国・浙江省寧波市）

　中国では隋唐時代から「科挙」という試験で官僚を選んでいました。彼らは
儒教を学んだエリートたちですが、実際にどのような仕事をしていたかは高校
世界史の教科書では扱われていないと思います。例えば彼らは地方政府で働く
ことがありましたが、実は地方政府の仕事は彼らだけでは行えず、地元の人々
の助けを借りなければ務まりませんでした。一方、その地元の人々がさまざま
なもめごとを起こして官僚を困らせるようなこともあったのです。今回は、彼
らが書き残した裁判の判決文をもとに、科挙官僚の仕事ぶりを見てみたいと思
います。

中国の科挙官僚のすがた
●模擬授業②　　宮崎　聖明 准教授

　アーカイブズという言葉を聞いたことがありますか。昔のテレビ番組や、
ウェブサイトの以前の記録という意味で使われていることもあります。本来の
意味は、未来に残すもの、というものです。江戸時代の古文書なども含みま
す。昨今は政府の公文書の書きかえなどのニュースがありましたが、今の記録
を正しく残すことも含みます。デジタルの話も含みます。アーカイブズセン
ターの案内もしながら、解説します。

記録をのこすアーカイブズ
●模擬授業②　　針谷　武志 教授

8月17日（土）

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

学生生活について、先輩に聞いてみよう 公認心理師についてもお話しします

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

○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、
調査、英会話の練習、各種資格試験対策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。

７
・
８
月
共
通

　給食経営管理実習は、食事計画に基づいた献立を時間、施設の設備、調理担
当者の人数など限られた条件の中で調理し、衛生的で安全な、おいしい食事を
100人に提供する科目です。家庭での少量調理とは異なる調理工程を見学し、
できあがった給食を試食しましょう。今回の調理担当は３年生です。

給食ができあがるまでを見てみよう！
●実習見学　　　下村　美保子 准教授

　食品を扱う上で、絶対に知っておかなければならない知識の１つとして「食
中毒」があります。フグやキノコ（全てではありません）のように、食品その
ものに毒性が存在するものもありますが、今回は「細菌」や「ウイルス」といっ
た微生物が原因で生じる食中毒について学んでみましょう。

食中毒について学ぼう！
●模擬授業　　　仙波　和代 教授

　食物栄養学科では、昨年、地域貢献活動の１つとして玖珠町産の大麦を使用
したレトルトドライカレーを作りました。大麦にはβ-グルカンという水溶性
の食物繊維が多く含まれています。食物繊維は糖質の吸収を抑えることで血糖
値の急激な上昇を抑えたり、腸内環境を整えて便秘を改善するなどの作用があ
りますが、不足しがちな栄養素の１つでもあります。
　今回のオープンキャンパスでは、このレトルトドライカレーの元になったレ
シピをご紹介いたします。美味しく手軽に食物繊維が摂れるカレーを一緒に
作って食べましょう。

別府大学ドライカレーを作って食べよう！
●調理実習　　浅田　憲彦 教授

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

米麹を作成している様子
（コウジカビの顕微鏡写真）

調味料の配合の様子 地域の特産を用いた
商品試作の様子

玖珠町産もち麦を使った別府大学ドライカレー 給食経営管理実習の実習風景

心理職と福祉職の役割

●模擬授業②　　佐々木　隆夫 准教授

心理職とソーシャルワーカーの多職種協働における働き方

●模擬授業②　　日和　恭世 講師

●模擬授業①　　小野　貴美子 教授 ●模擬授業①　　川崎　隆 講師

温泉熱利用の温室栽培を見学ニュージーランドでの海外研修 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

オカナ講師に発音指導を
受ける高校生たち

浅野教授の模擬授業を
熱心に聞く高校生たち

　麹菌は味噌、醤油、清酒製造に欠かせない微生物です。麹菌によって造られ
る発酵食品を味見しながら、どのようにして発酵食品が造られるのかを学びま
しょう。また、代表的な発酵食品である塩麹を米麹と塩を使って一緒に作って
みましょう。

　味噌、納豆、チーズなどの発酵食品はコウジカビや乳酸菌などの微生物を利
用して作られています。肉眼では見ることができない微生物を観察するための
道具として顕微鏡は400年以上前に開発されました。今回の実習で様々な顕微
鏡を使って、食品を作るために用いられる発酵微生物や人の細胞を観察してみ
ましょう。

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）
麹菌が醸す発酵食品を味わおう！
●模擬授業　　塩屋　幸樹 講師

微生物の世界をのぞいてみよう
●模擬実習　　大坪　素秋 教授

　香料と聞くと、香水、シャンプーや柔軟剤などを思い浮かべませんか？実は
それらの香料は〈フレグランス〉と呼ばれるもので、もう一つ〈フレーバー〉
と位置付けられる香料が存在します。フレーバーは、皆さんの身近な調味料の
中に入っています！一緒に調味料とフレーバーの関係を探っていきましょう。

　「６次産業化」という言葉を皆さん聞いたことありますか。農業者や漁業者
が生産（第１次産業）だけでなく、第２次産業（製造業）・第３次産業（サー
ビス業）を行うことにより、新たな価値を作り出す取り組みです。様々な地域
で行われている６次産業化・商品開発の事例を一緒に学んでみましょう。

実は奥が深い…‼調味料
●模擬授業　　富士甚醤油株式会社（2009年度卒業）安藤　晴花

６次産業化ってなに？身近な農林水産物から商品開発！
●模擬授業　　 大坪　史人 講師

○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？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）　在学生に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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○相談＆質問コーナー
　在学生に普段の学生生活や授業について何でも聞いてください！
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金先生と商品パッケージを
企画する学生



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：和歌を楽しむ ー心と言葉ー 
　限られた言葉で表現される和歌。和歌を作った人はその言葉にどのような思
いをこめたのでしょうか。言葉に注意して丁寧に読み解きながら和歌の魅力を
感じ取りましょう。

●英語・英米文学コース　　オカナ・トマース 講師
　模擬授業：Hospitality English　おもてなしの英語を練習しましょう。
　ラグビーW杯や東京五輪を控え、まもなく多くの外国人が日本そして大分を
訪れることになります。そこでこの模擬授業ではロールプレイ英会話の練習を
して、ショップやレストランで外国人旅行者に出会ったとき、または行き先を
探している外国人を見かけたときに役に立てるようにしたいと思います。参加
者にはこの模擬授業で実用的な英語表現を覚えてもらいたいと思います。

●芸術表現コース　　芸術表現コース教員＆学生
　ワークショップ：学びと実践！！　マンガの力を地域に活かす先輩たち
　マンガ、デザイン、アニメーション、絵画、美術史など、芸術に関わること
が好きな人向けの芸術表現コース。このコースで学ぶ在学生が地域を活性化す
る事業に関わり、社会に様々な商品や作品を生み出しています。学生たちの活
動の一端を紹介し、芸術表現コースではどんな学びをしているのかを楽しく解
説します。今回は商品パッケージのデザインを体験します。

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　髙木　伸幸 教授
　模擬授業：作家の方法に学ぶ～小説の読み方・創り方～
　作家はどのようにして小説のテーマを掴み、どうやって物語を膨らませてい
くのか。作家が実際に使った資料を紹介しながら、作家の小説作法に迫りま
す。小説をより楽しく、面白く読み解くコツも教えます。

●英語・英米文学コース　　金城　國夫 講師
　模擬授業：くらべてみよう英語、日本語、世界のことば
　世界では英語や日本語の他に何千ということばが話されています。豊かで多
様なことばを巡る旅に一緒に出かけましょう！様々なことばの音やカタチをく
らべることで、改めて英語や日本語について考えます。

●芸術表現コース　　芸術表現コース教員＆学生
　ワークショップ：アフレコ体験でアニメーションを楽しもう！！
　マンガ、デザイン、アニメーション、絵画、美術史など、芸術に関わること
が好きな人向けの芸術表現コース。今回は短編アニメーションのセリフのアフ
レコ体験をテーマとします。アニメーションの仕組みやセリフの捉え方のレク
チャーを受けてから、大学内のスタジオで体験します。

※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！）

　今回訪問したスペイン、イタリアを巡る旅を通じて感じた主要観光都市の
経済状況やそこで活躍する人々の様子を紹介します。また、海外を訪れる際
の「お得で効率的」なお金の管理方法についても、実践的かつ具体的にお話
しします。

●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15日（月・海の日）

　一般向けの歴史雑誌で最も人気の高いテーマは城郭と合戦です。このテーマ
は古くから取り上げられるテーマですが、歴史学の研究対象として本格的に取
り組まれたという意味では、新しいテーマでもあります。城郭については、建
築物や曲輪などの構造面、歴史的にどのように発展してきたのか、合戦につい
ては、テレビドラマや映画などで描かれる合戦のイメージとの違いなどについ
て、皆さんにわかりやすく説明をしたいと思います。

戦国時代の合戦と城郭
●模擬授業①　　白峰　旬 教授

　中国の史書『魏志倭人伝』が伝える３世紀の日本列島には、女王卑弥呼がおさめ
る倭国と呼ばれる王国があり、彼女の死に際して径100歩の巨大な墓が造られたと
いいます。卑弥呼の都したと記された邪馬台国がどこにあったのか卑弥呼とは何者
かをめぐって、江戸時代以来論争が行われてきました。近年の考古学はこの巨大な
墓が前方後円墳であることを明らかにし、卑弥呼にふさわしい墓をもとめてきまし
た。その結果最古にしてもっとも標準的な前方後円墳が奈良盆地の一角に作られた
ことが明らかになり、現在邪馬台国の都の所在地をその付近に探索しています。
いっぽう九州では、奴国の中心遺跡は列島最古・倭国最大の都市遺跡であることが
判明し、大陸との貿易の中心として奈良盆地以上に栄えていたこともわかってきま
した。政治的中心は必ずしも経済的中心ではないようです。このような「邪馬台国」
研究の最前線を紹介します。　

卑弥呼をめぐる考古学
●模擬授業①　　田中　裕介 教授

　臨床心理学は人間の心の健康に関わる実践的な学問です。カウンセラーや臨
床心理士として学校や病院・クリニック、相談機関などで出会うことの多い心
理職ですが、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。

　人間は誰もが誕生日になると１歳ずつ年を取っていきます。「去年よりも今
年」といったように日々成長していくともいえます。ところが、ある時期を境
にして筋力がおとろえたり、記憶が低下していくことも見られます。低下した
能力をサポートしていくのが福祉の役割です。最近の福祉援助では高齢者福祉
で考えてみると、「生きがいづくり」や「新たな価値観づくり」に相談援助の視
点から関わります。今回の模擬授業を通じて、福祉の役割を説明していきます。

　昨今の医療現場ではチーム医療が基本となっており、心理職も専門家の一
人として、多様な専門家と協働していくことが求められています。今回の講
義では、ある架空事例に対して、心理職がどのようにアプローチするかお話
します。それらを通じて、心理職の役割と魅力をお伝えしたいと思います。

　医療現場では、様々な職種が連携・協働して患者さんをサポートすること
が求められます。今回の講義では、医療に関する架空の事例を通して、福祉
の専門家であるソーシャルワーカーがどのような役割を果たしているかお話
します。ソーシャルワーカーがどのようなことを大事にしているか、一緒に
考えてみましょう。

南ヨーロッパの旅から学ぶ「経済・ファイナンス」
●模擬授業　　河合　研一 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 教授

熊本城 慈渓県衙門（復元）「親民堂」と
「箴石亭」（中国・浙江省寧波市）

　中国では隋唐時代から「科挙」という試験で官僚を選んでいました。彼らは
儒教を学んだエリートたちですが、実際にどのような仕事をしていたかは高校
世界史の教科書では扱われていないと思います。例えば彼らは地方政府で働く
ことがありましたが、実は地方政府の仕事は彼らだけでは行えず、地元の人々
の助けを借りなければ務まりませんでした。一方、その地元の人々がさまざま
なもめごとを起こして官僚を困らせるようなこともあったのです。今回は、彼
らが書き残した裁判の判決文をもとに、科挙官僚の仕事ぶりを見てみたいと思
います。

中国の科挙官僚のすがた
●模擬授業②　　宮崎　聖明 准教授

　アーカイブズという言葉を聞いたことがありますか。昔のテレビ番組や、
ウェブサイトの以前の記録という意味で使われていることもあります。本来の
意味は、未来に残すもの、というものです。江戸時代の古文書なども含みま
す。昨今は政府の公文書の書きかえなどのニュースがありましたが、今の記録
を正しく残すことも含みます。デジタルの話も含みます。アーカイブズセン
ターの案内もしながら、解説します。

記録をのこすアーカイブズ
●模擬授業②　　針谷　武志 教授
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学生生活について、先輩に聞いてみよう 公認心理師についてもお話しします
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7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

○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、
調査、英会話の練習、各種資格試験対策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。
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　給食経営管理実習は、食事計画に基づいた献立を時間、施設の設備、調理担
当者の人数など限られた条件の中で調理し、衛生的で安全な、おいしい食事を
100人に提供する科目です。家庭での少量調理とは異なる調理工程を見学し、
できあがった給食を試食しましょう。今回の調理担当は３年生です。

給食ができあがるまでを見てみよう！
●実習見学　　　下村　美保子 准教授

　食品を扱う上で、絶対に知っておかなければならない知識の１つとして「食
中毒」があります。フグやキノコ（全てではありません）のように、食品その
ものに毒性が存在するものもありますが、今回は「細菌」や「ウイルス」といっ
た微生物が原因で生じる食中毒について学んでみましょう。

食中毒について学ぼう！
●模擬授業　　　仙波　和代 教授

　食物栄養学科では、昨年、地域貢献活動の１つとして玖珠町産の大麦を使用
したレトルトドライカレーを作りました。大麦にはβ-グルカンという水溶性
の食物繊維が多く含まれています。食物繊維は糖質の吸収を抑えることで血糖
値の急激な上昇を抑えたり、腸内環境を整えて便秘を改善するなどの作用があ
りますが、不足しがちな栄養素の１つでもあります。
　今回のオープンキャンパスでは、このレトルトドライカレーの元になったレ
シピをご紹介いたします。美味しく手軽に食物繊維が摂れるカレーを一緒に
作って食べましょう。

別府大学ドライカレーを作って食べよう！
●調理実習　　浅田　憲彦 教授

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

米麹を作成している様子
（コウジカビの顕微鏡写真）

調味料の配合の様子 地域の特産を用いた
商品試作の様子

玖珠町産もち麦を使った別府大学ドライカレー 給食経営管理実習の実習風景

心理職と福祉職の役割

●模擬授業②　　佐々木　隆夫 准教授

心理職とソーシャルワーカーの多職種協働における働き方

●模擬授業②　　日和　恭世 講師

●模擬授業①　　小野　貴美子 教授 ●模擬授業①　　川崎　隆 講師

温泉熱利用の温室栽培を見学ニュージーランドでの海外研修 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

オカナ講師に発音指導を
受ける高校生たち

浅野教授の模擬授業を
熱心に聞く高校生たち

　麹菌は味噌、醤油、清酒製造に欠かせない微生物です。麹菌によって造られ
る発酵食品を味見しながら、どのようにして発酵食品が造られるのかを学びま
しょう。また、代表的な発酵食品である塩麹を米麹と塩を使って一緒に作って
みましょう。

　味噌、納豆、チーズなどの発酵食品はコウジカビや乳酸菌などの微生物を利
用して作られています。肉眼では見ることができない微生物を観察するための
道具として顕微鏡は400年以上前に開発されました。今回の実習で様々な顕微
鏡を使って、食品を作るために用いられる発酵微生物や人の細胞を観察してみ
ましょう。

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）
麹菌が醸す発酵食品を味わおう！
●模擬授業　　塩屋　幸樹 講師

微生物の世界をのぞいてみよう
●模擬実習　　大坪　素秋 教授

　香料と聞くと、香水、シャンプーや柔軟剤などを思い浮かべませんか？実は
それらの香料は〈フレグランス〉と呼ばれるもので、もう一つ〈フレーバー〉
と位置付けられる香料が存在します。フレーバーは、皆さんの身近な調味料の
中に入っています！一緒に調味料とフレーバーの関係を探っていきましょう。

　「６次産業化」という言葉を皆さん聞いたことありますか。農業者や漁業者
が生産（第１次産業）だけでなく、第２次産業（製造業）・第３次産業（サー
ビス業）を行うことにより、新たな価値を作り出す取り組みです。様々な地域
で行われている６次産業化・商品開発の事例を一緒に学んでみましょう。

実は奥が深い…‼調味料
●模擬授業　　富士甚醤油株式会社（2009年度卒業）安藤　晴花

６次産業化ってなに？身近な農林水産物から商品開発！
●模擬授業　　 大坪　史人 講師

○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？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）　在学生に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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・
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○相談＆質問コーナー
　在学生に普段の学生生活や授業について何でも聞いてください！

７
・
８
月
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金先生と商品パッケージを
企画する学生



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：和歌を楽しむ ー心と言葉ー 
　限られた言葉で表現される和歌。和歌を作った人はその言葉にどのような思
いをこめたのでしょうか。言葉に注意して丁寧に読み解きながら和歌の魅力を
感じ取りましょう。

●英語・英米文学コース　　オカナ・トマース 講師
　模擬授業：Hospitality English　おもてなしの英語を練習しましょう。
　ラグビーW杯や東京五輪を控え、まもなく多くの外国人が日本そして大分を
訪れることになります。そこでこの模擬授業ではロールプレイ英会話の練習を
して、ショップやレストランで外国人旅行者に出会ったとき、または行き先を
探している外国人を見かけたときに役に立てるようにしたいと思います。参加
者にはこの模擬授業で実用的な英語表現を覚えてもらいたいと思います。

●芸術表現コース　　芸術表現コース教員＆学生
　ワークショップ：学びと実践！！　マンガの力を地域に活かす先輩たち
　マンガ、デザイン、アニメーション、絵画、美術史など、芸術に関わること
が好きな人向けの芸術表現コース。このコースで学ぶ在学生が地域を活性化す
る事業に関わり、社会に様々な商品や作品を生み出しています。学生たちの活
動の一端を紹介し、芸術表現コースではどんな学びをしているのかを楽しく解
説します。今回は商品パッケージのデザインを体験します。

【コース別企画】
●日本語・日本文学コース　　髙木　伸幸 教授
　模擬授業：作家の方法に学ぶ～小説の読み方・創り方～
　作家はどのようにして小説のテーマを掴み、どうやって物語を膨らませてい
くのか。作家が実際に使った資料を紹介しながら、作家の小説作法に迫りま
す。小説をより楽しく、面白く読み解くコツも教えます。

●英語・英米文学コース　　金城　國夫 講師
　模擬授業：くらべてみよう英語、日本語、世界のことば
　世界では英語や日本語の他に何千ということばが話されています。豊かで多
様なことばを巡る旅に一緒に出かけましょう！様々なことばの音やカタチをく
らべることで、改めて英語や日本語について考えます。

●芸術表現コース　　芸術表現コース教員＆学生
　ワークショップ：アフレコ体験でアニメーションを楽しもう！！
　マンガ、デザイン、アニメーション、絵画、美術史など、芸術に関わること
が好きな人向けの芸術表現コース。今回は短編アニメーションのセリフのアフ
レコ体験をテーマとします。アニメーションの仕組みやセリフの捉え方のレク
チャーを受けてから、大学内のスタジオで体験します。

※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！）

　今回訪問したスペイン、イタリアを巡る旅を通じて感じた主要観光都市の
経済状況やそこで活躍する人々の様子を紹介します。また、海外を訪れる際
の「お得で効率的」なお金の管理方法についても、実践的かつ具体的にお話
しします。

●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15日（月・海の日）

　一般向けの歴史雑誌で最も人気の高いテーマは城郭と合戦です。このテーマ
は古くから取り上げられるテーマですが、歴史学の研究対象として本格的に取
り組まれたという意味では、新しいテーマでもあります。城郭については、建
築物や曲輪などの構造面、歴史的にどのように発展してきたのか、合戦につい
ては、テレビドラマや映画などで描かれる合戦のイメージとの違いなどについ
て、皆さんにわかりやすく説明をしたいと思います。

戦国時代の合戦と城郭
●模擬授業①　　白峰　旬 教授

　中国の史書『魏志倭人伝』が伝える３世紀の日本列島には、女王卑弥呼がおさめ
る倭国と呼ばれる王国があり、彼女の死に際して径100歩の巨大な墓が造られたと
いいます。卑弥呼の都したと記された邪馬台国がどこにあったのか卑弥呼とは何者
かをめぐって、江戸時代以来論争が行われてきました。近年の考古学はこの巨大な
墓が前方後円墳であることを明らかにし、卑弥呼にふさわしい墓をもとめてきまし
た。その結果最古にしてもっとも標準的な前方後円墳が奈良盆地の一角に作られた
ことが明らかになり、現在邪馬台国の都の所在地をその付近に探索しています。
いっぽう九州では、奴国の中心遺跡は列島最古・倭国最大の都市遺跡であることが
判明し、大陸との貿易の中心として奈良盆地以上に栄えていたこともわかってきま
した。政治的中心は必ずしも経済的中心ではないようです。このような「邪馬台国」
研究の最前線を紹介します。　

卑弥呼をめぐる考古学
●模擬授業①　　田中　裕介 教授

　臨床心理学は人間の心の健康に関わる実践的な学問です。カウンセラーや臨
床心理士として学校や病院・クリニック、相談機関などで出会うことの多い心
理職ですが、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。

　人間は誰もが誕生日になると１歳ずつ年を取っていきます。「去年よりも今
年」といったように日々成長していくともいえます。ところが、ある時期を境
にして筋力がおとろえたり、記憶が低下していくことも見られます。低下した
能力をサポートしていくのが福祉の役割です。最近の福祉援助では高齢者福祉
で考えてみると、「生きがいづくり」や「新たな価値観づくり」に相談援助の視
点から関わります。今回の模擬授業を通じて、福祉の役割を説明していきます。

　昨今の医療現場ではチーム医療が基本となっており、心理職も専門家の一
人として、多様な専門家と協働していくことが求められています。今回の講
義では、ある架空事例に対して、心理職がどのようにアプローチするかお話
します。それらを通じて、心理職の役割と魅力をお伝えしたいと思います。

　医療現場では、様々な職種が連携・協働して患者さんをサポートすること
が求められます。今回の講義では、医療に関する架空の事例を通して、福祉
の専門家であるソーシャルワーカーがどのような役割を果たしているかお話
します。ソーシャルワーカーがどのようなことを大事にしているか、一緒に
考えてみましょう。

南ヨーロッパの旅から学ぶ「経済・ファイナンス」
●模擬授業　　河合　研一 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 教授

熊本城 慈渓県衙門（復元）「親民堂」と
「箴石亭」（中国・浙江省寧波市）

　中国では隋唐時代から「科挙」という試験で官僚を選んでいました。彼らは
儒教を学んだエリートたちですが、実際にどのような仕事をしていたかは高校
世界史の教科書では扱われていないと思います。例えば彼らは地方政府で働く
ことがありましたが、実は地方政府の仕事は彼らだけでは行えず、地元の人々
の助けを借りなければ務まりませんでした。一方、その地元の人々がさまざま
なもめごとを起こして官僚を困らせるようなこともあったのです。今回は、彼
らが書き残した裁判の判決文をもとに、科挙官僚の仕事ぶりを見てみたいと思
います。

中国の科挙官僚のすがた
●模擬授業②　　宮崎　聖明 准教授

　アーカイブズという言葉を聞いたことがありますか。昔のテレビ番組や、
ウェブサイトの以前の記録という意味で使われていることもあります。本来の
意味は、未来に残すもの、というものです。江戸時代の古文書なども含みま
す。昨今は政府の公文書の書きかえなどのニュースがありましたが、今の記録
を正しく残すことも含みます。デジタルの話も含みます。アーカイブズセン
ターの案内もしながら、解説します。

記録をのこすアーカイブズ
●模擬授業②　　針谷　武志 教授

8月17日（土）

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

学生生活について、先輩に聞いてみよう 公認心理師についてもお話しします

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

○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、
調査、英会話の練習、各種資格試験対策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。
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　給食経営管理実習は、食事計画に基づいた献立を時間、施設の設備、調理担
当者の人数など限られた条件の中で調理し、衛生的で安全な、おいしい食事を
100人に提供する科目です。家庭での少量調理とは異なる調理工程を見学し、
できあがった給食を試食しましょう。今回の調理担当は３年生です。

給食ができあがるまでを見てみよう！
●実習見学　　　下村　美保子 准教授

　食品を扱う上で、絶対に知っておかなければならない知識の１つとして「食
中毒」があります。フグやキノコ（全てではありません）のように、食品その
ものに毒性が存在するものもありますが、今回は「細菌」や「ウイルス」といっ
た微生物が原因で生じる食中毒について学んでみましょう。

食中毒について学ぼう！
●模擬授業　　　仙波　和代 教授

　食物栄養学科では、昨年、地域貢献活動の１つとして玖珠町産の大麦を使用
したレトルトドライカレーを作りました。大麦にはβ-グルカンという水溶性
の食物繊維が多く含まれています。食物繊維は糖質の吸収を抑えることで血糖
値の急激な上昇を抑えたり、腸内環境を整えて便秘を改善するなどの作用があ
りますが、不足しがちな栄養素の１つでもあります。
　今回のオープンキャンパスでは、このレトルトドライカレーの元になったレ
シピをご紹介いたします。美味しく手軽に食物繊維が摂れるカレーを一緒に
作って食べましょう。

別府大学ドライカレーを作って食べよう！
●調理実習　　浅田　憲彦 教授

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

米麹を作成している様子
（コウジカビの顕微鏡写真）

調味料の配合の様子 地域の特産を用いた
商品試作の様子

玖珠町産もち麦を使った別府大学ドライカレー 給食経営管理実習の実習風景

心理職と福祉職の役割

●模擬授業②　　佐々木　隆夫 准教授

心理職とソーシャルワーカーの多職種協働における働き方

●模擬授業②　　日和　恭世 講師

●模擬授業①　　小野　貴美子 教授 ●模擬授業①　　川崎　隆 講師

温泉熱利用の温室栽培を見学ニュージーランドでの海外研修 模擬授業の様子
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オカナ講師に発音指導を
受ける高校生たち

浅野教授の模擬授業を
熱心に聞く高校生たち

　麹菌は味噌、醤油、清酒製造に欠かせない微生物です。麹菌によって造られ
る発酵食品を味見しながら、どのようにして発酵食品が造られるのかを学びま
しょう。また、代表的な発酵食品である塩麹を米麹と塩を使って一緒に作って
みましょう。

　味噌、納豆、チーズなどの発酵食品はコウジカビや乳酸菌などの微生物を利
用して作られています。肉眼では見ることができない微生物を観察するための
道具として顕微鏡は400年以上前に開発されました。今回の実習で様々な顕微
鏡を使って、食品を作るために用いられる発酵微生物や人の細胞を観察してみ
ましょう。

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）
麹菌が醸す発酵食品を味わおう！
●模擬授業　　塩屋　幸樹 講師

微生物の世界をのぞいてみよう
●模擬実習　　大坪　素秋 教授

　香料と聞くと、香水、シャンプーや柔軟剤などを思い浮かべませんか？実は
それらの香料は〈フレグランス〉と呼ばれるもので、もう一つ〈フレーバー〉
と位置付けられる香料が存在します。フレーバーは、皆さんの身近な調味料の
中に入っています！一緒に調味料とフレーバーの関係を探っていきましょう。

　「６次産業化」という言葉を皆さん聞いたことありますか。農業者や漁業者
が生産（第１次産業）だけでなく、第２次産業（製造業）・第３次産業（サー
ビス業）を行うことにより、新たな価値を作り出す取り組みです。様々な地域
で行われている６次産業化・商品開発の事例を一緒に学んでみましょう。

実は奥が深い…‼調味料
●模擬授業　　富士甚醤油株式会社（2009年度卒業）安藤　晴花

６次産業化ってなに？身近な農林水産物から商品開発！
●模擬授業　　 大坪　史人 講師

○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？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）　在学生に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。

７
・
８
月
共
通

○相談＆質問コーナー
　在学生に普段の学生生活や授業について何でも聞いてください！

７
・
８
月

共
通

金先生と商品パッケージを
企画する学生
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●別府大学駅
日豊本線 行橋・小倉・門司港方面（上り）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

50
30
02　19　32
04　26　35
01　31
12　51
26
11　32　48
36
06　32　51
27　43
07　30　46

日豊本線 別府・大分・佐伯方面（下り）
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16
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03　14　40
27
12　20
00　33
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●大分駅
日豊本線 別府・行橋・小倉・門司港方面（上り）
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13
14
15
16

34
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02　16　48
03　19　45
15　56
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16
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14　28
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16

55
43
03　21　29　44　56
27　52
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37
15　31
03　37
05　29
10　30
06　32
05　33

日豊本線 佐伯方面（下り）
5
6
7
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9
10
11
12
13
14
15
16

18　37
11　20　47
19　50
15　50
55
34　50
25　52
22　45
26
09　24　43
10　23　43

●別府駅

久大本線 由布院・豊後森・日田・久留米方面（上り）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13　35
24
04　59
55
50
53
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50
20
10　45
18　40

豊肥本線 豊後竹田・宮地・肥後大津・熊本方面（上り）
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7
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9
10
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14　55
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20
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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

調理実習の授業風景 在学生との質問コーナーの様子

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

　炊飯と汁物の特徴を学び、巻き寿司の巻き方を体験しましょう。

炊飯の理論を学び、巻き寿司を作ってみよう！
－巻き寿司、吸い物、デザート－

●模擬授業①　　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。

　お菓子作りでは、卵白を泡立てて砂糖を加えた“メレンゲ”をよく使います。
メレンゲができるまでの原理や上手に作るためのコツを紹介し、ふわふわに泡
立てたメレンゲを使ってスフレパンケーキを作ります。

ふわふわスフレパンケーキを作ってみよう！
－メレンゲ作りの原理とコツ－

●模擬授業①　　海陸　留美 教授

　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。食品中に含まれる食品添加物をはかり、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。

食品添加物について学ぼう！－食品衛生学－
●授業紹介②　　岡本　昭 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。

栄養士への道！
～調理実習やお菓子作りを体験してみよう～

「すいか泥棒」の劇をする
幼児Canぷ研究会

「BINGO」を歌う外国文化研究会

7月15日（月・海の日） 8月17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「取得できる免許・資格」、「授業」、「学生生活」、「就職」など
について、わかりやすく説明します！
●幼児Canぷ研究会（通称　幼キャン）
　本来は、キャンプの補助がメインの活動ですが、今回は劇を披露します！
お楽しみに！

●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ね！
●学内見学
　学内地図を基に自分で興味があるところに行ってみよう！説明ポイントで
は、初等教育科の先輩たちや先生たちが詳しく話してくれますよ！特にピアノ
レッスン室では、実際にピアノを弾いてみたり、先輩にピアノのことを相談し
たりしてみよう！また、キャンパスショップでは、ジュースやアイス等がもら
えるよ！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のことなど、先輩や先生が何でもお答えします！

視覚メディア社会の子どもたちへ－見る実体験としての視覚玩具－
●模擬授業　　吉村　壮明 教授

初等教育科で
楽しく学んで夢実現！

わくわくドキドキ保育の仕事！！
●模擬授業　　渡邉　輝美 准教授

11/２（土）・３（日）石垣祭

Campus Festival !

　｢生化学実験｣、｢基礎栄養学実験｣ではさまざまな実験手法により栄養素のはた
らきについて詳しく学びます。生きていく上で欠かすことのできない栄養素につ
いて、実験を通して一緒に考えてみましょう。

栄養素に関する実験をしてみよう！
－生化学実験・基礎栄養学実験－

●授業紹介②　　藤岡　竜太 准教授

●学科紹介
　初等教育科の特徴と魅力を詳しくご紹介します。もちろん、入試についての
説明もあります。
●外国文化研究会「FCSC」
　子どもたちと一緒に英語で遊ぼう！

●昼食は、パンバイキング！
　多くの種類の美味しいパンから好きなパンを選んでね！
●学内見学
　学内地図を基に自分で興味があるところに行ってみよう！説明ポイントで
は、初等教育科の先輩たちや先生たちが詳しく話してくれますよ！特にピアノ
レッスン室では、実際にピアノを弾いてみたり、先輩にピアノのことを相談し
たりしてみよう！また、キャンパスショップでは、お菓子やアイス等がもらえ
るよ！
●卒業生からのアドバイス
　教育・保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。
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のことなど、先輩や先生が何でもお答えします！

短期大学部

短期大学部

●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についてお話しします。
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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

調理実習の授業風景 在学生との質問コーナーの様子

7月15日（月・海の日） 8月17日（土）

　炊飯と汁物の特徴を学び、巻き寿司の巻き方を体験しましょう。

炊飯の理論を学び、巻き寿司を作ってみよう！
－巻き寿司、吸い物、デザート－

●模擬授業①　　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。

　お菓子作りでは、卵白を泡立てて砂糖を加えた“メレンゲ”をよく使います。
メレンゲができるまでの原理や上手に作るためのコツを紹介し、ふわふわに泡
立てたメレンゲを使ってスフレパンケーキを作ります。

ふわふわスフレパンケーキを作ってみよう！
－メレンゲ作りの原理とコツ－

●模擬授業①　　海陸　留美 教授

　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。食品中に含まれる食品添加物をはかり、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。

食品添加物について学ぼう！－食品衛生学－
●授業紹介②　　岡本　昭 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。

栄養士への道！
～調理実習やお菓子作りを体験してみよう～

「すいか泥棒」の劇をする
幼児Canぷ研究会

「BINGO」を歌う外国文化研究会

7月15日（月・海の日） 8月17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「取得できる免許・資格」、「授業」、「学生生活」、「就職」など
について、わかりやすく説明します！
●幼児Canぷ研究会（通称　幼キャン）
　本来は、キャンプの補助がメインの活動ですが、今回は劇を披露します！
お楽しみに！

●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ね！
●学内見学
　学内地図を基に自分で興味があるところに行ってみよう！説明ポイントで
は、初等教育科の先輩たちや先生たちが詳しく話してくれますよ！特にピアノ
レッスン室では、実際にピアノを弾いてみたり、先輩にピアノのことを相談し
たりしてみよう！また、キャンパスショップでは、ジュースやアイス等がもら
えるよ！
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のことなど、先輩や先生が何でもお答えします！

視覚メディア社会の子どもたちへ－見る実体験としての視覚玩具－
●模擬授業　　吉村　壮明 教授

初等教育科で
楽しく学んで夢実現！

わくわくドキドキ保育の仕事！！
●模擬授業　　渡邉　輝美 准教授

11/２（土）・３（日）石垣祭

Campus Festival !

　｢生化学実験｣、｢基礎栄養学実験｣ではさまざまな実験手法により栄養素のはた
らきについて詳しく学びます。生きていく上で欠かすことのできない栄養素につ
いて、実験を通して一緒に考えてみましょう。

栄養素に関する実験をしてみよう！
－生化学実験・基礎栄養学実験－

●授業紹介②　　藤岡　竜太 准教授

●学科紹介
　初等教育科の特徴と魅力を詳しくご紹介します。もちろん、入試についての
説明もあります。
●外国文化研究会「FCSC」
　子どもたちと一緒に英語で遊ぼう！

●昼食は、パンバイキング！
　多くの種類の美味しいパンから好きなパンを選んでね！
●学内見学
　学内地図を基に自分で興味があるところに行ってみよう！説明ポイントで
は、初等教育科の先輩たちや先生たちが詳しく話してくれますよ！特にピアノ
レッスン室では、実際にピアノを弾いてみたり、先輩にピアノのことを相談し
たりしてみよう！また、キャンパスショップでは、お菓子やアイス等がもらえ
るよ！
●卒業生からのアドバイス
　教育・保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。
●先輩に何でも聞いてみよう！
　大学生活のこと、授業のことなど、先輩や先生が何でもお答えします！

短期大学部

短期大学部

●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についてお話しします。


