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別府大学 学長　

豊 田 寛 三

新学長就任

 教育・研究
① 専門研究分野は日本近世史（江戸時代史）です。当初は地方（じかた）
文書を使って村落史、社会経済史研究を行っていましたが、大分に
赴任してからは、大分県下をフィールドとした政治史、藩政史、文化
史、文化財保護など近世史全般を研究領域としています。

② 近年は、豊後岡藩の政治や岡城、竹田城下町や咸宜園を生みだした
日田の豆田・隈町、佐伯藩や中津藩、臼杵藩など地域の歴史をトー
タルに捉える試みを行っています。そして、「歴史は足で書く」をモッ
トーに現地主義をとっています。「史学の別府大学」のお役に立てた
ら幸せです。

1944 年　香川県生まれ
1969 年　広島大学助手
1974 年　大分大学講師
1988 年　大分大学教授
1995 年　大分大学附属中学校校長
1998 年　大分大学教育学部長
1999 年　大分大学教育福祉科学部長
2002 年　大分大学学長特別補佐
2003 年　大分大学副学長
2005 年　大分大学教授
2010 年　大分大学退職
2010 年　別府大学学長　

新しい友へ
　本年４月から別府大学長を務めております。どうぞよろしく
お願いします。略歴にありますように、大分では36年余暮ら
しています。これまでも専門的な研究や学会の運営などで本学
の先生方とは、親しくお付き合いしてきました。今度は、別府
大学のメンバーに加えていただきました。
　学長として、めざす大学像は「平成の咸宜園」です。咸宜園
には、100年弱の間に全国各地から5,000名弱の若者が集い、
学びました。この塾は、豊後国（大分県）日田郡豆田町の豪商
の家に生まれ、学者・教育者・詩人として著名な広瀬淡窓が開
いた近世最大の私塾です。近代以降の日本の発展に貢献した多
くの人材を輩出しています。
　咸宜園教育の基本的な理念は「師弟同学」です。咸宜園では
入塾の時点で「三奪」といって年齢・身分・入塾までの学力は、
無視され、みんな平等でスタートします。身分制社会の近世の
私塾としては、最先端の理念です。そして、師も塾生も真理を
追究する学徒として学びあうのです。
　本学の建学の精神である「真理は我らを自由にする」の目指
すところも「師弟同学」です。学生と教員は真理を追究する学
問の前では対等の立場です。本学では、厳しさのなかで、互い
に信頼しあうことを大切にしています。

　本学は、100年余の長い歴史の中で、沢山の卒業生を出し、
国内外で活躍しています。卒業生の組織である同窓会の方々
は、大学と緊密に連携しています。そして、卒業生の子どもさ
んや、お孫さんも数多く本学で学んでいます。別府大学は、入
学した皆さんが「弟や妹に、そして子や孫に薦める大学」と思
う、「面倒見のいい大学」づくりを目指しています。
　本学には文学部・食物栄養科学部・国際経営学部の３学部と
大学院文学研究科・食物栄養科学研究科があります。文学部で
は、基礎的な学問の探求と最先端の文化創造によって、バラン
スのとれたスペシャリストとジェネラリストの育成を行ってい
ます。食物栄養科学部では、食の危機が叫ばれるなかで、食物
のスペシャリスト、プロフェッショナルを送り出しています。
設置されて２年目の新しい学部、国際経営学部は、グローバル
化のなかで、国内外の経済社会に出て活躍できる人材の育成に
燃えています。
　これらの組織は互いに連携・協力しながら教育・研究・社会
貢献をしています。皆さんの先輩たちや先生方は、大学での学
習や研究のほか、校外での様々な実習や職場体験実習などに頑
張っています。サークル活動やボランティア活動で大活躍して
いる人たちもいます。皆さんも一緒に活動しませんか。
　別府大学では、学びへの意欲に溢れ、学生生活を通して社会
に貢献する実践力を身につけ、自分自身に一層磨きをかけたい
と熱望している皆さんのご入学をお待ちしています。
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別府大学短期大学部 学長　

　　　　　金子進之助
１９３９年　ソウル生まれ  高校卒業まで長崎市で生活
１９６５年　九州大学文学部卒業（哲学科心理学専攻）          
１９６５年　大分県中央児童相談所勤務（主事・心理判定員）

児童部相談判定課長
大分県社会福祉センター専門心理判定員

１９８９年　大分県退職
１９８９年　別府大学短期大学部教授

幼児児童教育研究センター所長
初等教育科学科長
別府大学短期大学部学生部長
同学長補佐
同副学長
保育科学科長

２０１０年　別府大学短期大学部学長

「輝く学生」に会える喜び
　現在、短期大学部の学科は、食物栄養科・初等教育科・地

域総合科学科・保育科それに専攻科福祉専攻および専攻科初

等教育専攻があります。

　食物栄養科は栄養士養成を行っていますが、素直で熱心な

学生が育っています。県下の保育所その他の職場で評価され

ています。初等教育科は小学校・幼稚園の教師、保育所や児

童施設の保育士の養成を行い、良き先輩の導きもあって高い

就職率を誇っています。

　地域総合科学科では現在、総合ビジネス（情報・ビジネス

ファッション）、ライフデザイン（健康・福祉・ファッショ

ン）、トラベル＆コミュニケーション（外国語・観光）の系

列からいくつかの科目群を選んで学習します。学習科目に応

じた専門的学習や資格がとれるようになっています。また留

学生のための通訳コースも設けられ、外国人の受け入れも行

われています。保育科は大分市以南の保育士・幼稚園教諭を

希望する学生のために大分に設置しました。学園祭「コスモ

ス祭」では毎年ソーラン節の踊りをにぎやかに見せてくれま

す。

　初等教育科や保育科の学生は施設実習に参ります。食物栄

養科も現地実習があります。地域総合科学科はインターン

シップといって企業での実習があります。

　重度障がい者施設に実習に行った学生の激励に行った先生

の話です。「実習うまくいってるかい？」と訊ねた担当の先

生に、「先生、私はこの施設に来てとても良かったです。こ

の方達は自分では身の回りのことがおできにならないのです

が、私が介助して上げます。私は19年の人生の中で、自分が

こんなに必要とされているという実感を持ったことはこれま

でありませんでした。実習が楽しくてたまりません」という

答えが返ってきました。

　このように話す学生達は輝いて見えます。そんな学生に会

える喜びを私ももらっています。
 教育・研究
① 専門分野は、児童福祉学及び臨床心理学（心理的な悩みを持ったり、
行動上困っている人への援助）。これまでの経験を生かして、保育士
になる学生に児童福祉（子どもの幸せ）について教育し、あわせて
保育士がこども援助をする場合に臨床心理学的な知識や、児童援助
技法を身につけるように教育しています。

② 臨床心理学の中でも、心理療法とりわけ「心理劇」（劇技法を用いた
集団心理療法）を研究しています。技法開発とその応用について研
究しています。また虐待を受けた児童への心理的な援助や、犯罪被
害を受けた人への心理的援助についても実践・研究しています。
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　別府大学は今年、大学設置60周年の記念すべき年を迎え

た。前身の女学校時代から通算すると102年の歴史である。

それにしても、戦後新制大学の制度が発足して２年目という

早い時期に、なぜ大分県の別府という地方小都市に私立大学

が設置されたのか。そこには、自由主義的教育を地方都市で

実現したいと挑戦し続けた本学の創設者故佐藤義詮の教育と

学問にかける夢があった。

　明治39年に大分

県野津原に生まれ

た佐藤は、県立竹

田中学から東京・

御茶ノ水にある文

化学院に進んだ。

与謝野晶子など文

化人が教員として

名を連ねる文化学

院の自由な空気の

中で、佐藤は一流

の人士に接し、芸術や文学に理想の翼を広げていった。その

様な環境の中で、若き佐藤は故郷大分に文化学院にならった

自由主義的な学校を創設する夢を描いたと、私は想像して

いる。

　文化学院を卒業した佐藤は、大分に帰り、中学時代の師

の導きもあって女学校の経営に携わることとなる。戦前・戦

中を通して自由主義的教育への夢を封じられていた佐藤

は、戦後、堰を

切ったように積

極的な教育活動

を展開し、昭和

21年に別府女子

専門学校（別府

女学院）を開校

する。建学の精

神「真理はわれ

らを自由にする（VERITAS LIBERAT）」は、このときの開

校式で佐藤が語った言葉である。昭和25年には女子専門学

校を大学に昇格させ、別府女子大学を創設した。大学は文学

部のみ（国文科、英文科）の小さな学園であったが、森と

田園につつまれた小さな校舎には、大学を創り上げる活気

が溢れ、学生も教師も自由に学べる喜びに満ち、自由主義

的な教育を地方都市で実現したいという佐藤の永年の夢が

実現していた。佐藤には、文学や芸術、歴史の教育研究を

通じて「真理を愛し、自由を尊ぶ、真の教養ある人間を育

てる」という考えが基本にあった。大学のタイプは、文化学

院を想起させるリベラ

ルアーツ型の教養大学

である。彼は昭和62年

に80歳で亡くなるまで

自らの理想を貫徹し、

地方都市にありながら

も文学部のみの単科大

学を貫き通した。

　その後、別府大学は

佐藤の志を継いだ西村

駿一前理事長（現学園

長）の手腕によって発展し、現在、大学は文学部に加えて、

食物栄養科学部、国際経営学部の三学部を擁し、短期大学

部は四学科を擁するに至った。リベラルアーツと実学教育を

兼ね備えた大学に成長したのである。しかし、その教育理

念は、佐藤の素志を離れることはない。現在の別府大学に

は、佐藤の理想をそのままに、教員と学生の親密な関係が

受け継がれている。小さいキャンパスには派手さはないが、

家庭の団欒のような温かみがあり、おのずから人と人の距

離を縮める働きがある。また、佐藤が理想とした「学問の

サロン」の雰囲気も脈々と受け継がれ、分野も主張も異な

る研究者が、学問分野や立場を越えて自由に語り合う。こう

して別府大学は地方小都市における大学として成長を続け、

今日、文学や歴史、芸術の拠点として大分の学問研究をリード

し、地域を担う人材を輩出するに至っている。

　多難な時代に理想の火を燈し続けた創設者・佐藤義詮。苦

しい時代も佐藤を支え続けた志ある教員たち。現代は資格教

育や実学がもてはやされ、人文教育の価値は軽視されがちで

ある。しかし、人間や社会はそれほど単純なものではない。

文学や歴史、芸術には人間を深く耕す大きな働きがあり、そ

の存在価値は成熟した社会に欠かせないものであると私たち

は考えている。そして、別府大学はいまも、自由主義教育を

地方小都市で実現しようとした佐藤の夢を受け継ぎ、人文系

私大の挑戦を続けているのである。

創設者佐藤義詮の
　　夢を引き継いで　

学校法人 別府大学

理事長 日高紘一郎

創立者・佐藤義詮（昭和３０年頃）

西村駿一学園長

正門風景（昭和３０年頃）

特集 1　大学創立60周年
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 別府大学創立60周年記念書道展

　５月に60周年記念事業の

一環として、書道研究室の

22年間の歩みを振り返り、

また将来を展望する企画を実

施しました。書道展では、書

道教室のこれまでの活動を書

の作品（約100点）と甲骨文字や木簡を始めとする史資料（約

100点）で紹介しました。また講演会では、学内外の５名の

講師がそれぞれ報告を行い、書道研究室の過去・現在・未来

を回顧、展望しました。 書道展、講演会とも県下高校の先

生・生徒を始め多くの皆さんに参観、聴講いただきました。

 大分ユーモアまんが大賞

　質実剛健が尊ばれる九州にあっ

て、大分には吉四六話に代表される

ようなユーモアに秀でた県民気質が

あります。この様な地域の特性を活

かし、心を和ませるユーモアまんが

を公募し、大分から明るい笑いと豊

かな想像力を発信します。募集作品

はショートストーリー及び４コマま

んがです。締切は平成22年11月30

日、平成23年1月22日に受賞作品の発表を行います。詳しく

は大学のホームページをご覧下さい。 

 日本西洋史学会６０周年記念大会

　５月29・30日、大学創

立記念事業に協賛するかた

ちで、本学が主催校となり

「日本西洋史学会60回大

会」を開催しました。大会

シンポジウムでは「世界史

教育の現状と課題」をテーマに活発な討論が行われ、小シン

ポジウムでは本学の教員及び卒業生が「大航海時代における

東アジアの交流－日本をめぐる銀と鉛等の金属交易を中心

に－」をテーマに、斬新な議論を展開しました。また、時代

別の分科会では最先端の研究成果35本が報告されました。大

会には約500名が参加し、２日間にわたり熱のこもった報告

と討議が行われました。

 今後の記念事業

① 地域連携型調査研究「別府診断」

② 講演会「時空を超えて香りで遊ぶ」

③ 展示「田染荘の景観」

　 シンポジウム「文化的景観と地域連携」

④ シンポジウム「精神障がい者のための地域連携（保健医療福祉）」

⑤ 展示「別府大学史」

⑥ 公開講座「文学、ことば、絵 ー伝えたいこと　伝わることー」

　 シンポジウム「文学・絵にして伝えてきたもの」

別府大学60年の歩み

創立60周年記念事業

1908年　豊州女学校設立

1945年　別府女学院開設

1946年　別府女子専門学校認可

（国文科　英文科　経済科）

1950年　別府女子大学設置認可

（文学部国文科、英文学科）

1954年　別府大学と改称（男女共学となる）

1963年　文学部に史学科設置

1973年　文学部に美学美術史学科設置

1989年　別科日本語課程設置

1997年　文学部に文化財学科設置

大学院開設、文学研究科歴史学専攻設置

1998年　大学院文学研究科日本・日本文学専攻設置

1999年　大学院文学研究科文化財学専攻設置

2000年　文学部に人間関係学科設置

2002年　食物栄養学部開設、食物栄養学科設置

2004年　大学院文学研究科臨床心理学専攻修士課程設置

2006年　大学院食物栄養科学研究科食物栄養学専攻修士課

程設置

食物栄養科学部に食物バイオ学科設置

2009年　国際経営学部開設、国際経営学科設置

文学部を国際言語・文化学科、史学・文化財学科、

人間関係学科の３学科に改組

食物バイオ学科を発酵食品学料に名称変更
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平成22年1月26日国東市と協定調
印。前列右から3人目が野田侃生国
東市長、4人目が日高紘一郎理事
長、5人目が西村明前学長

国東市
協定

平成22年7月20日杵築市と協定調
印。日高紘一郎理事長（左）と八坂
恭介杵築市長（右）杵築市

協定

平成22年7月26日姫島村と協定調
印。右から藤本昭夫姫島村長、次森
久雄大分県東部振興局長、日高紘一
郎理事長

姫島村
協定

平成22年8月18日大分市と協定調
印。日高紘一郎理事長（右）と釘宮
磐市長（左）大分市

協定

平成22年10月10日豊後高田市と協
定調印。日高紘一郎理事長（左）と
永松博文市長（右）

豊後
高田市
調印

平成22年5月16日竹田市と協定調
印。右から首藤勝次市長、中川久定
氏（京大名誉教授、中川家18代当主）
と日高紘一郎理事長

竹田市
調印

平成22年10月14日日出町と協定調
印。右から工藤義見町長、次森久雄
大分県東部振興局長と日高紘一郎理
事長

日出町
調印

特集 2　別府大学の挑戦　地域連携（1）

県内12市町村と協定締結
 

　学校法人別府大学は、平成６年７月

１日に旧宇佐市と交流協定を締結して

以降、別府市（平成16年）、旧挟間町

（平成12年）、日田市（平成18年）、

由布市（同年）と協定を結び、本年度

は国東市、竹田市、杵築市、姫島村、

大分市、豊後高田市、日出町と協定を

締結しました。

　本学は文学部、食物栄養科学部、国

際経営学部及び短期大学部を擁し、歴

史、文化、教育、福祉、栄養、食品開

発、経営・経済等幅広い分野にわたり

教育・研究を実践し、有為な人材を社

会に送り出しています。今後ともこの

様な大学の知的資源を地域の振興のた

めに活用していきたいと願っていま

す。　各自治体とはこれまで築いてき

た相互の協力関係を一層充実させるか

たちで、各市町村の風土、歴史・文

化、産業などの特色を生かした相互の

取り組みを展開していきます。

　学校法人別府大学は一昨年（平成20年）創立100周年を迎えました。別府大学は今年60周年を迎え、４年後には短期大学部

も60周年を迎えます。学校法人別府大学は「大分の地元の学園」として、この歳月を地域とともに歩んできました。これから

も教育・研究をとおして地域に貢献できる大学でありたいと願っています。



地域連携の様々な取組み
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田んぼに「夢米（ゆめ）」を咲かせよう

　７月31日（土）、稙田公民館主催の夏祭りで、昨年に引き

続き短期大学部保育科の１年生がボランティア活動に取り組

みました。この「子ども夏祭り」は、未就学児と小学校低学

年の親子を対象に、

様々な遊び体験をしな

がら地域交流を深める

目的で開かれている企

画です。将来、地元で

保育士・幼稚園教諭を

希望する学生たちのアイデアを取り入れて、昨年よりも更に

充実させたいという主催者の願いもあり、保育科の学生代表

４名が実行委員会に入り、地域の子育て支援のグループや、

読み聞かせ、昔の遊びを伝えるグループ等と共に、祭りの企

画運営に積極的に携わりました。

　学生たちが中心となって取り組んだ企画は、造形活動、リ

ズム遊び、読み聞かせ等でしたが、それ以外にも地域のボラ

ンティアの方たちと一緒に、竹太鼓、金魚・ヨーヨー、巨大

迷路、バルーン、折り紙、スライム等の各コーナーで活動し

ました。

　別府大学と大分県は今年１月、稲作を通じて食の安全、食
料自給率、環境問題などを学生たちに考えてもらおうと、「大

分農業文化公園棚田プロジェクト」協定を結びました。これ

を受けて誕生

した「夢米（ゆ

め）棚田チー

ム」は農業文

化公園に直接

出向いて、稲

作の方法だけ

でなく、その

意義などを学んできました。

　６月27日（日）、食物栄養科学部、文学部、国際経営学部

の学生ら60人と教職員が田植えを行いました。　チームは、

自らの手でモミまきして育てたヒノヒカリの苗を手で分けな

がら植えました。その後、除草作業などを経て10月半ばに

収穫を行いました。さらに10月下旬に別府公園で行われる

大分県農林水産祭に出展するほか、大学の石垣祭にも店を出

して成果をアピールします。ただし「本番」はそのあと。農

業文化公園内の別の土地に棚田４枚（約８アール）を新たに

造成し、来年はそこで今回学んだ知識をもとに新しい稲作体

験に臨む予定です。

「わっしょい！ 子ども夏祭り in わさだ」でボランティア活動

学科等

国際言語・文化学科

史学・文化財学科

人間関係学科

プロジェクト名
大分ユーモアまんが大賞実施
「ＮＡＮ-ＮＡN」の制作・運営
宇佐市主催「市民環境歴史教室」との連携
田染小崎地区景観保全支援事業の実施
耶馬溪羅漢寺の歴史調査事業の実施
「自死遺族のつどい」の支援
「いのちの電話」の支援
「子育てネットワーク大分」の支援
「別府市地域協育プロジェクト」の支援
別府大学ＢＢＳ会による社会貢献活動
生涯学習論の授業を通じた近隣小学校の学習サポート活動
「大分精神障害者就労推進ネットワーク」の支援
精神科病院の地域包括医療に関する援助
精神障害者の個別就労支援モデル（ＩＰＳ）に取り組んで
いる企業への支援

学科等

人間関係学科

食物栄養学科

発酵食品学科

地域社会研究センター

発酵食品・加工食品地域共同
研究センター
司書課程

プロジェクト名
自立支援等に移行した旧知的障害者福祉工場が精
神障害者を受け入れるための施設改革を支援
「コミュニティーカフェ」の運営
「別府市軽度発達障がい児支援事業」の支援
別府市湯けむり景観保存計画（別府市教育委員会）
健康体操教室の実施
高齢者健康教室の実施
地域（竹田市）における食物アレルギー児受診
システムの試み
大分県理科教員研修会の開催
第3回　市民討議会・見本市の開催
地域フォーラムin別杵速見の開催

センターにおける技術相談活動

子どもの読書活動推進研修会の開催
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 別府大学の特長は「教員と学生の親密な信頼関係」にあり、

各学部・学科では、そのような環境づくりに努めています。

本稿では、文学部史学・文化財学科の取り組みとして「別府

大学史学研究会学生部会」による「研究室活動」を紹介します。

文学部 史学・文化財学科
「史学研究会学生部会」と「研究室活動」

学生の自主的な学会活動！

◆11の研究室
　史学・文化財学科には、学生による課外学習組織として、
11の研究室が置かれています。具体的には、アジア史研究
室、考古学合同研究、女性史研究室、西洋史研究室、東洋史
友永研究室、日本近世近代史研究室、日本古代史・中世史研
究室、日本城郭研究室、文明学研究室、民俗学研究室、歴
史・美術研究室の各研究室です。
　研究室活動の歴史は古く、昭和38年の史学科誕生後には５
つの研究室が活動を開始しています。

◆研究室の組織
　各研究室は、メンバーである研究室員（学生）と顧問教員
により構成されています。学生の中からは室長が選ばれ、毎
月11名の室長による室長会議が開催され、研究室活動の意見
交換や調整が行われます。

◆史学研究会学生部会　 
　史学・文化財学科には、教員・学生・卒業生による学会
「別府大学史学研究会」が組織され、年数回の研究会を開催
するとともに、機関誌『史学論叢』を発行しています。
　この史学研究会には「学生部会」が設置されています。前
述の11研究室は、この学生部会の活動（＝史学研究会の活動）
として位置づけられています。学生部会の部員は100名前後
にのぼります。
　史学・文化財学科の新入学生オリエンテーションでは、学
生部会編集の研究室紹介冊子『道標～みちしるべ～』を配布
し、学生部会や各研究室の代表者がそれぞれの活動を紹介し
ています。

◆研究室の活動
　研究室活動は週２回ほど放課後に行われ、個人研究やグ
ループ研究、古文書の学習会、外国語文献の読書会、研究室
が探求するテーマの勉強会などが活発に行われています。年
１回機関誌を発行し、研究成果発表の場としている研究室も

あります。さらに、フィールド・ワークや現地調査、合宿や
研修旅行など学外での活動も積極的に行われています。

◆大学祭での研究発表会
　このような活動の集大成として、11月の大学祭において、
学生部会主催の研究発表会が行われます。各研究室は、この
発表会に向けそれぞれ研究テーマを掲げ、室員全員による分
担研究を行います。
　発表会に向けては、レジュメを作成し、事前発表会を行う
など、入念な準備をします。発表の内容は専門性が高く充実
しており、日頃の研究活動が真剣に行われていることが分か
ります。
　本年５月に本学で開催された「日本西洋史学会」において、
学生部会のメンバーが裏方として大会運営を支え、大きな貢
献を果たしました。研究発表会で培われた企画・運営の力が
発揮されたと思います。

◆むすび
　学生による研究室活動は、史学・文化財学科の伝統となっ
ており、この活動の中からこれまで教員や文化財行政に携る
多くの人材を輩出して来ました。他大学に類例を見ない、優
れた取り組みと言えます。この伝統を絶やすことなく、今後
ますます発展させてゆくことが期待されます。

教育 CloseUp　



　別府大学短期大学部専攻科では、小学校教員の二種免許状

を持つ学生を、別府市内の小学校に派遣してベテラン教員に

「弟子入り」させ、実践力を養成する、「教員養成マイスター

プロジェクト」を実施しています。

短大 専攻科初等教育専攻
「教育マイスタープロジェクト」
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小学校教員になりたい学生は注目！

◆短大の小学校教員養成システム

　別府大学短期大学部初等教育科は、幼稚園教諭二種免許状

や小学校教諭二種免許状が取得できる課程として、40年以上

にわたって幼稚園教諭や小学校教諭の養成に携わってきまし

た。

　また、平成８年に短大に設置した２年課程の専攻科初等教

育専攻では、短大で二種免許状を取得した学生が、さらに幼

稚園教諭一種免許状や小学校教諭一種免許状を取得できるよ

うにしています。

　このように、別府大学短期大学部では、短大と専攻科の２

つのステージを通じて幼稚園教諭と小学校教諭の一種免許状

が取得できるようになっています。

◆教育マイスタープロジェクト

　近年、学校教育の課題が多様化し、大学には実践的指導力

を備えた教員の養成が求められています。別府大学短期大学

部専攻科初等教育専攻では、このような社会的要請に応える

ため、文部科学省の支援を得て、平成17年度から教員養成プ

ログラム『教育マイスタープロジェクト』を実施しています。

　これは、小学校教諭二種免許状を取得済みの専攻科の学生

が、専攻科の教育の一環として、別府市内小学校のベテラン

教師（教育マイスター）のもとでＡＴ（アシスタントティー

チャー）等として勤務する取り組みです。

◆プロジェクトの具体的内容

【研修内容】一種免許状取得を目指す学生が、ベテラン教員

のクラスでＡＴとして勤務し、ベテラン教員の人間性・

学級経営術・教科指導技術を見て、肌で感じて、学び取

ります。

【研修対象】別府大学短期大学部専攻科初等教育専攻２年次

の学生

【研修期間】10月から１月にかけての30日間（週３日×10週）

【研修機関】別府市内の小学校

【評価方法】大学側の指導教員が定期的に巡回し、現場の指

導教員の意見を聞きます。11月頃に現場の指導者や学生

を交えて問題点を検証し、取り組みの改善を図ります。

研修終了後には評価会議を持ち、評価を行います。

【単位認定】総合教育演習２単位として単位認定します。

◆プロジェクトの教育効果

　学生にとっては、ベテラン教員の人間性や永年醸成してき

た指導方法に接する貴重な機会であり、教員としての自覚、

社会的責任、教育姿勢など学ぶメリットは計り知れません。

また、ＡＴとして現場に立つということは「実習生」ではな

く、二種免許状を生かして「非常勤講師」として勤務すると

いうことです。「一人前の教員」としての体験は、緊張感を

伴い、即戦力を目指す教員養成の方法として極めて効果が大

きいと言えます。

　学生からも「実際の小学校で実習生としてではなく、一人

前の先生として子どもたちと関わることができました。今ま

での実習では、子どもたちに遠慮がちだった私ですが、マイ

スタープロジェクトの中で、子どもたちと真剣に向き合い、

日々成長していく姿を自覚することができました」といった

声が寄せられています。
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― 考古学というと縄文や弥生をイメージ

します

　考古学は先史時代のものと思われがち

ですが、歴史時代の考古学も非常に面白

い。私が一番関心を持っているのは大友

氏を中心とした豊後（大分県）の中世考

古学です。

　大友氏には、千年にわたる古文書が残

されています。また、大分市中心部の大

友氏館跡の発掘調査がこの十年ほど進め

られており、私も調査に携わっていまし

た。文書も遺跡もあり、研究対象として

懐が深い。将来的には、考古学と歴史学

の成果を合わせた「大友氏史」の叙述も

視野に入れています。

― そのほかに関心を持っているのは

　別府市の鷹塚古墳です。別府大学文化

財研究所が発掘調査した結果、九州では

非常に稀な方墳だと分かりました。おそ

らく大和政権との関わりの深い有力者の

墓でしょう。磐井の乱など九州の有力豪

族と大和政権の複雑な関係も時代背景と

してあり、古代史上貴重な遺跡です。

　ほかに、日田市小鹿田焼の廃窯の考古

調査を行なっています。昨年、小鹿田焼

の里が国の「重要文化的景観」に指定さ

れました。研究で地域に貢献できるのは

嬉しいですね。

― 考古学を志した理由は

　もともとは考古学志望ではなかった

（笑）。大学２年の夏休みに、実益と勉

強を兼ねたアルバイトがしたいと後藤宗

俊先生（現文学部名誉教授）に相談した

ら、遺跡発掘のアルバイトを紹介されま

した。これが考古学との縁のはじまりで

す。発掘現場でいろいろな方と知り合え

て非常に楽しかった。そのうえアルバイ

ト料もよかった（笑）。それ以降、夏休み

には必ず発掘のアルバイトをしました。

お陰で病弱だった身体が丈夫になりまし

た。

― 考古学の面白さとは

　明日何が起こるかわからないことです

（笑）。一つの埋蔵文化財の発見が、新た

に歴史の秘密を解き明かすかもしれな

い。実物を通じて歴史と直にふれあうこ

とができる。そんなドキドキする感覚が

あります。

　あと、古文書には偽文書等嘘が書かれ

ている可能性がありますが、考古学の場

合、モノ＝資料は嘘をつきません。もし

間違えたら、それは研究者の責任です。

そのような厳しさの中に面白みがありま

す。

― 授業で心がけていることは

　現場で通用する文化財専門家を育てる

上野　淳也　助教　プロフィール

●別府大学文学部助教

（史学・文化財学科所属）

●福岡生まれ、佐賀育ち

●専門は歴史考古学

●別府大学文学部史学科卒、同大学

院文学研究科博士後期課程単位取

得退学（歴史学専攻）。文学博士。

学生時代は弓道部に所属。

●大分県や大分市の文化財担当嘱託

職員、大学附属博物館学芸員等を

経て現職

ことです。知識があるだけでは駄目。歴

史の現場を踏み、発掘調査やフィールド

ワークを任せられる人間になってほし

い。そのためには測量や発掘の技術など

を身につける必要がありますし、人間と

しても成長する必要があります。

　それと遺跡や遺物を大切に扱うことで

す。埋蔵文化財の多くは開発に伴って潰

されていくのが現実です。私達が作成す

る「調査報告書」は、いわば歴史遺産の「遺

言書」にあたる。それだけに調査者の責

任は重い。たとえ小さな土器片でも大切

に扱わない人間は文化財専門家として失

格です。そんなときには厳しく叱ります。

最近では、自治体の方々から別大の卒業

生の評判が良くなって来ました。現場で

通用する専門家を育てるという点では、

絶対に他大学に負けたくありません。

― 学生へのメッセージをお願いします

　歴史に興味がある人はどんどん研究室

に来て下さい。思えば私自身、後藤先生

に発掘調査を紹介してもらわなかった

ら、考古学者としての自分は無かったで

しょう。別府大学のよさは、教員と学生

の距離が近いことです。遠慮なく門をた

たいて下さい。　

古墳時代から現代までの考古学
を幅広く研究する上野先生。別
大出身の若き研究者に話をうか
がいました。

現場で通用する文化財専門家を育てたい

研究者インタビュー

vol.1
文学部 助教（史学・文化財学科）　　

上野 淳也
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― どのような研究をされていますか
　主な研究テーマは、スポーツ栄養学と

ライフステージ栄養学です。スポーツ栄

養学では、アスリートの生活習慣、食習

慣を調査し、競技力向上のために最適な

栄養摂取のあり方を研究しています。ラ

イフステージ栄養学では、赤ちゃんから

お年寄りまでそれぞれのライフステージ

での健康の維持・増進、疾病予防と食生

活のかかわりを研究しています。

― 福岡ダイエーホークス（現ソフトバン
クホークス）でお仕事をされていたそう
ですね
　大学卒業後、宮崎の病院で管理栄養士

をしていましたが、福岡に転居すること

となり、大学の恩師からダイエーホーク

スの仕事を紹介されました。当時はス

ポーツ栄養学という分野が確立されてお

らず、他球団でも管理栄養士を雇うとい

う例はまだなかったと思います。病院と

環境が違いますし、初めてのことばかり

で最初は戸惑いましたが、球団のスター

ト時でもあり、新しい分野を若い人に任

せてみようというチャレンジ精神が球団

にあったのでしょう。非常に幸運でした。

― 球団での仕事内容は
　食生活を含めた野球選手の健康管理で

す。プロ野球選手が目指すのは、故障し

ない身体づくり、運動能力の向上です。

私はそれに必要な食事・栄養の指導を

個々の体調等に応じてしていました。ま

た、寮や遠征先のホテルでの食事メ

ニューを考えたり、選手の奥様達に栄養

指導や料理講習会をしたりしました。プ

ロ野球は一年一年が勝負の厳しい世界で

す。皆さん向上心が強く意識も高い。こ

ちらもプロとしての力量が問われます。

未開拓の分野でアプローチが難しかった

けれど、管理栄養士として鍛えられまし

た。

― 管理栄養士を志した理由は
　もともと医療関係の仕事をしたいと考

えていました。医療関係の資格が取れ

て、現役で入学できてと考えていくと、

最終的に選択肢に残ったのが管理栄養士

だったというわけです。

― 管理栄養士を選んでよかったですか
　本当によかったと思います。管理栄養

士は、人間が生まれてから死ぬまで、毎

日の生活を通して健康に関わります。自

分が実際に子どもを育てるようになり、

食事の大切さを思い知るたびに、この仕

事の重要性を感じます。

― まさにライフステージ栄養学ですね
　そうです。一生の健康の土台は子ども

のころの食事の影響が非常に大きい。い

ま明豊中学・高校の生徒の栄養指導を

行っていますが、自分自身も二人の子ど

もの親として家庭でライフステージ栄養

学を実践している最中です。

― 管理栄養士になるのは大変ですか
　管理栄養士になるには大学を卒業して

国家試験に合格する必要があります。そ

のぶん授業は厳しいですし、たくさん勉

強をしなければなりません。人の健康に

かかわる仕事につくわけですから、高い

志をもって頑張ってほしい。幸い、大学

には同じ目標を持った友人がたくさんい

ます。友人とともに努力すれば、苦労も

楽しさに変わるでしょう。

― 友人関係も大切ですね
管理栄養士は、食を通じて人間に奉仕す

平川　史子　准教授　プロフィール

●別府大学食物栄養科学部准教授

（食物栄養学科所属）

●福岡女子大学家政学部卒、同大学

院人間環境学研究科栄養健康科学

専攻修士課程修了

●管理栄養士、人間環境学修士

●宮崎県立延岡病院、福岡ダイエー

ホークス（現ソフトバンクホークス）

において管理栄養士として勤務

●専門はスポーツ栄養学、ライフス

テージ栄養学。大分県食育推進会

議会長を務める。

る仕事です。そのためには、知識や技術

だけでなく、相手を思いやる心、コミュ

ニケーション能力なども大切です。勉強

だけでなく、積極的に社会と関わり、友

人や親子の関係を大切にしてほしいです

ね。

―別大の印象は
　学生が素直で明るい。授業態度も真面

目で、入学後に伸びる学生が多い。みな

仲がよく、目的意識を持って励ましあっ

ています。教員は優しい方が多く、指導

に熱心ですね。

― 学生へのメッセージをお願いします。
　皆さんが管理栄養士の試験に合格し、

職場で実際に役立つ知識や技術を身につ

けることができるよう、最大限のサポー

トをしたいと思います。一緒にがんばり

ましょう。

スポーツ栄養学、ライフステー
ジ栄養学がご専門の平川先生。
管理栄養士のことを中心に話を
うかがいました。

管理栄養士の魅力を伝えたい

vol.2
食物栄養科学部 准教授（食物栄養学科）　

　平川 史子
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国際派　集まれ !!　Join Us!　
「スマイル・サロン」で国際交流しませんか

　今年の５月下旬から、日本語教育研究センターと国際交流会
の共同運営で交流拠点「スマイル・サロン」を始めました。国
際交流会は、別府大学の日本人・外国人学生からなるサークル
です。場所は別府キャンパス内1号館22番教室。平日の16:30
から18:00まで「開店」しています。留学生はもちろん、留学
生と交流がしたい人ならだれでも気軽に利用できる“溜まり場”
として、先生方と留学生の待ち合わせや地域の方々と留学生の
出会いの場に利用できます。肩肘張らずに、ふらりと立ち寄れ
る気楽な場所を心がけています。活動内容は特に決めず、トラ
ンプ、UNO、百人一首、神経衰弱やジェンガなどのゲーム、
「日本語で話したい」という留学生にはお茶を飲みながらのお
しゃべりなど、集まった人と相談して決めます。水曜日には
ゲーム大会を行うこともあります。「多くの留学生と日本人が
交流して、国際交流の中心になったらと考えています。そのた
めにも、これから交流しやすい場所にしていきたいです」と国
際交流会代表の三浦彰子（史学科３年）さん。  

「English Cafe’」でコミュニケーション力
をつけませんか
　英会話の学習方法は、清聴、聞き流し、ロールプレイなど
interactive性を高めるものなどいろいろ工夫され、効果を上
げています。市販の教材も物語形式でネイティブが話しかけて
くる仮想型、映画やドラマを見ながらリスニングの向上をはか
るものなど様々です。学生諸君にはこれらに加えて英語での
「普通のつきあい」を経験してほしいと思います。英語を日常
のコミュニケーションに使用している外国人と、個人的で自由
なつきあいができれば、表情を用いた表現力豊かな会話ができ
る様になります。
　国際経営学部では学生の英会話を担当されているシャー
リー・ヤング先生にお願いして、だれでもいつからでも参加で
きる「English Café」を７月から始めました。文法を気にせず
に気楽に英語に慣れ、英語圏の文化環境に親しみ、アジア人同
士の共通語としての英語も理解してもらうことを目的としてい
ます。ヤング先生は大分県で長く英語教育に携わってこられ、
自己表現に消極的な学生
を自然な対話に引き込ん
で行く術を心得ておられ
ます。さらに多くの学生
が参加することを希望し
ます。

頑張ってます！　留学生
母国スリランカに日本語学校
　別府大学大学院で学ぶスリランカ出身の留学生、スチッ
タ・グナセカラさんが母国に日本語学校を設立しました。
スチッタさんは、日本語を勉強しないまま来日した経験を
持ち、当初は授業についていくのにかなり苦労したとのこ
とです。このため、これから日本にやってくるスリランカ
人の後輩に早い段階で日本語に馴染ませ、日本での学習・
生活の負担を軽減させようと思い立ったそうです。
　日本語学校はスリ
ランカのニゴンボ市
に自身のアルバイト
代などをつぎ込んで
設立。第二の故郷と
なる別府の名を冠
し、「別府日本語学
校」と命名しました。
当面は高校の校長を

している父親の支援のもと、この日本語学校の経営を行い
ならが大学院での研究を続ける予定です。

上海万博で大分観光の「ＰＲ特使」に
　中国で５月に開幕した上海万博で、別府大学短期大学部
地域総合科学科２年、陳玉さん（中国黒竜江省出身）らが
踊りや歌を披露し、大分県の観光ＰＲを行うことになりま
した。陳さんは、オーディションで選ばれた中国人女性８
人で結成する「大分おどり隊」のリーダー。上海万博の日本
館では、９月下旬から10月にかけ
て各都道府県がさまざまなイベン
トを展開する予定ですが、陳さん
らは９月29日の「大分の日」に別
府音頭、豊後高田市の草地おどり
などを披露し、大分県の「観光Ｐ
Ｒ特使」を務めることになってい
ます。

している父親の支援のもと、この日本語学校の経営を行い
ならが大学院での研究を続ける予定です。

上海万博で大分観光の「ＰＲ特使」に
　中国で５月に開幕した上海万博で、別府大学短期大学部
地域総合科学科２年、陳玉さん（中国黒竜江省出身）らが
踊りや歌を披露し、大分県の観光ＰＲを行うことになりま
した。陳さんは、オーディションで選ばれた中国人女性８
人で結成する「大分おどり隊」のリーダー。上海万博の日本
館では、９月下旬から10月にかけ
て各都道府県がさまざまなイベン
トを展開する予定ですが、陳さん
らは９月29日の「大分の日」に別
府音頭、豊後高田市の草地おどり
などを披露し、大分県の「観光Ｐ
Ｒ特使」を務めることになってい
ます。

国際交流
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国際経営学会誌が創刊しました
国際経営学部

　別府大学国際経営学部の国際経営学会は７月、学会誌「Ｇｌoｂａｌ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ」を創刊しまし
た。2009年に開設された国際経営
学部は、①国際経営人材の育成②実
務家と研究者の交流ーなどを見据え
た研究拠点として国際経営学会を設
立。「Ｇｌoｂａｌ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ」はその中核と位置付けら
れ、今後は国際経営学部の教員、学
生、そして企業、地域住民なども参
加する学術誌になると期待が強まっ
ています。創刊号は論文、研究ノー
トが中心になっていますが、大分銀
行小倉義人取締役頭取（現取締役会
長）と西村明別府大学学長（前学長・
2010年３月末日をもって学長を退
任）の対談を特集したほか、学部研
究会動向なども織り交ぜ、従来の学
部紀要にないユニークさを取り入れ
るのが特徴です。

一

　般

　質

　問

成
平

22

会
例
定
回
２
第
年

成
平

22

会
例
定
回
２
第
年

題字は、明豊高等学校 ３年 長野桃子さんの作品です。
■県議会ホームページURL（アドレス） 

1
2
5
6

常任委員会県外調査の様子
７月下旬、５つの常任委員会が県外調査を
行いました。

097-506-5036

FAX097-506-1785

No.

http://www.pref.oita.jp/site/gikai/

平成22年第2回定例会
主な質問答弁要旨
県議会の情報公開
県議会の動き

総務企画委員会：島根県立美術館にて

文教警察委員会：山形県立山辺高等学校にて

自分をみつめなおす「看護の日」
別府大学附属看護専門学校

　近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちな
んだ、「看護の日」の式典が10日に執り行われました。
　看護師を志した学生、教務の先生による献花が行われ、揺らめくロウソ
クの光に照らされたナイチンゲール像の周りに、多くの花が埋めつくされ
ました。厳かな雰囲気の中、私達は自己を振り返り、それぞれの看護に対
する思いを再度、見つめ直すことができました。
　また同日、認知症の高齢者の尊厳を回復し、不安を軽減するためのコ
ミュニケーション法である「バリデーション」についての講演も行われま
した。日本では、まだ新しい分野の技法で、私自身初めて耳にする言葉で
もありました。
　「バリデーション」とは、認めるとい
う意味があり、認知に障がいのある高
齢者をありのままに受け入れることを
原則としています。たとえ、問題とな
りうる行動をとったとしても、全ての
行いには意味があるものとして捉え、
尊敬と共感を持って関わることに重点
を置いたもの、ということを講演を通
し学ぶことができました。

（1年　柳井みゆき）

明豊中学・高等学校　書道部の活動
明豊中学・高等学校

　明豊中学・高等学校書道部は、現在合わせて約
40名の生徒が在籍し、放課後の限られた時間の中
で部活動に励んでいます。
　地道な活動が少しずつ実を結び、「高野山全国競
書展」や「全国学生競書展」など各書道展で入賞
できる実力を備えてきました。そして、この度、
昨年度行われた高等学校文化連盟中央展におい
て、高校３年生の長野桃子さんが、九州大会大分
県代表に推薦され、第16回九州高等学校文化連盟
美術・工芸・書道写真展沖縄大会では作品部門優
秀賞を受賞することができました。
また、大分県議会の会報「県議会
おおいた」の題字の依頼を受け、
揮毫する機会も得ました。
　一歩一歩、ゆっくりと、着実に
歩みを進めた本校書道部が、学校
全体にまた一つ新たな明るい文化
の風を吹かせています。

別府大学附属幼稚園創立50周年記念運動会　開催
別府大学附属幼稚園

　平成22年10月10日(日) 別府大学学内グランドにて、創立50周年記念運
動会が行われました。
　今年度は別府大学附属幼稚園が昭和36年に誕生してから50年を迎えま
す。節目の運動会にふさわしく年長組の「50tｈ　Rainbow」や育友会競
技の『50周年記念変わりリレー』など内容を工夫しました。50回縄跳びを
跳ぶ・50歩二人三脚をする・50回ボールをついて次の人にバトンを渡す
等、お父さんお母さん達も必死になって燃えました。
　そして閉会式では、応援席からも参加してもらい会場にいる全ての人が
グランドいっぱいに広がって、『別大ソーラン節』を踊って締めくくりまし
た。「ソーランソーラン」の声
が大空へと響き渡って会場全
体が一体感に包まれたと同時
に、50年の伝統がこれからの
附属幼稚園へとつながった瞬
間だと感じました。
　たくさんの人に支えられて
受け継がれてきた附属幼稚園
の運動会となりました。

学校法人別府大学と別府大学同窓会との意見交換会
別府大学同窓会

　８月20日、別府大学で日高理事長、両学長を含む12名の大学幹部と同窓
会会長、副会長を含む11名の同窓会役員との間で、相互協力に関する意見
交換会が行われました。今回が2回目で、双方からの質問・要望に対し、同
窓会奨学金の創設、学生募集、大学教育、保護者懇談会、就職懇談会等へ
の同窓生の参画など建設的な意見が交換されました。大学と36,000人を擁
する同窓会とが車の両輪として機能し、今後の大学発展のために相互協力
していくことがあらためて合意されました。

豊後高田市との交流が充実
地域総合科学科

　昨年の「収穫祭」（稲刈り）に続き、６月13日、国東半島の豊後高田市田
染庄の「御田植祭」（田植え）に授業の一環として学生が参加しました。あ
いにくの雨模様でしたが、早乙女（男）姿の学生は、これまでにない経験
に大満足でした。昨年から同市との共同で、様々な地域交流型の実習が行
われていますが、今年は、さらにその内容が充実してきました。
　そうした新たな試みとして、これまでは日程などの関係で日本人と留学
生と別々に行われてきた地域観光実習を、豊後高田市の観光課の協力のも
と、合同で行いました。これは、同市におけるグリーンツーリズム（農家
でのホームステイ、竹細工製作、そうめん流し試食等）のプログラムに、
安心院ワイン工場見学、院内の
石橋の見学などを加えた体験実
習（７月10日～11日）でしたが、
今後は、既成のプログラムに加
え、日本人と外国人留学生が互
いに意見を出し合ってオリジナ
ルなプログラムを作れるような
方向性を探っていく中で、国際
的な視点から地域観光資源の開
発に携われる学生教育をすすめ
ていきたいと考えています。

学園Ｎｅｗｓ

創刊号（№1）
Global Management

国際経営学会（別府大学）

ISSN 2185-3428

足湯（鉄輪）足湯（鉄輪）

別府のウォーターフロントに
「巨大風車」は設置可能か

欧州における畜産副産物流通の再編
とレンダリング産業の新たな動向

ホスピタリティー・ツーリズム
企業における従業員満足の趨勢

「グローバル・ファッション
マーケティング戦略」の
新たな構図に関する理論研究

IFRSsにおける
人的資源会計の位置づけ

日米独経営経済学の特質
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別府大学附属看護専門学校41回生１年
原田温子

　私は准看護師から看護師を目指し本校に
入学しました。更に専門的な知識・技術を
学び、臨床で多くの患者様の力になりたい
と思っています。最初はたくさんの課題レ
ポートと、環境の変化になかなか慣れず、
授業に追いつくのがやっとでした。２年間
クラスメートと支え合い、所期の目的であ
る夢の看護師資格を取得したいと思います。

地域総合科学科１年　園田香織
　私は現在、ホームヘルパーや司書など様々な資格を取るため勉学に励ん
でいます。今はまだ、何が自分に合っているのかわかりません。しかし、
何もしないでいるのは駄目だと思い、私は在学中にできるだけ多くの資格
を取ろうと考えています。ボランティア活動にも積極的に参加し、経験を
通して自分が本当に就きたい職業を探したいと思っています。

国際言語・文化学科１年　石　美煕
　今まで一度もこんなに長期間家族と別かれたことがなかった私は不安な
気持ちばかりでした。こんな私が別府大学に来たのはこの不安な気持ちよ
り大切なユメがあったからでした。幼い頃からのユメだった同時通訳家を
目指しここ別府大学で勉強しています。ユメを叶えるため一番重要なのは、
自分の目標をもつことであり、自分を信じて進む道を選ぶ事だと思います。

人間関係学科１年　古江由佳
　私は、福祉の仕事についてより深く学ぶためにこの学科に入りました。
入学して少しずつ勉強していますが、まだまだ分からないことばかりで
す。これからの大学生活で、福祉についてもっとたくさん学んでいきた
いです。一人暮らしもしているので、一人暮らしでしか経験できないこ
ともたくさんして、大学生活を充実させていきたいです。

発酵食品科１年　大場美波
　私は、醸造家になることが目標です。大学では、中学校や高校とは違
い自分から動いていかないと何も学ぶことができません。特に自由参加
の学外授業は、ほとんど休日にあります。しかし、そのような活動でし
か学べないことが多々あります。普段の講義のみでなく、できるだけ多
くの活動の体験を積み重ねていきたいと考えています。

国際経営学科１年　大崎采美
　私はたくさんの資格を取得したいです。これから企業への就職で必要
になってくるであろう簿記は、一年次のうちに身に付け、語学の授業は
積極的に参加し、他国の人と同レベルで仕事のできる人間になりたいで
す。新設2年目の国際経営学科はこれらが期待されています。その期待を
裏切らぬよう、学業に専念し、社会に出て、大いに活躍出来る人物に成
長したいと思います

ス ポ ー ツ 振 興 会 文 化 会
サークル活動で学生生活充実

輝いています !　新入生

　別府大学スポーツ振興会 ( 学生団体 ) は、今年 33 年目を迎え
ました。
　『真理はわれらを自由にする』、この建学の精神のもと、スポ
ーツ振興会は更なる発展を遂げており、本年度は全国ハーブサ
ミットへのボランティア参加、大学周辺地域の防犯パトロール、
地域行事の積極的参加といったように、スポーツ以外の様々な
活動に取り組み、評価を頂いています。もちろん、本来のスポ
ーツ面に関してもスポーツ振興会に所属している体育系 21 サーク
ル各々が自らのサークルの運営方法・練習メニューを考え、よりよ
い結果を残すために、日々部員同士協力しながら練習に励み、他大
学に負けない成果を残す様努力しています。
　32 年の歴史を先輩方から受け継ぎ、後輩逹に引き継ぐ。本年
度からまた新たなスポーツ振興会の歴史が始まります。スポー
ツ振興会に所属する学生全員が参加してよかったと思える環境

づくり、雰囲気づくり
を目指し、「やる気」と
「笑顔」をモットーに、
今後も日々精進してい
く所存です。
別府大学スポーツ振興会   
第 32代会長　山鹿晃平

　別府大学文化会は文化系サークル20団体から構成されており、それぞれが目標、
目的にそって日々楽しく活動しています。
　文化会全体で開催する行事としては、5 月に新入生歓迎のお祭りであるさつき
祭、11 月に学園祭である石垣祭への参加、またリーダーシップトレーニングとい
う研修旅行等があります。さつき祭や石垣祭の実行委員は文化会構成員（各サー
クルから選出して）が加わり企画・運営を行っています。
　さつき祭は各サークルが自己紹介 CM、ステージ企画、展示などを行い、各サ
ークルの活動がはっきりとわかる機会となっています。また、文化会は全体とし
て積極的に大分県や別府市などが主催するボランティア活動に力を入れています。
一昨年は大分国体・全国障害者スポーツ大会に参加しました。昨年からは、地域
の安全のために各サークルから有志を募り、防犯パトロールを行っています。他
にも地域のお祭りの手伝いや、音楽祭のボランティア等にも参加しています。
　こういったサークル活動やボランティア活動は社会に出た時、必ず役に立つと
思います。今後とも積極的にサークル、ボランティアに参加し、今まで見えなか

ったものや、知らなかった事を多く
経験し、充実した活動を、各サーク
ルに期待しています。

文化会第30代会長
植田啓紀

学園Ｎｅｗｓ



　日本経済は一昨年のリーマンショック以降100年に一度といわれる金融不況から幾分持ち
直してはいるが今年の全国大学の就職内定率は、企業のコスト削減の中、大手企業を中心と
した採用の絞り込みで就職氷河期といわれた2000年の水準と同水準であった。しかも早期
化、長期化に加えて二極化と学生には極めて厳しい年になった。
　本学の平成21年度の就職状況は　大学・文学部73％、食物栄養学部91％、短大90％、
専攻科100％であった。
　大学では、公務員を始めいろんな民間企業に就職しており、特に今年度は卸売・小売業へ
の就職が減少し、大学院及び各種専門学校への進学者が増加している。
　短期大学部では、それぞれの学科の特色に応じて、自分の専門の資格を生かした職場への
就職が多く、地元就職が中心である。また４年制大学への３年編入者、本学の初教・福祉専
攻科への進学者も多い。
　全国的な就職状況の好転も早期には見込み難く、今まで以上に学生の就職に対する意識改
革を一層強めるとともにキャリア教育の充実に取り組んで行きたい。

別府大学　2010年3月卒業生

別府大学短期大学部　2010年3月卒業生

2009 年度の進路状況

「学費ローン制度」で支援します

14

　別府大学及び別府大学短期大学部、別府大学附属

看護専門学校は、保護者の経済的な理由により学業

が続けられない学生に対し、学業の達成を側面から

支援するために、国内の信販大手である㈱オリエン

トコーポレーションと提携し、本学へ進学を希望す

る高校生又は在学する学生の保護者が納付する学納

金を対象とした学費ローンの取扱いを開始しました。

　金利は固定で年 4.5％、窓口への来店は不要、支

払方法は多様 ( 余裕ができた場合の一部繰上げ返済、

卒業後に子弟が支払う親子リレー方式、在学期間中

は元金を据え置く方式等 )、利用金額は 10 万円以上

500万円以下、申込みは随時、留学生は対象外です。

　詳しい仕組み・手続きにつきましては右のチラシ

または大学のホ－ムページをご覧ください。

　お問い合せは、フリーダイヤル0120-517-325(㈱

オリエントコーポレーション学費サポートデスク )

まで。別府大学の事務局にもチラシを置いています。

科



① 所属　② 専門分野　③ 出身校　④別府大学の学生に一言

Shirley Young（シャーリー・ヤング）

① 文学部　国際言語・文化学科
② 実用英語
③ Australian National University
④ I think a great strength of Beppu University it its size. The 
campus is a place of intimacy and contact; teachers and 
students can build personal relationships and this means a 
better learning experience and environment for self-discovery. 
I  encourage students to use these years to explore 
themselves, who they are and the place they want to make 
for themselves in their community.

米村　浩（ヨネムラ　ヒロシ）

① 国際経営学部　国際経営学科
② 国際金融、ファイナンス
③ 一橋大学商学部・筑波大学大学院社会工学研究科
④ 温泉同様あたたかい印象です。一緒に楽しく自分を磨き上げましょう。

矢澤　信雄（ヤザワ　ノブオ）

① 国際経営学部　国際経営学科
② 管理会計・原価計算
③ 東京大学教養学部広域科学科、大阪大学理学部数学科
④ 別府の地元文化の要素と留学生のインターナショナルな要素をどのよ
うにフュージョンさせるべきか検討中。学生時代の友人は一生の友人
になります。いろいろな人と語り合い人の輪を広げていってください。
ただし、勉強も少しはしましょう。また、逆にこの４年間で資格試験
などに向けて本気で勉強した人は大きなアドバンテージを得ることが
できます。遊ぶことと勉強することのメリットと損失をよく考えま
しょう。

中村　弘幸（ナカムラ　ヒロユキ）

① 食物栄養科学部　食物栄養学科
② 公衆栄養学
③ 熊本県立大学大学院　環境共生学研究科　博士前期課程環境共生学専
攻

④ 大学時代はあっという間に過ぎて行きます。その中で、様々な経験を
し、人間として大きくなって欲しいと思います。そして、卒業時には
楽しかったと笑えるような充実した毎日を過ごして下さい。

阿部　敬信（アベ　タカノブ）

① 短期大学部　初等教育科
② 特別支援教育学
③ 放送大学大学院文化科学研究科教育開発プログラム
④ 別府大学は学生生活を送るには最高の環境がそろっています。時間は
無限にはありません。一度しかない人生、限られた時間を有効に活用
し、大いに学び、大いに遊びましょう!!

谷川　友美（タニガワ　トモミ）

① 短期大学部　初等教育科
② 看護学
③ 大分医科大学大学院医学系研究科
④ 学生との出会いを大切にし、共に学び成長していきたいと思っています。

大塚　守（オオツカ　マモル）

① 短期大学部　地域総合科学科
② 国語表現法
③ 広島大学文学部
④ よく学べ、よく遊べ。学ばなければ大学生ではありません。象牙の塔に
閉じ籠もっていては社会に貢献できる人物たり得ません。本学はこのこ
とを可能にする環境に恵まれていると感じます。大志を抱け、若人よ。

鈴木　晶（スズキ　ショウ）

① 短期大学部　地域総合科学科
② 国際観光学（日中観光）　温泉観光学　観光人類学、
　 観光文化論
③ 日本大学大学院文化研究科博士後期課程修了　博士（社会学）
④ 別府大学の印象：歴史ある大学で、地元に密着しながら国際人を育て
る教育に力を注いでいます。
学生に一言：国際温泉観光都市に立地するこの別府大学で“見る、食
べる、買う（土産物など）”という、観光学の蘊奥（うんのう）を共に
温泉に浸かりながら究めましょう。そして夢があるなら、その夢に向
かって突き進みましょう。夢は必ず実現できます！

神田　亮（カンダ　リョウ）

① 短期大学部　保育科
② 健康・スポーツ科学
③ 福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科修士課程修了
④ 学生生活は勉学に、人間関係に、恋愛に悩む事が多いと思います。し
かし、それを乗り越える事で人は成長します。大いに学んで、大いに
悩んで、成長していってください。応援しています。

渡辺　一弘（ワタナベ　カズヒロ）

① 短期大学部　保育科
② 幼児教育学・教育社会学
③ 広島大学大学院教育学研究科　教育科学専攻　博士後期課程
④ 別府校はロケーションが素晴らしく、大分校はアットホームな感じが
します。学生の皆さん、何事にもねばり強く、コツコツと取り組みま
しょう。そして無駄な経験もたくさんしましょう。

金　玉蘭（キム　オクラン）

① 大学事務局　学生課
③ 別府大学大学院　文学研究科　日本語・日本文学専攻
 　博士後期課程
④ 長年通っているうちにお母さんの懐のような存在です。今を楽しみ、
今にベストを尽くしてください。

小野　目依（オノ　メイ）

① 附属図書館
② （東洋美術史）
③ 別府大学大学院博士前期課程、文学研究科文化財学専攻
④ 授業、レポート、論文など、資料調査を行う機会の多い大学生活。ぜ
ひ図書館を有効利用し、知識と行動力の伴った学生生活を送ってくだ
さい。

𠮷田　香（ヨシダ　カオリ）

① 教務課　食物栄養科学部出向実験助手
③ 別府大学大学院食物栄養科学研究科食物栄養学専攻
④ たくさんのものに興味をもっていろんなことにチャレンジしてくださ
い。

矢野　沙也加（ヤノ　サヤカ）

① 教務課　短期大学部初等教育科出向
③ 別府大学短期大学部初等教育科
④ 遊んだり勉強したり、一番自分のやりたい事が出来るのが大学だと思
うので、キャンパスライフを楽しんで下さい。

羽田野　裕見（ハダノ　ヒロミ）

① 教務課　短期大学部食物栄養科出向実験助手
③ 別府大学食物栄養科学部
④ 学生の間に多くのことを学び、たくさん思い出をつくってください。

新任者紹介
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