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創設者

大 学は教 授、学生をも含めた学問研究の共同体で

佐藤 義詮 『わたくしの教育理念』
故に、複雑な社会に対応する教育を必要としているも

ある。共同体といっても、思想や専門を異にする多数

のである。大学を一つの単純な共同体として考えると

の教授と多数の学生がいる。主張も異なれば信念の

すれば各人が専攻している学問に対する研究の意欲

違うのも当然である。

が、大学の価値を決定するであろう。

しかし、私立大学にはその建学の精神にのっとった

さらに、このことは私の大学の建学の精神としてい

学風があり、教育の方法があると思う。こういう前提

る「真理はわれらを自由にする」ことに出発する。真

のもとで私は大学存在の意義を考える。

理と自由の原則は今日の社会情勢に対しては、はなは

今日大学の教育は必ずしも高度の研究を目的としな
いというのが通説であるが高等普通教育に課せられた

別府大学の歩み

1914年 第一次世界大戦 勃発
1939年 第二次世界大戦 勃発
1945年 終戦

1908年

豊州女学校設立

1946年

別府女学院開設

1947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・英文科）

1953年

自由ヶ丘保育専門学院開設

1954年

別府大学と改称（男女共学となる）
別府大学短期大学部設置（商科・生活科）

私立大学における大学という理念の欠如による。
自 由 は 人 間 性 の 尊 重 で あ り、 真 理 の 探 究 は 学 問 の

よりよく、より多く寄与することのできる人間の育成

最終目標でなければならない。その具体的方法は、あ

である。

るいははなはだ困難であるが、困難であることによっ

女子専門学校開設当初の本館正面

附属上代文化博物館開設

だ誤解や曲解をまねきやすいが、その基本的な問題は

問題の一つは、より高き教養、社会人としての生活に

人間というこの複雑な対象は、それが複雑であるが

■日本・世界の歴史

1964年 東京オリンピック開催
1970年 大阪万博開催
1972年 札幌オリンピック開催

て、大学教育の価値もまた高められるであろう。

1957年

自由ヶ丘幼稚園教員養成所設置

1962年

短期大学部に初等教育科設置

1963年

文学部に史学科設置

1964年

短期大学部に英文科設置

1973年

文学部に美学美術史学科設置

1977年

上代文化博物館を附属博物館と改称

1981年

別府大学アジア歴史文化研究所設置
別府大学短期大学部幼児・児童教育研究センター設置

1989年 昭和天皇が崩御、「平成」に改元
1991年 湾岸戦争勃発、冷戦終結

1987年

ＪＲ別府大学駅開設

1988年

カリフォルニア州サンノゼ市に別府大学国際教育研究センター設置

1989年

別科日本語課程設置

1992年

短期大学部大分キャンパス開学

1994年

湯布院教職員研修所開設 放送大学大分地域学習センター開設

英国詩人ブランデン氏も讃えた森と校門

短期大学部に専攻科福祉専攻設置（1993年学位授与機構認定）

短期大学部に生活文化科設置
1995年 阪神・淡路大震災

1995年

短期大学部に食物栄養科設置
国際交流会館完成
宇佐教育研究センター完成
日田歴史文化研究センター完成

1996年

短期大学部に専攻科商経・初等教育専攻設置

1997年

文学部に文化財学科設置
大学院文学研究科歴史学専攻設置

1998年 長野オリンピック開催

2001年 アメリカ同時多発テロ事件発生
2002年 ワールドカップ日韓大会開催

1998年

大学院文学研究科日本語・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
メディア教育・研究センター

短期大学部に経営情報文化科設置
2002年

食物栄養学部食物栄養学科設置

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

食物栄養学部を食物栄養科学部に名称変更

短期大学部に地域総合科学科、保育科を設置

2005年 愛知万博開催

食物栄養科学部食物バイオ学科設置
大学院食物栄養科学研究食物栄養学専攻修士課程設置
メディア教育・研究センター完成

2008年 北京オリンピック開催

大分香りの博物館

2007年

大分香りの博物館完成

2008年

学校法人別府大学100周年記念

2009年

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学科へ改組
食物バイオ学科を発酵食品学科に名称変更

2010年 バンクーバーオリンピック開催
2011年 東日本大震災
2012年 アテネオリンピック開催

国際経営学部国際経営学科設置
2011年

別府大学文化財研究所

竹田センター開設

2016年

１号館竣工

2017年

18号館（佐藤義詮記念館）竣工

2018年

110周年

新初等教育科発足（初等教育科と保育の統合）

別府大学ファンヴィレッヂ寮竣工
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大学・大学院・短期大学部 INDEX

学

部

学

科

大

学

中学校教諭一種免許状（国語・英語・
美術）
、高等学校教諭一種免許状（国語・
英語・美術）、司書、司書教諭、学芸員、
日本語教員資格

世界史コース
日本史・アーカイブズコース
考古学・文化財科学コース

中学校教諭一種免許状（社会）、高等学
校教諭一種免許状（地理歴史・公民）、
司書、司書教諭、学芸員、文書館専門
職員（アーキビスト）

人間関係学科

心理コース
社会福祉コース
教育・生涯スポーツコース

高等学校教諭一種免許状（公民）、公認
心理師受験資格（要実務経験）、社会福
祉士受験資格、精神保健福祉士受験資
格、社会福祉主事任用資格、司書、司
書教諭

国際経営学科

国際経営コース
会計・税理士コース
観光・地域経営コース

中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校
教諭一種免許状（公民・商業）、中小企
業診断士、ファイナンシャルプランナー、
税理士、IT パスポート、国内・総合旅行
業務取扱管理者資格、司書、司書教諭

《入学定員490人》
●国際言語・文化学科／100人
●史学・文化財学科／100人
●人間関係学科／70人
●国際経営学科／100人
●食物栄養学科／70人
●発酵食品学科／50人

史学・文化財学科

国際経営学部

取得可能な免許・資格

日本語・日本文学コース
英語・英米文学コース
芸術表現コース

国際言語・文化学科

文学部

コース

栄養士、管理栄養士受験資格、栄養教
諭一種免許状、食品衛生管理者、食品
衛生監視員、フードスペシャリスト受
験資格、司書

食物栄養学科
食物栄養科学部
発酵食品学科

発酵食品コース
食品流通コース
食品香料コース

中学校教諭一種免許状（理科）、高等学
校教諭一種免許状（理科）、食品衛生管
理者、食品衛生監視員、フードサイエ
ン テ ィ ス ト、 バ イ オ 技 術 者、 学 芸 員、
司書、司書教諭

卒業後の進路

一般企業、中学校・高等学校教員、図
書館（司書）、博物館・資料館職員（学
芸員）、マンガ・アニメクリエイター、
画家、デザイナー、文書館専門職員（ア
ーキビスト）、地方公共団体の文化財
担当者、社会福祉士、精神保健福祉士、
大学院進学

P08

一般企業、中学校・高等学校教員、図
書館（司書）、ファイナンシャルプラン
ナー、税理士、公認会計士、大学院進
学

P42

一般企業、栄養士、管理栄養士、栄養
教諭、食品業界（食品衛生管理者）
、検
疫所・保健所（食品衛生監視員）、図書
館（司書）
、大学院進学

P54

別科日本語課程

P72

歴史学専攻（博士前期・後期課程）
日本語・日本文学専攻（博士前期・後
期課程）
文化財学専攻（博士前期・後期課程）
臨床心理学専攻（修士課程）

中学校教諭専修免許状（国語・社会・美
術）
、高等学校教諭専修免許状（国語・
地理歴史・美術・公民）
、文書館専門職
員（アーキビスト）
、
公認心理師受験資格、
臨床心理士受験資格

一般企業、中学校・高等学校教員、博物館・
資料館職員（学芸員）
、
文書館専門職員（ア
ーキビスト）
、
カウンセラー（臨床心理士）

P75

食物栄養学専攻（修士課程）

栄養教諭専修免許状

一般企業、栄養士、管理栄養士、栄養教
諭、食品業界（食品衛生管理者）
、検疫所・
保健所（食品衛生監視員）

P77

食物栄養科

栄養士、中学校教諭二種免許状（家庭）
、
栄養教諭二種免許状、フードスペシャ
リスト受験資格、司書、司書教諭

給食受託会社・病院・福祉施設（栄養士）
、
中学校・高等学校教員、図書館（司書）
、
一般企業、四年制大学編入

P80

初等教育科

幼稚園教諭二種免許状、小学校教諭
二種免許状、保育士、社会福祉主事
任用資格、レクリエーションインス
トラクター

保育園、幼稚園・小学校教員、一般企業、
専攻科進学、四年制大学編入

P86

小学校教諭一種免許状、
幼稚園教諭一種免許状

幼稚園・小学校教員、一般企業、進学

P92

文学研究科

大学院

《入学定員59人》
●博士前期課程・修士課程／各10人
●博士後期課程／各3人

短期大学部

《入学定員265人》
●食物栄養科／50人
●初等教育科／200人
●専攻科／15人

4
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S AT O Rui

大学

UNIVERSITY

文学部

Faculty of HUMANITIES

大学

史学・文化財学科

人間関係学科

Department of

Department of

Department of

WORLD LANGUAGES & CULTURES

HISTORY & CULTURAL PROPERTIES

HUMAN STUDIES

● 日本語・日本文学コース

● 世界史コース

● 心理コース

● 英語・英米文学コース

● 日本史・アーカイブズコース

● 社会福祉コース

● 芸術表現コース

● 考古学・文化財科学コース

● 教育・生涯スポーツコース

国際経営学部

大学学長あいさつ

国際言語・文化学科

Faculty of
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

国際経営学科
Department of

国際的な視野をもって、

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

● 国際経営コース

地域に貢献

● 会計・税理士コース

─ 普遍的人間性の育成を ─

● 観光・地域経営コース

別府大学 学長

食物栄養科学部

Faculty of
FOOD SCIENCE & NUTRITION

食物栄養学科

発酵食品学科

Department of

Department of

FOOD & NUTRITION

FOOD & FERMENTATION SCIENCE

● 食品流通コース
● 食品香料コース

Admission Policy
入学者に求める修学態度

府 大 学 は、 敗 戦 直 後 の1946年 に「 真 理 は

できる人材の育成を重要な教育目標に掲げて、新

われらを自由にする」という建学の精神を

たに食物栄養科学部と国際経営学部を設置しまし

掲 げ て 創 ら れ た 別 府 女 子 専 門 学 校（ 開 校 時 の 名

た。食物栄養科学部は管理栄養士の養成を通して

称は別府女学院）を母体としています。爾来、別

地域の食育の専門家を育て、国際経営学部は国際

府大学はこの建学の精神のもと、一貫して学問を

化、グローバル化の時代に対応しえる地域経営の

通して真理を探究し、自由を愛する人間を育成す

人材を育てることを目標としています。

別

● 発酵食品コース

教育目的

佐藤 瑠威

入学者選抜の方法

別府大学（以下「本学」という。
）は､ 教育基

本学及び各学科の教育目的を理解し、目的に

本学への入学を希望する受験生に対し、本学

本法及び学校教育法に則り、建学の精神「真理

描かれた人材に成長するための基礎的な能力・資

で学ぶ上で必要な知識・技能、自ら問題の解を見

はわれらを自由にする」を基礎にして、深く専門

質を有し、目標に向けて主体的に学び自ら人生

いだしていく思考力・判断力・表現力及び主体性

の学芸を教授研究し、もって高い専門能力と広

を切り開いていこうとする意欲を持った学生を求

を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を有し

い教養を身につけ、豊かな人間性を備え、進ん

めます。

ることを目的とする人間教育の大学であろうとし

大学教育の目的は人間形成です。大学時代に学

てきました。そこには真の知性と普遍的な人間性

生の皆さんはいくつかの課題を意識して自己形成

を持った人間という人文主義的な理念による教育

に 取 り 組 ん で い っ て ほ し い と 思 い ま す 。一 つ に は 、

が、新しい日本を創っていくうえで最も重要であ

卒業後に社会で働いて生きていくために必要な専

るという考えがありました。この理 念のもとに、

門的知識を持った職業人となるための人間形成で

別府大学は1950年の別府女子大学創設から半世

す。もう一つは、地域社会と日本の社会の主体と

紀以上、文学部だけの大学として歴史を経てきま

して生きていくために必要な知識と判断力を持っ

した。建学の精神が表すこの教育理念は、別府女

た社会人となるための人間形成です。そしてさら

専 創 立 から70年 余 たった 現 在においても別 府 大

に、このグローバル化の時代において異なる国や

学の基盤をなすものです。

文化の人間と相互に理解し協力し合うことのでき

普遍的人間性の育成というこの建学以来の理念

る普遍的人間性の形成です。

に 加 え て、21世 紀 に 入 っ て 別 府 大 学 は、 時 代 の

別府大学は、学生の皆さんの人間形成の課題に

ているかどうかを、推薦入試・一般入試・AO入試

変化と社会の要請に応えるべく国際化と地域貢献

応え得る最善の教育を目指していきたいと考えて

で社会に貢献しようとする人材を養成するととも

等を用い、多面的・総合的に測定・評価し、入学

を旗印として、国際的な視野をもって地域に貢献

います。

に、学術・文化・社会の発展に寄与することを目的

者の選抜を行います。

とします。
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Faculty of HUMANITIES

文学部

国際言語・文化学科

史学・文化財学科

人間関係学科

Department of
HISTORY & CULTURAL PROPERTIES

Department of
HUMAN STUDIES

Department

Department

Department

1

2

3

国際言語・文化学科

史学・文化財学科

人間関係学科

Department of

Department of

Department of

WORLD LANGUAGES & CULTURES

HISTORY & CULTURAL PROPERTIES

HUMAN STUDIES

日本語・日本文学コース

● 世界史コース

●

心理コース

●

英語・英米文学コース

● 日本史・アーカイブズコース

●

社会福祉コース

●

芸術表現コース

● 考古学・文化財科学コース

●

教育・生涯スポーツコース

文学部

●

大学

Department of
WORLD LANGUAGES & CULTURES

Message

幅広い学びの中で、自分自身の価値を発見しよう

別

府大学では 1950 年、大学の創設とともに

め、初年時から卒業まで常に学生の顔が見える少

文学部を開設し、長い間文学部のみの単科

人数の演習【ゼミ】制を採用しています。同時に、

大学として歩んできました。その意味で、本学の

学科を改組し、国際言語・文化学科、史学・文化

建学の精神「真理はわれらを自由にする」を受け

財学科、人間関係学科を設置し、専門性とともに

継いできた伝統の学部です。実学を重視する時代、 広い学識を修得し、社会に適応し、創造力をもつ
文学部 学部長

飯沼 賢司 教授
IINUMA Ke nji

Concept

「文学部ですか」という声もありますが、時代の

人材を育てる改革を続けています。創設以来、西

行く方の見えない今だからこそ、必要な学部とい

日本、特に九州では、多くの教員・文化財専門職

えます。本学部は、建学の精神に基づき、常に時

を輩出し、今もその伝統を受け継ぎ多くの有意な

代の声に耳を傾け、時代に対応・指針を示せる人

人材を育て世に送り出しています。

材を育ててきました。きめ細かい教育を目指すた

文化・芸術を幅広く学び、
グローバルな視野を拓く
文学部は、大学の創設とともに生まれた学部であり、建学の精神「真理
はわれらを自由にする」を受け継ぐ伝統ある学部です。国文学、英文学
の学科で出発し、美学・美術史学科、史学科が加わり、さらに、文化財学科、
人間関係学科を増設しました。2009年に6学科を統合し、現在の国際言
語・文化学科、史学・文化財学科、人間関係学科の3学科となりました。学
科増設、改編の中でも人間探求の学問を学ぶ「学府」としての原点を核に、
国際的な視野をもち、地域にも密着した教育を行っています。

8

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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学 科の学び

国 際 言 語 ・ 文 化 学 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

教養科目
2 年次

3 年次

4 年次

専門科目
日本語・日本文学コース

1

国際言語・文化学科

Department of

WORLD LANGUAGES & CULTURES

2 年次

3 年次

○発展演習1･2 ○日本語学講義1･3
○日本文学史 ○漢文学概論
●日本文学講義1〜6
●日本語学講義2･4
など
など ●書の古典及び鑑賞学

4 年次

国際言語・文化学科

Department

など

◯必修科目 ●選択科目

１年次
○国文学概論 ●言語学概論
●美術史概論 ●芸能文化論
●考古学概論 ●比較文化研究
●文化人類学
●国際文化複合演習

文学部

○導入演習 ○基礎演習 ●文学 ●哲学 ●法律学 ●倫理学 ●心理学Ⅰ･Ⅱ ●日本文化史 ●世界文化史 ○英語1〜6 ●TOEIC1〜8 ●生物学
●情報リテラシーⅠ ●行政学 ●経済学 ●社会学 ●歴史学 ●科学技術論 ●ドイツ語コミュニケーション1･2 ●国際文化論 ●国際関係論
●現代社会と福祉Ⅰ･Ⅱ ●社会調査法 ●マスコミ論 ●フランス語コミュニケーション1･2 ●地球環境論 ●情報文化論 ●国際理解Ⅰ･Ⅱ ●社会生活概論
●人権教育論 ●中国語コミュニケーション1･2 ●韓国語コミュニケーション1･2 ●地域福祉論 ●マスコミ論 ●世界史概観1（西洋史） ●比較文化研究
●世界遺産研究（国外） ●文化人類学 ●視聴覚教育メディア論 ●TOEIC1 ●TOEIC2 ●インターンシップ ●ボランティア活動論 ●社会学 ●情報文化論
●外書講読 ●デッサン ●マンガ概論 ●アニメーション概論 ●キャリア教育Ⅰ･Ⅱ ●情報文化論 ●市民生活とアーカイブス ●NPO論

文学 部

大学

◯必修科目 ●選択科目

１年次

○卒業論文
○卒業演習1
○卒業演習2

○専門演習1･2
●日本文学研究1〜9
●漢文学特論1･2
●日本語学研究1〜5

など

など

英語・英米文学コース
日本語・日本文学コース

英語・英米文学コース

文化の継承と創造のために
文学と芸術とは、人間が創造したもっとも親しみ
やすく、もっともすぐれた文化です。この文化の世
界に親しむことによって、私たちの感受性や思想は
磨かれ、生きる世界が豊かに広がっていきます。国
際言語・文化学科は、人間にとってなくてはならな
いこの文化の世界を広くそして深く学んでいくこと
によって、文化を創造し、継承していく人間を育成
することを目的とします。
日本と諸外国の文化、とりわけ日本語と日本文学、
英語と英米文学、絵画とデザイン、マンガや映像・
アニメーション、美術史に関心を持ち、文化の創造
と継承の仕事にたずさわりたいと思う人たちが学び、
そして刺激し合う学科でありたいと願っています。

１年次

芸術表現コース

○英米文学概論
○英会話1
○英会話2
●英文法1
●英文法2

学びのポイント

1

言語と文学と芸術を広く学び、研究する

2

日本の伝統的な文化を理解し、
外国の文化との比較研究をする

3

マンガ、映像・アニメーション、デザイン、
絵画などの芸術的表現方法や技術を学ぶ

4

副コース制の導入により、学科内すべての
コースから広く学ぶことができる

5

中学・高等学校の教員、博物館・美術館の
学芸員、図書館の司書の養成を目指す

学科教育の特色と育成する人材像

に描かれた人材に成長するための基礎的な能力・

国際言語・文化学科には、
「日本語・日本文学

資質を有し、目標に向けて主体的に学び自ら人

表現力を、一般入試等の学力・実技審査、推

コース｣、
「英語・英米文学コース｣、
「芸術表現コー

生を切り開いていこうとする意欲を持った学生を

薦入試の小論文・実技・面接及びAO入試の課

ス」という3つのコースがあり、学生は3つのコー

求めます。

スから自らの関心に基づいて自由にコースを選

入学者に求める能力・資質は何か

び、そして他のコースをも副コースとして選択し

①国語、英語、美術のいずれかについて基礎

語・英語・美術の教職資格と、図書館司書・学芸員
の資格が取得できます。
本学科は、文学、言語、芸術の分野について
充分な専門的知識と技能を備え、広い視野から

②自ら問題の解を見いだしていく思考力・判断
力・表現力を備えている。
③自ら行動し、また他者と協働して学習する
態度を身につけている。

題・面接等により測定・評価し、その結果を

など

など

2 年次

3 年次

○発展演習1・2
●芸術学購読
●キャラクター制作
●映像・アニメーションⅠ･Ⅱ
●カラー・イメージデザインⅠ･Ⅱ
●絵画技法Ⅰ･Ⅱ
●脚本研究Ⅰ･Ⅱ
など ●比較文化論Ⅰ･Ⅱ

○専門演習1・2
●芸術専門Ⅰ〜Ⅳ
●美術工芸論
●3D・CG演習Ⅰ･Ⅱ
●グラフィックデザインⅠ･Ⅱ
●絵画実習Ⅰ〜Ⅳ
●映像文化論
など ●言語文化特論Ⅰ･Ⅱ

4 年次
○卒業演習1・2
○卒業論文
○卒業制作

など

など

学び Pick Up
日本語・日本文学コース

英語・英米文学コース

芸術表現コース

日本文学研究２

英米文学作品研究Ⅰ

芸術表現Ⅰ〜Ⅳ

古典文学に表現されている人々の生き方を作品
から読み取っていくことを目標とします。
『枕
草子』
『紫式部日記』
『方丈記』
『徒然草』など
の作品をもとに、その時代の人々の考え方を読
み取り、喜びや苦悩を時代に即して考えていく
ことで、現代の考え方との差異も理解できるよ
うにします。

アメリカ文学を音読や日本語訳を通して、正確
に読解することを目標とします。難解な英文も
ありますが、作品が書かれた当時のアメリカの
社会や歴史、文化の理解に加え、登場人物の会
話中の発言や方言、全体の主題と登場人物の個
性なども考えることで、文学作品を解釈する力、
自ら調べる能力を養います。

芸術表現コースの各領域を広く学び、その後の
専門領域に進むにあたっての基礎をつくること
を目標とします。「マンガ」
「映像・アニメーショ
ン」
「絵画」「デザイン」の体験はもちろん、芸
術理論や言語表現も学んだうえで、イラスト
レーターやフォトショップといったソフトも使
いこなせるようにします。

臨む態度を、一般入試、推薦入試及びAO入
試等における調査書、志望理由書、活動報
告書等により測定・評価し、その結果を合否
判定に用いる。
③学校内外の活動（部活やボランティアなど）

力を、どのように評価するのか

入試やAO入試等において、調査書・志望理

るいは将来研究者を目指す人材を育成すること

①国語、英語、美術のいずれかに関する知識・

由書・活動報告書等を基に評価し、その結果

技能の力、及びそれを活用して学問への関

１年次
●芸術表現Ⅰ〜Ⅳ
●美術史概論
●マンガ概論
●マンガ基礎技術Ⅰ･Ⅱ
●CG演習
●デザイン概論
●芸術文化研究1・2

②主体的に学び、他者と協働して学問探究に

高等学校段階までに培ってきたどのような能

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

4 年次
○卒業論文
○卒業演習1
○卒業演習2

合否判定に用いる。

諸問題に対応できる人材、教員や図書館司書の

このような本学科の教育目的を理解し、目的

10

的な知識・技能を修得している。

高めたりすることができる思考力・判断力・

ような、将来地域教育･学術文化を担う人材、あ
を目的とします。

3 年次
○専門演習1 ○専門演習2
●英会話5 ●英会話6
●英米文学講読Ⅰ ●英語音声学
●英語学特講 ●英語学特殊研究
●英米文学作品研究Ⅲ

芸術表現コース

Admission Policy

て学習することができます。また本学科では、国

2 年次
○発展演習1 ○発展演習2 ○英語学概論
○英米文学作品研究Ⅰ ●英作文1
●英作文2 ●英会話3 ●英会話4 ●英文法3
●英文学史 ●米文学史 ●英語学演習1
●英語学演習2 ●英米文学作品研究Ⅱ
●英米文学特殊研究Ⅰ
など
など ●アメリカンスタディーズⅠ

における優れた成績や豊かな経験を、推薦

を合否判定に用いる。

心を深めたり、また、作品制作への意欲を
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特 色・ 特 長

活 躍 す る
卒 業 生

国際 言 語・文 化 学 科トピックス
国際言語・文化学科では、所定の単位を修得す

採用試験に合格しなければなりません。本学科では毎年、新規卒業者

ると、中学校・高等学校の国語、英語、美術

の正規採用の実績があり、特に国語教員は平成24年度から６年連続し

私自身も
成 長する 職 業 だと

て採用実績があります。

大学

の教員免許状を取得できます。教員になるためには免許状取得のうえ、

教 え子 だ け で なく

実 感 して い ま す

教員採用実績

平成28年度

平成27年度

別府溝部学園高等学校
大分国際情報高等学校
鵬翔高等学校

福岡市立三宅中学校
大分国際情報高等学校
竹田市立竹田中学校（英語）

学校法人高千穂学園小林西高等学校
聖心ウルスラ学園高等学校・聡明中学校
東筑紫学園高等学校・照曜館中学校
臼杵市立野津中学校（臨時）
大分県立日出総合高等学校（非常勤） 【韓国】大田国際通商中学校
五島市立嵯峨島中学校（常勤講師）
中津支援学校（常勤講師）
臼杵高等学校・三重総合高校（非常勤）

平成26年度

国際言語・文化学科
（平成26年度卒業）
宮崎県立延岡星雲高校出身

齊藤 奈々 さん
聖心ウルスラ学園高校（宮崎県）勤務

子

国際 言語・文 化学科の活 動
充実した演習

■ 高校国語教諭

アイルランドでの語学研修

地域をアート化するショートムービー

どもの頃から本を読むのが好きで、将来は図書館

仲間が多くて心強かったです。

の司書になりたいと思っていました。ところが中学

地元で国語教師として教壇に立つようになり、楽しいこ

時代に生徒の悩みと真剣に向き合ってくれる先生との出会

とも辛いこともたくさん経験しましたが、一番の喜びは教

いがきっかけで、教師を目指すようになりました。別府大

え子の成長を感じるとき。入学時に受け持った生徒から

学は司書の資格も取得できるのでピッタリだと思い、進学

卒業式に「先生に教わってよかった」と感謝された時は、

を決めたのです。

すごくうれしかったですね。

私は国語教師になるのが夢だったので日本語・日本文学

どんな経 験も無 駄にはな

コース専攻でしたが、英米文学や絵画、史学・文化財など
同じ文学部の学生と交流する機会も多く、大きな刺激にな

例えば日本語・日本文学コースでは、「日本語
学」
「古典文学」
「近代文学」から各自の興味
に応じて一分野を選択し、学生主体の「演習」
に取り組みます。演習とは、学生が自ら調べ、
考察した内容を発表し、学生同士で意見を交
換する活動的な授業です。例えば近代文学の
演習では、芥川龍之介や太宰治の小説を取り
上げ、毎時間、活発な議論が繰り広げられて
います。

アイルランド・リメリック大学の夏期語学研修
を実施しています。2017年は11名の学生が、
８月13日〜８月28日の日程で参加し、集中的
に英語学習に取り組みました。週末には、ア
イルランドの自然遺産や文化遺産を目にした
り、異文化理解を深めるためにイベントに参
加するなどしました。参加者はすべてホーム
ステイを行い、授業以外でも「生きた英語に
触れる」貴重な経験を得ました。今後は長期
間のプログラムの実現にも力を入れていきた
いと考えています。

国際言語・文化学科

平成29年度

文学部

国 語 教 員 は６ 年 連 続 現 役 合 格！※太字が正規採用の教員

りました。教員採用へのバックアップ体制が充実し、学生

らない ので、いろんなこ
未 来 の
後 輩 へ

とにチ ャレン ジしていき
ましょう

自身が運営する「模擬授業の会」など、同じ志を持った
マンガ、デザイン、映像・アニメーション、絵画、
美術史、言語表現のどの領域でも、芸術の基
礎を総合的に学ぶために、ショートムービー
を制作します。テーマは「身近な地域をアー
トで活性化するもの」です。監督、作画、ス
ケジュール、インタヴュー、音声、テロップ（文
字）、編集など、誰もが役割を分担して全員で
一本の映像作品を完成させます。

取 得 可 能 な免 許・資 格

就 職 ・ 進 学 状 況 （2018年3月卒業生）
【就職】

2018 卒業制作展

2017 年度卒業論文発表会

教員｜大分国際情報高等学校、別府溝部学園高等学校、

□ 中学校教諭一種免許状
（国語・英語・美術）
□ 高等学校教諭一種免許状
（国語・英語・美術）
□ 司書
□ 司書教諭
□ 学芸員
□ 日本語教員資格

２月に大分県立美術館OPAMで、絵画、デザイン、マンガ・アニメーショ
ンを学ぶ学生が４年間の集大成である卒業制作を展示しました。期間中
は関係者の他に、多くの一般の方にも御観覧頂きました。

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（芸術
表現コースに移行）では毎年学年末の２月に卒業論文発表会を本学で実
施しています。今年度は６回目となり、各コースから選ばれた優秀な卒
業論文が発表されました。

大分県立大分支援学校（講師）、大分大学教育学部附
属属小・中学校（非常勤）
、宮崎県立本庄高等学校（非

教員
15%

常勤）
、大分市立王子中学校（臨時）、中津市立緑丘中
公務員｜沖縄県うるま市教育委員会（臨時）、大分県
警、警視庁
司書｜宇佐市職員（臨時）、国東市職員（臨時）

公務員 6%
司書 4%

学校（臨時）

企業・団体等
75%

建設業｜㈱TOPHOME、㈱スガテック、㈱池田建設
製造業｜㈱エイジェック、㈱ダイナン、佐伯印刷㈱、
佐伯重工業㈱
情報通信業｜ディップ㈱、㈱エクストリンク、㈱朱夏

生活関連サービス業・娯楽業｜㈱別府観光産業

運輸・郵便業｜㈱韓進インターナショナルジャパン

医療・福祉｜（福）みのり村、エンゼル矯正歯科、障がい

卸売業・小売業｜植松商事㈱、クライム㈱、大黒天物

児童放課後等デイサービス果実の木、㈱リフライ

産㈱、ネッツトヨタ東九州㈱、㈱NTS通信サービス、

サービス業｜ANAテレマート㈱

㈱九州ケーズデンキ、㈱セイムス、㈱デンザイ東亜、
㈱トキハインダストリー、㈱マーキュリー、福岡トヨ
ペット㈱、㈲小野自動車工場
金融業・保険業｜岡藤商事㈱、㈱豊和銀行
学術研究・専門・技術サービス業｜クボタPHOTO㈱

国語教員は
６年 連 続 現 役 合 格！

宿泊業・飲食サービス業｜㈱まるひで、㈱亀の井別荘

12

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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日本語・日本文学コースでの “

私の大学生活

01

私の大学生活 ”

夢が見つかった大学生活は人生のターニングポイントになりました
人とは違う作品を取り上げたい
10人くらいの少人数で個々が選んだ“作品”を取り上げて
大学

発表するという授業があります。取り上げる作品は人
それぞれで、高校時代までに教科書等で目にしたこと
のある作品を取り上げる人もいましたが、私は小学生
の頃にマンガで読んだ
『和泉式部日記』を取り上げまし

文学部

た。暗い和歌も出てきますが、和泉式部の恋愛に対す
る心情の描写など現代のドラマにも負けない作品です。

大学に入ってやりたいことがみつかりました

さん

（大分県立大分豊府高校出身）

日本語・日本文学コース

02

時期がありました。大学に入ってみると自由に使える時間が

の一連の流れをすべて行います。先日授業を行った際

多くて、塾のアルバイトを始めてみました。勉強を教えてい

は時間配分が上手くいかず、最後のまとめをしっかり

るうちに、子どもに関わる仕事をしたいと思うようになり、

出来ずに終わってしまいました。今回の経験を生かし

学校の先生になるための授業を受け始めました。将来は学

て、次は時間内にまとめが出来るように練習をしてい

童保育の仕事をしたいと思っています。アルバイトをした

ます。国語の面白さ、文章を理解することの大切さを

り、将来について考える時間があって本当に良かったです!

上手に伝えられる先生になるため日々勉強中です。

運命の一冊は図書館から。図書館司書になるために幅広い文学作品に触れています

日本語・日本文学コース

私の大学生活

国 際 言 語・文化 学 科

教職の授業では、実際の授業をするために、計画から

国際言語・文化学科

安部 詩織

国語の先生になるために

実は高校生の頃、大学なんて行かなくて良いと思っている

司書の仕事に憧れて

Japanese Language & Literature Course

小さい頃から本が好きで、高校時代の司書の先生と仲良く
なったのをきっかけに司書を目指すようになりました。司
書の勉強を始めてみると図書館のしくみ、分類の仕方、整

日本語と日本文学を深く研究し

理・維持の方法とたくさん覚えることがあります。特にた
くさんの分野を扱っている本は分類が難しいですが、そん
なときは前例を参考にするなどして分類を決めていきます。

文化の本質の中から世界を認識する

FOBULというサークルに所属しており、大学図書館で

授業で“文豪が書いた童話”について調べる機会があり

本の紹介や排架をしています。以前、大学のイベント

ました。童話をメインに書いている著者に比べて、ブ

深さを読み解きます。 中学校・高等学校の国語の教員や図書館司書を目指

で県外の図書館を巡る機会がありました。ある図書館

ラックジョークや風刺が多く衝撃を受けました。私自

す人、日本語・日本文学の専門的知識を学びたい人、また、読書や文章

では本を出版社ごとに並べず著者ごとに並べていまし

身、普段から童話を読むことがないので、文豪が童話

た。利用者は探しやすくなる分、司書の仕事は増えま

を通じて伝えたいことは何なのか等を考察する良い機

す。それでも利用しやすい図書館を目指す姿勢に感銘

会になりました。普段触れることのない作品でも授業

を受けました。まずは大学で、私なりに利用者第一の

で扱うので幅広いジャンルの作品に出会うことが出来

図書館作りをお手伝いしていきたいです。

るのはこのコースの良さですね。

日本文学に親しみ、作品の背景にある日本の歴史や時代、社会状況と併せ、奥

を書くことが好きな人、日本文学に興味を持っている人 のために開かれた

佐藤 由貴

コースです。

さん

（大分県立大分西高校出身）

私の大学生活

！ 日 本 語 ・日 本 文 学 コ ー ス の 特 長

03

巧みな日本語表現で描かれた文学作品は、何度も読んでしまいます
１つの作品を深く楽しむ

国語教員６年連続新卒・正規採用
国語教
国語

幅広い専門分野をカバー

人生を豊かなものにするために

読書をするときは繰り返し同じ作品を読んで楽しんでい

平成24年度卒業生から連続して続いている国

文学としては上代文学（およそ奈良時代

日本文学や日本語学を学ぶことは“手に職を

ます。推理小説では犯人が分かって読むと、犯人の怪

語教員採用実績。本学を卒業と同時に正式採

まで）から現代文学まで、語学としては

つける”わけではありませんので、就職に

しい描写や読者のミスリードを誘うテクニックが随所に

用された人数は、24年は１名、25年は２名、

古代語から現代語までと、幅広く日本語

直結しないと思われる方もいるかもしれま

ちりばめられていて、最初に読むときとは頭の中での映

26年は２名、27年は１名、28年は３名、29

と日本文学を学ぶことができる環境を整

せん。ですが、本コースではこれら日本文

えています。特に、
「万葉集」
、
「伊勢物語」、

学や日本語学を学ぶことで、人生をより充

年は２名となっています。既卒生に関しては
12名が採用されており、合計23名の国語教員

「土佐日記」
、
「源氏物語」、
「夏目漱石」、
「芥

実させることができる“豊かな感性”を養い、

を輩出しています。大学全体として行われて

川龍之介」など、国語教育の現場で重要

社会人として自立できる日本語能力（文章

いる「公務員対策講座」とは別に、国語教員

な文学作品については、講義・演習で重点

読解能力、文章表現力、コミュニケーショ

への就職を目指す学生に対しては、毎年３年

的に取り上げ、専門的な基礎力を養うよ

ン力）を身につけることができると考えて

次11月から４年次７月中旬まで、毎週１回以

う指導しています。

像が変わります。同じ文章でも面白さが変わることで毎
回新鮮な気持ちで読むことができます。そのおかげで新
しい作品になかなかたどり着けません。
（笑）

別府大学ビブリオバトル

います。好きだからこそ一生懸命“学問”に

上（春期休業中及び４年次６・７月は週に２・

取り組むことができる、その取り組みは必

３回）コース独自の対策講座を行っています。

ず人生の糧になります。

川野 今日子

さん

（大分県立臼杵高校出身）

14

幅広い分野を扱える

良い図書館って何だろう

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

様々な視点で考察する

１人５分の持ち時間で自分の好きな本をプレゼンし、参加

自由なテーマでグループ発表をする授業で、私たちの

者の投票で一番読みたい本を決めるビブリオバトルに出

グループは小説に出てくる“悪女”にスポットを当てて研

場しました。大学祭最中の学校で行ったため、大学祭を

究をしました。なぜその女性は魅力的で、周囲の男性の

テーマにした本を選びました。自分の好きな本を好きに

気を惹くことが出来るのか、作者が描く悪女の一挙手一

なってもらうのはとても嬉しいので、インパクトのある言

投足を見逃さないように読み込みました。一見勉強と

葉選びを心がけて準備をしました。その甲斐あって見事

は関係ないテーマにも思えますが、描写の巧みさや個々

優勝! 今度は作品を読んだ人と意見交換をしたいですね。

の感じ方の違いがあって小説の奥深さを感じました。
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英語・英米文学コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

将来は英語にいつも触れていられるような人生が理想です！
英語のプロになりたい！
将来は英語にいつも触れていられるような人生が理想
大学

です
（笑）
。少人数で個別指導型授業も多く、学生それ
ぞれの弱点を先生方が把握してピンポイントで教えて
くれます。先生方とは週に何度も会えるので質問もし
やすい環境です。また、友達と疑問点を教えあったり、

英米文学で語彙力アップ！

さん

（大分県立宇佐高校出身）

英語・英米文学コース

02

ある作品が別の作品に引用されていたり影響を与えて

英米文学を読んでみて衝撃を受けました。まずは英語

いたりして、作品がリンクし文学世界が広がっていく

が難しかった（笑）。でも、授業を受ける中で語彙力も

ときは、世界旅行をしているような感覚に陥ります。

上がりましたし、なにより「この単語にこんな意味も

『嵐が丘』でイギリスの荒地を目に浮かべた後に、『悲

あったんだ!」という瞬間がとても面白かったです。映

しき酒場の唄』でアメリカ南部を思い浮かべる。そし

画のセリフに文学作品で知った単語を聴き取れたりす

て、なぜかその二つの作品に似通ったところを見つけ

るとうれしくなります。

たりすると、友達につい話したくなってしまいます。

受験時、第一志望ではなかった別府大学。でも、私はここで成長できました

英語・英米文学コース

私の大学生活

国 際 言 語・文化 学 科

文学の楽しさ

入学以前から物語を読むことが好きでしたが、授業で

国際言語・文化学科

榎本 眞由

文学部

一緒に考えたりする時間もとても貴重です。

“実は…”

English Language & Literature Course

高校では英語に特化したクラスで、受験当時、違う大
学が第一志望でした（笑）。入学後も他大学への編入学
を考えたりしていたのですが、別府大学で英語の授業

英語を通して世界を見る

を受けていく中で、今までよりもはるかに英語が身に

−コミュニケーション・ツールとしての英語から英米文化へ−

来て本当に良かった”と心から思っています!

付いていることに気付きました。今では“この大学に

別府大学での英語の学びは

イギリス文学、アメリカ文学、英語学に関するカリキュラムを履修することで、

タイにアジア各国から学生が集まります。もちろん会

英米の言語や文化の幅広い理解を目指します。そのような専門知識の習得に加え、

“英会話”、“音声学”など、自分が“英語の何が好きなの

話は全て英語です。国によってはネイティブでない

国際化の進む現代社会に対応できる英語力を身につけるために、英語の4つの技

か”を発見することができ、興味を持った分野を細か

“独特な英語”もありますが、その聞き取りもとても勉

く学ぶことができます。幼いころから英会話を学んで

強になりました。自分の会話力を試すよい機会でもあ

いたので、大学ではさらに高いレベルで勉強を進めま

りましたし、プログラム終了後も連絡を取り合ってい

した。結果も付いてきて、それが次への“やる気”につ

ます
（笑）
! おかげでTOEICのスコアも向上しました!

能「読む」「書く」「話す」「聞く」をバランスよく学習していきます。

越智 秀美

さん

（福岡県博多女子高校出身）

私の大学生活

！ 英 語・英 米 文 学コースの特長
「聞く
「聞
聞く・話す」力と「読む・書く」力の循環

TOEICテストへの取り組み

“英作文”や“実習”の中での取り組みとして、Skype

03

ながっていますね。

まずは話してみないと始まらない。実践の中から英語を学んでいます
アイルランド短期留学

アイルランド語学留学（短期留学）

１年生の夏休みに参加しました。ホームステイ先に１人で飛

英語によるコミュニケーション能力を幅広く評

生きた英語を学ぶ貴重な機会であるリメリック大

び込むのは正直怖かったです。最初の１週間は慣れるのに苦

を使って海外の人たちと話す機会を設けています。

価する世界共通のテストであるTOEICテスト。カ

学への短期語学研修。短期留学の形式で、夏期

労しましたが、徐々に話せるようになりました。午前中は語

自己紹介からはじまり、自分たちで作り上げた日

リキュラム内にこのテストへのチャレンジを目的

休業中の８月中旬に約２週間の期間で、ホーム

学学校で英語を学び、午後は遺跡や都市部に行きました。

本の観光地や伝統文化の紹介をプレゼンしていく

とした科目を設定し、講義としての講座と最終

ステイしながら語学研修を中心にスポーツ体験、

都市部では日本でよく見る大型店はなく、個々のお店で小さ

形で進めていきます。会話の相手は現地の社会人

的にTOEICテストを受験、スコアを獲得していく

演技講習、アイリッシュ音楽鑑賞などの活動に参

い店舗を持っているんです。町並みからも文化の違いを感じ

であったり、学生であったりとタイミングで変わり、

という取り組みを行っています。講義では１〜８

加します。基本的には希望者は全員参加すること

て、日本の当たり前は当たり前ではないんだと気づきました。

１対１で話すこともあれば、相手一人に対してグルー

までを設定し、レベルアップを図っていきます。

ができるため、１年次からでも参加することがで

プでプレゼンしていくものなど形式も様々です。

講義以外でも個人的に指導を受けたり、先生の

きます。短期とはいえ海外での語学研修、特に

短期留学から帰ってきてすぐ英検２級の試験を受けま

要約したり、討論を見たうえで自分の意見を英語で発

2016年４月からは、グループ対グループのSkypeを

研究室で行われる勉強会に参加したりするなど、

ホームステイ先のホストファミリーとの生活や通

した。気づかないうちに耳が英語に慣れていてリスニ

表するようなこともあります。番組の内容は毎回難し

取り入れた講義も取り入れています。単に語学や文

学生の要望に合わせて細かく対応しています。

学に不安を感じる方もいるかもしれませんが、現

ングで高得点! 無事合格しました。全て英語で会話す

くて、日本語で意見を言うのも難しいのに英語で発表

学作品を取り扱うだけでなく、英語を“聞く
・話す・読

これまでの最高スコアは875点と、700点を超え

地に詳しいアイルランド出身の教員が１名サポー

る授業を受けたり、休み時間も外国人の先生と英語で

なんて…と思っていました。最初は間違いだらけで

む・書く”力の学習が循環することでそれぞれの能力

てくる学生もぞくぞくと出てきており、実社会で

トで付き添うため、初めての海外という方でも安

話すので、日々英語を喋れるようになっているのが自

も、何度も挑戦していくうちに意見をはっきりと言え

改善や英語検定試験対策等の基盤となっています。

通用する英語教育が実を結び始めています。

心して参加することができるようにしています。

分でも分かるんです! 文法ももちろん大事ですが、生

るようになりました。間違いを恐れずに挑戦すること

きた英語に触れられる環境で良かったです。

の大切さを学びました。

英語漬けの毎日

西水 果帆

さん

（大分県立大分鶴崎高校出身）

16

ASEAN youth campに参加して

英語の科目は多種多様で、“英語学”、“英・米文学”、

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

間違いを恐れない
授業の中には英語で討論するテレビ番組を見て内容を
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！ 芸術表現コースの実技と理論の多様な学び

映像・アニメーション

大学

マンガ

文学部

日本・東洋美術史

言語表現
国際言語・文化学科
芸術表現コース

国 際 言 語・文化 学 科

芸術表現コース

Art Expression Course

西洋美術史

コミュニケーション論

芸術表現コース の「ここだけ!」
４年制で芸術が学べる大学は大分県内でここだけ！
芸術が文学部で総合的に学べる大学はここだけ！
芸術実技・理論と文化・言語表現の学びによる社会人養成はここだけ！

デザイン

自己プロデュース力をつける！
！

絵画

考

かんがえる

実技

理論

マンガ
デザイン
映像・アニメーション
絵 画

日本・東洋美術史
西洋美術史
方言学、記号論
コミュニケーション論

芸術表現コース

創
つくる

では

しる

芸術表現コース

で学んだ学生は

！ 芸術表現コースの取組
地域をアート化するショートムービー

卒業制作メイキング

２年生での「発展演習」

３年生での「芸術専門」

専門領域への架け橋の２年次に、新しい

３年次には、先輩の卒業制作の様子を

試みとしてショートムービーを制作しま

撮影した卒業制作メイキング映像を制

す。監督、作画、スケジュール、インタ

作します。２年次の経験を活かして、
制作全般にわたる役割分担をし、完成

制作を通して創造的な表現を学び、
自己プロデュース力を身につけます。

芸術文化を社会に向けて情報発信できます。

ヴュー、音声、テロップ（文字）、編集など、

地域の芸術文化の振興、活性化が担えます。

誰もが役割を分担して全員で一本の映像

した映像は卒業制作展で上映します。

⇒自分の知識・感性・技能・つながりを活用し自らの成長とビジ
ネスでの成功を生み出す力

芸術・文化の制作・研究・教育ができます。

作品を仕上げることで、芸術の基礎を総

２年次、３年次とレベルアップして協

合的に学びます。テーマは身近な地域を

働制作することでスキルを高めます。

アートで活性化するものです。この経験

また、卒業制作の現場の雰囲気に直接

から得意な専門領域を見つけ出すととも

触れる機会を持つことで、自身の制作

に、社会に必要とされるチームワークや

のモチベーションを上げ、４年次の取

協働性を実践的に身につけます。

り組みに活かします。

身近な芸術と文化を理論的に学び、
社会活動の基礎的教養を身につけます。
⇒ボーダーレス化し多様化の進んだ現代社会の理解に欠かせない
知識・ものの見方・考え方

18

知

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

多彩なスキルと自らの個性を発揮できます。
※本コースでは、文学部で芸術教育を実践してきた40年以
上の伝統を引き継ぎつつ、映像制作などの新たな要素を
加えた芸術教育を行います。
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学 科の学び

史 学 ・ 文 化 財 学 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

教養科目
2 年次

3 年次

4 年次

○導入演習 ○基礎演習 ●大学史と別府大学 ●キャリア教育Ⅰ ●哲学 ●世界文化史 ●科学史 ●体育実技Ⅰ ●スポーツと健康
●法学（日本国憲法） ●数学基礎 ●情報リテラシーⅠ ●情報リテラシーⅡ ○英語１ ○英語２ ○英語３ ○英語４
●インターンシップⅠ ●温泉学概論 ●体育実技Ⅱ ●国際文化論１ ●情報文化論 ●キャリア教育Ⅰ・Ⅱ ●文学 ●国際関係論
●マスコミ論 ●比較文化研究 ●生物学 ●行政学 ●統計学

2

史学・文化財学科

１年次

2 年次

●文化人類学
●世界史概論1（西洋史）
●世界史概論2（東洋史）
●世界遺産研究（国外）

○発展演習1
○発展演習2
●世界史講義1（東洋史）
●世界史講義3（西洋史）
など ●世界史講義4（文明史）

Department of

HISTORY & CULTURAL PROPERTIES

◯必修科目 ●選択科目

日本史・アーカイブズコース

考古学・文化財科学コース

広く深い歴史的見方を学ぶ

学びのポイント

史学・文化財学科は、日本史や世界史ばかりでな
く、高校では学ぶ機会がなかった考古学、民俗学な

1

歴史学分野では、日本と世界のさまざまな地域
と時代の歴史や民俗学などを幅広く学ぶ

2

文化財学分野では、考古学・文化財科学（先史考古学・歴史
考古学・保存処理・環境調査等）の多様な実習から深く学ぶ

3

副コース制を導入し、
すべての領域にわたり、
複数のコースの専門的学問が修得できる

4

中学・高等学校の教員、博物館・美術館の学芸
員、図書館司書、文書館専門職を養成する

どを含めた幅広い分野を擁する歴史系学科です。21
世紀の複雑な世界を読み解き、その社会で生きぬい
ていくためには、これまでの歴史から学び未来を見
据えていくことが必要不可欠です。
この学科では広く深い歴史的見方を学んで、21世
紀に生きる力を養います。

Admission Policy
学科教育の特色と育成する人材像

かりやすく伝えることができる表現力、思考

史学・文化財学科には、
「日本史・アーカイブズ

このような本学科の教育目的を理解し、目的

コース」
「世界史コース」
「考古学・文化財科学コー

に描かれた人材に成長するための基礎的な能力・

審査、推薦入試の小論文・面接及びAO入試

ス」という3つのコースがあり、学生はこの3つ

資質を有し、目標に向けて主体的に学び自ら人

の課題・面接等により測定・評価し、その結

のコースから自らの興味・関心に基づいて主コー

生を切り開いていこうとする意欲を持った学生を

スを選択します。さらに、
主コース以外にも興味・

求めます。

関心のあるコースを副コースとして選択して学

入学者に求める能力・資質は何か

修することができるため、すべての領域にわたっ

①歴史や地理についての基礎的な知識を修得

て複数のコースの専門的学問を修得することが
できます。また、本学科では、中学校社会・高等
学校地理歴史及び公民の教職資格、学芸員資格、
司書資格、司書教諭資格、文書館専門職（アー
キビスト）修了証を取得できます。
史学・文化財学科では、歴史や文化財について

20

活躍できる人材を育成することを目指します。

している。
②自ら問題の解を見いだしていく思考力、判
断力、表現力、探究心を備えている。
③自ら行動し、また他者と協働して学習する
態度を身につけている。

力、判断力、探究心を、一般入試等の学力

果を合否判定に用いる。
②主体的に学び、他者と協働して学問探究に
臨む態度を、一般入試、推薦入試及びAO入

など

●日本史概論1〜2
●文化財科学概論
●世界遺産研究（国内）
●芸能文化論
●美術史概論
●環境歴史学概論
●民俗学概論
●世界史概論1

2 年次
○発展演習1 ○発展演習2
●日本史講義1〜4
●世界史講義1〜4
●史学概論 ●歴史地理
●デジタルアーカイブズ
●環境歴史学講義1〜2
●文化遺産学講義1
など ●法制史 ●宗教史

3 年次

4 年次

○卒業演習Ⅰ
○専門演習1 ○専門演習2
○卒業演習Ⅱ
●日本史特講1〜4
○卒業論文
●アーカイブズ実習Ⅰ〜Ⅱ
●民俗学特講
●環境歴史学・文化遺産学実習Ⅰ〜Ⅲ
●環境歴史学特講1〜2
など

など

など

考古学・文化財科学コース
１年次
●美術史概論
●考古学概論
●文化財科学概論
●異文化共有論
●国際文化複合演習

2 年次
○発展演習1 ○発展演習2
●考古学講義1〜3
●文化財科学講義1〜2
●美術工芸論
など ●文化財保護論

3 年次

4 年次

○卒業演習Ⅰ
○専門演習1 ○専門演習2
○卒業演習Ⅱ
●考古学特講1〜3 ●文化財科学特講2
○卒業論文
●考古学実習Ⅰ〜Ⅱ
●埋蔵文化財実習Ⅰ〜Ⅲ
など
など ●文化財科学実習Ⅰ〜Ⅲ

など

学び Pick Up
世界史コース

日本史・アーカイブズコース

世界史概論（西洋史）

日本史特講３
（近世史）

古 代 ギ リ シ ア・ロ ー マ に 始 ま る
ヨーロッパの歴史を、ゲルマン民
族の大移動、宗教改革などエポッ
ク・メイキングな出来事に焦点を
当て、映像や図像を駆使してヴィ
ジュアルに学びます。ヨーロッパ
の歴史の流れを大まかに理解し、
現代社会が成立する過程について
考えます。

戦国時代の終焉から織田信長の登
場、豊臣秀吉の天下統一事業、そ
の後、関ヶ原の戦いを経て、徳川
家康が江戸幕府を開設するに至る
政治過程を扱います。天下人三人
（信長、秀吉、家康）による政治
の時代は中世末〜近世初期にかけ
てダイナミックに展開する時代な
ので、そうした時代背景を理解し
ていきます。

考古学・文化財科学コース

民俗学概論
「もののけ姫」のテーマのように
常に人間はその周囲と自然環境と
せめぎ合い、交渉を持ちつつ、そ
の歴史を刻んできました。この講
義では、開発と環境をテーマとし
て、自然と人間の関係史の観点か
ら九州の地域史を再構成します。

埋蔵文化財調査実習Ⅰ（遺跡調査）
様々な遺跡発掘調査に対応できる
ように、実際の発掘調査現場で実
践的な発掘調査に参加し、調査能
力と応用能力を養成します。この
授業では各自治体の発掘現場に参
加し、発掘調査のプロセス、調査
手法、安全管理等を実践で体系的
に学びます。文化財専門職として
の思考力・実践力・社会的汎用力を
身につけることが目標です。

試等における調査書、志望理由書、活動報
告書等により測定・評価し、その結果を合否

世界史講義１（東洋史）

環境歴史学・文化遺産学実習Ⅲ

アーカイブズ管理論

文化財科学実習Ⅰ ･ Ⅱ

判定に用いる。

先史時代から唐代までの中国と日
本の文化交流について解説しま
す。「三国志」の諸葛孔明と邪馬
台国女王卑弥呼の関係や遣隋使・
遣唐使による律令の導入など、高
校日本史・世界史で学んだ事実を
交流史の上から考えてみます。

有形と無形の民俗調査の必要性と
問題点を学ぶと共に、歴史的経緯
と具体的な調査方法について学び
ます。また、10月初頭の竹田市城
原八幡神社の夜神楽見学と翌日の
神幸行列へ参加します。地元の人
たちと交流して、過疎地における
祭礼行事の意義を考えます。民俗
調査や民具の実測と取り扱いの基
礎的能力を得ることが目標です。

公文書（アーカイブズ）管理の歴
史についてや、個人情報や知的財
産、特定秘密保護等関連法規、保
存環境、災害対策等アーカイブズ
学の根幹に関わる講義です。また
実際の現状を知るために資料保存
セミナーに参加するなどしてアー
カイブズのマネジメントを学びま
す。九州では唯一アーキビストを
目指せる大学です。

発掘された木製品や金属製品の取扱
い方や保存修復作業の実際について
学びます。土中で長期間埋蔵されて
いた文化財は材質自体が変化し、通
常の文化財の修理方法では対応でき
ません。出土した遺物を用いて、そ
の脆弱さや形状の変化について実感
しながら保存修復と関連分野につい
て学び、専門の保存修復者としての
基礎を身につけることが目標です。

③学校内外の活動（部活やボランティアなど）
における優れた成績や豊かな経験を、推薦
入試やAO入試等において、調査書・志望理

高等学校段階までに培ってきたどのような能

由書・活動報告書等を基に評価し、その結果

広く深く学び､ 学習した知識・技能を応用して社

力を、どのように評価するのか

を合否判定に用いる。

会に貢献できる人材、また本学科で取得可能な

①世界史・日本史・地理に関する知識、及びそ

上記の諸資格を活かしてそれぞれの専門分野で

れを活用して自ら積極的に考察しそれを分

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

4 年次

日本史・アーカイブズコース
１年次

世界史コース

3 年次

○専門演習1・2（東洋史/西洋史/文明史） ○卒論演習Ⅰ・Ⅱ
（東洋史/西洋史/文明史）
○世界史特講1（東洋史）
○卒業論文
○世界史特講3（西洋史）
○世界史特講4（文明史）
など
など

史学・文化財学科

Department

など
文学部

専門科目
世界史コース

文学 部

大学

◯必修科目 ●選択科目

１年次
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特 色・ 特 長

■ 学芸員

活 躍 す る
卒 業 生

史 学・文 化 財 学 科トピックス

学・文化財学科
文化財学科
文化
文化財
学科
学科
史学
（平成26年度卒業）
熊本県立阿蘇高校出身

の卒業生が各地の高等学校・中学校で教鞭をとっています。全国に先駆

井 大樹 さん

地方公共団体の文化財担当者、博物館学芸員、

けて開講したアーカイブズ養成課程で公文書館職員を目指すこともで

大分県立埋蔵文化財センター 勤務

公文書館職員、司書、一般企業、そして大学院への進学が挙げられます。

きますし、司書資格も取得できます。公務員志望の学生も増加し、学

別府大学は九州最大の大学附属博物館を擁し、学芸員課程は九州で最

内の公務員受験対策講座を受講するなどして、着実に合格者は増加し

も歴史があり、学芸員資格を取得した多くの卒業生が、博物館学芸員

ています。また、一般企業への就職も多く、実証的な教育の成果が現

や発掘調査員等の文化財担当者として九州内外で活躍しています。教

れています。

大学

史学・文化財学科の卒業後の進路として、教員、

文化財関係専門職員合格数
平成29年度
県教育庁
４名
市教育委員会 ２名

19名

県教育庁
２名
振興財団
１名
市教育委員会 12名

文化財関係専門職への就職実績

県教委 埋文センター 博物館
10
3
7
3
10
9
5
2
5
3
3
1
1
4
1
3
1
2
1
1
58
2
15

美術館

その他

1

2
1

2

2

合計
13
11
10
9
9
8
6
5
4
3
1
79

平成30年４月26日現在（正規職員のみ）

過 去 5 年 間で

60名以上

32%

は、別府大学の卒業生です

7%

は、別府大学の卒業生です

【表２】市町村教育委員会・博物館・発掘調査会社など（累計）

【表１】県教育委員会・埋蔵文化財センター・国立及び
県立博物館など（累計）
県・国
大分
熊本
鹿児島
宮崎
沖縄
佐賀
島根
福岡
長崎
愛媛
韓国
合計

町教育委員会 ２名
村教育委員会 １名
市記念館
１名

全国の
文化財関係
専門職員の

合 格しています。

県
福岡
大分
熊本
佐賀
宮崎
長崎
鹿児島
広島
沖縄
愛媛
長野
徳島
高知
島根
兵庫
大阪
和歌山
群馬
奈良
神奈川
岐阜
京都
東京
宮城
合計

教委
71
45
38
27
22
19
14
12
7
9
4
2

役所
1
3
6

2
1
1
1
1
2
1

2

博物館他
1
5
4
1

財団
2

3
1
1
1
1

2
1

3
1

発掘調査会社 文化財修復会社 民間博物館
1
2
8
8
1
5
1
2
1
1

1

大学
4

1

1
1
1

1

1
1
2

279

18

17

7

1
1
27

2

8

6

合計
76
67
56
34
26
22
16
17
13
10
4
3
1
5
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
364

平成30年４月26日現在（正規職員のみ）

遠い時代に思いを巡らせ

史学・文化財学科

6名

九州内の
文化財関係
専門職員の

平成28年度

文学部

職課程では中学社会、高等学校地歴・公民の教員免許が取得でき、多数

知的好奇心を高める毎日。

高

校 時 代に古いお墓や古 墳の 発 掘に興 味を持ち

平成 2 9 年４月にリニューアルオープンしたばかりの大

はじ めたことから、 史 学・文化 財 学 科 が ある

分 県立 埋 蔵 文化 財センターの学芸員として勤 務してい

別府大学への進 学を決めました。

ます。大 友 氏の遺 跡をはじめ石器 時 代から江 戸 時 代

大学では豊後大 野市の古 墳群の発掘調査に携わっ
たり、夏休 みにアルバイトで 実 家 近くの幅・津留遺 跡
（ 熊 本 県）の調 査を紹 介していただいたり、貴重な経

に至るまで県 内各地の出土 品を展 示していますので、
多くの 皆さんに考 古学を身近に楽しんでもらいたいと
思っています。

験の 繰り返し。友 達と車で県内 外 の古 墳めぐりにも、

大学でしかできない調査も

よく出か け て いました。 古 墳 周 辺の 地 形 や 発 掘され
た遺 物から、 古代の人 たちがどのような暮らしをして
いたかを推 測することが、楽しくてたまりません。

あるので、なるべく多くの
未 来 の
後 輩 へ

現場に足を運び、しっかり
メモを取って観察力を磨き

現 在の 仕事は、 大 分 県 内遺 跡の 発 掘 調 査 のほか、

ましょう。

史 学・文 化 財 学 科 の 活 動
取 得 可 能 な免 許・資 格

文部科学省 私立大学研究ブランディング事業
「九州における文化遺産保護研究の拠点形成のための基盤整備事業」の採択
多くの機器が揃い、より充実した調査が行えるようになりました！
従来からの分析装置に加え、以下のような科学分析装置及び測量機器が導入されました。
〈新規導入〉
ハンドヘルド蛍光Ｘ線分析計
工業用Ｘ線スキャン装置一式
3Dスキャニング・レーザー・システム
（中距離用・近距離用・遺物用）
3Dプリンター

ハンドヘルド蛍光Ｘ線分析計

工業用Ｘ線スキャン装置一式

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

公務員 3%

教員｜大分国際情報高等学校、川崎町立池尻中学校

□ 中学校教諭一種免許状
（社会）
□ 高等学校教諭一種免許状
（地理歴史・公民）

進学
8%

（臨時講師）、鹿児島市立鴨池中学校（臨時講師）
公務｜御船町役場（非常勤）、陸上自衛隊
原考古博物館（嘱託）、宮崎市生目の杜遊古館（嘱託）
司書｜小林市立図書館（臨時）
建設業｜㈱サンホーム

企業・団体等
78%

製造業｜ぶんご銘醸㈱、㈱アウトソーシング、㈱エイ

研究室活動
学科独自の文科系部活のようなもので、14
研究室（日本古代・中世史、日本近世・近代
史、アーカイブズ・史科学、東洋史、アジ
ア史、西洋史、歴史美術、民俗学、考古学、
女性史、日本城郭、文明学、戦史、文化財
科学）が活動し、教員の指導の下、学生が
自主的に研究や発表に取り組んでいます。

□ 文書館専門職員
（アーキビスト）

学芸員 5%
司書 1%

学芸員｜佐賀市教育委員会文化振興課、宮崎県立西都

ジェック、㈱クロレラ本社、㈱三陽マーク、福博綜合
印刷㈱
情報通信業｜㈱A-1Pictures、㈱SPGホールマン、宮崎
ケーブルテレビ㈱

宿泊業・飲食サービス業｜㈱COCOアドバンス、㈱ジョ

運輸業・郵便業｜伊万里運輸㈱、九州西濃運輸㈱

イフル、㈱ミカド観光センター、㈱手羽先カンパニー

卸売業・小売業｜ウツノミヤ㈱、北九州ヤクルト販売

本部、杉乃井ホテル＆リゾート㈱

㈱、京都きもの友禅㈱、ネッツトヨタ大分㈱、柳井電

生活関連サービス業・娯楽業｜ハウステンボス㈱、㈱

機工業㈱、㈱アミーゴ、㈱ゾフ、㈱デンザイ東亜、㈱

タイラベストビート

トキハ、㈱トキハインダストリー、㈱トライアルカン

医療・福祉｜（社福）大分県福祉会、（福）新友会、大分こ

パニー、㈱ニシムタ、㈱フレイン、㈱マーキュリー、

ども心理療育センター愛育学園はばたき

海外・国内研修

㈱溝江商店、喜多村石油㈱、㈲小野自動車工場

複合サービス事業｜JAおおいた

アジアや欧米、日本国内の各地の歴史遺産
を訪ね、直接歴史を体験しています。

金融業・保険業｜㈱大分銀行、㈱豊和銀行、高鍋信用金庫

サービス業｜㈱リクルートスタッフィング

学術研究・専門・技術サービス業｜㈱九州機設、㈱九

□ 司書
□ 司書教諭
□ 学芸員

州文化財総合研究所、㈱埋蔵文化財サポートシステム、
大分みんなの法律事務所

22

教員 5%

【就職】

〈従来からある分析装置〉
蛍光Ｘ線分析装置（据置型・可搬式）
Ｘ線回析分析装置
デジタル実体顕微鏡
走査型電子顕微鏡

ここまで最新の機器が質・量ともに大学の文学部に揃っているのは、全国的に見ても別府大学
だけと言えるほどにバージョンアップしました！
今後、本学卒業生や自治体と連携して、これらの機器を活用するとともに、更に考古遺物をは
じめとして文化財全般に対する知識を持つ学生を育成し、九州における文化財保護の拠点として、
地域の災害時や恒常的文化財保存力の向上を図る体制基盤を確立していきます。

就 職 ・ 進 学 状 況 （2018年3月卒業生）

【進学】
大学院｜別府大学大学院文学研究科

BEPPU UNIVERSITY | BEPPU UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE 2019

23

世界史コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

マニアックな話が通じる 同士 との出会いに感動しました！
メキシコで体験した
片言の英語と身振り手振りで乗り切った海外研修で
大学

は、“世界の広さと飛び出す勇気”を学びました（笑）
。
今思えば、現地の歴史的遺産との出会い・同じ学科の
先輩との出会いは、その後の大学生活で世界史コース
として学修していく上での第一歩だったと思います。

文学部

“固い上下関係”ではなく“気さくに触れ合える”環境が
本学の良さだと思います。

同士に出会えた！

さん

世界史コース

02

らけ”なことに感動しました! 第二次オリエンテーショ

ます。入部したとき２名しかいなかったことも、自分の

ンで中津の羅漢寺に行ったとき、「ワァァ」と感動して

好きな事をやれる環境で良かったと思っています
（笑）
。

いる人たちに感動したのを強く覚えています（笑）。先

研究会として資料を集め、内容をまとめ、プレゼン資

輩や周りの友達に加え、授業をしてくださる先生方に

料を作り、発表していくという一連の流れは、卒論よ

も“同士感・一体感”があります。高校では味わえない

りも研究会で培いましたし、友達や先輩、相談相手が

体験ですね。

近くにいるので、生活面でも豊かに過ごせました。

大好きな学問を通じて培った力は、これから先の自信につながりました！

世界史コース

私の大学生活

史学・文化 財 学 科

古今東西の美術・芸術に関係するものを対象としてい

史学・文化財学科

金子 穂奈美

（熊本県立玉名高校出身）

歴史美術研究室では

高校までと異なり、歴史に関して“同じ価値観の人だ

２度の海外研修で

World History Course

昨年のイタリアとその前のメキシコの両方に参加しまし
た。単に観光旅行とならないように、事前には研修先の
歴史・遺産・習慣などを学びます。イタリアに行く前は、

グローバルな時の流れを歩む

イタリア人のサッカー監督を呼んでのイタリア語講座も
ありました
（笑）
。終了後はもちろん発表やレポートがあ
ります。写真では知っていても、実際に自分自身が体験

西洋史、東洋史、文明史を学びます。とりわけ、地中海世界史、中国史、マヤ

すること、そして何より“英語力の大切さ”を知りました。

文明史を文献史料だけでなく、考古学的、文化人類学的資料を用いて深く研究し

ホテルを目指して崖を上った先生

ます。
またそれらに関連して文明と環境、宗教、国家の問題にまで分野は広がってい
きます。
そして海外研修を行うことによって、現地の歴史を実地に体験します。

野村 彩夏

さん

（福岡県福岡雙葉高校出身）

私の大学生活

！ 世界史コースの特長
歴史好きの部活 研究室活動（世界史編）
歴史好
歴史

03

卒論では“オーストリアとプロイセンの７年戦争”を取

書の情報量は膨大ですが、映像を使った授業はもちろ

り扱っています。あまりに資料が少なく、イギリス史

ん、先生の“体験談”も魅力の一つです
（笑）! 大学では

やフランス史に数ページ載っているものを見つけた

自分の好きな時代や地域を掘り下げて、学問として学

り、個人のHPから参考文献欄をもとに文献を探して

ぶことができますが、一方で、高校までの世界全体の

いくなどかなり苦戦しました。資料が少なかった分、

流れをつかみ、様々な国同士のつながりを知っておく

資料を読み込む量、見つける力や書き留める力、推理

ことが基礎知識として重要になってきます。

しながら組み立てていく力が付いたと思います。

副コース制を有効活用して アーキビスト の資格を取得しました！
副コース制を活用して

歴史の舞台を訪ねる海外研修

世界史に興味がありながら、アーキビストの資格も取

学生主体の14ある研究室のうち、“東洋史”、“ア

２年に一度、約一週間の海外研修を実施していま

りたくて、主コースを
「世界史コース」
、副コースを

ジア史”、“西洋史”、“文明学”、“歴史美術 ※”、“女

す。この研修への参加に関しては“希望者制”とし

「日本史・アーカイブズコース」
に設定しました。両方

性史 ※”、“戦史 ※”の７つが、このコースに関係の

ていますので、必ず参加をしないといけないわけ

の授業を登録すると4年生の最後まで授業が続きます

深いものとして挙げられます。各研究室の最近の

ではありません。直近の研修先としては、スペイ

が、
『準デジタル・アーキビスト資格』
を取得すること

取り組みとしては、東洋史（春秋戦国での『秦』）、

ン（イベリア半島に残るレコンキスタとイスラム

ができました。専門以外で興味を持った分野を諦めな

アジア史（西アジア文化の変遷）、西洋史（イギ

教文化を巡る）、メキシコ（中米に残る古代マヤ

くてもよいシステムはとても助かりました。

リス革命）、文明史（古典期マヤにおける政治・支

文明の遺跡と文化を巡る）、イタリア（ローマ帝

配体制）、歴史美術（曾我蕭白について）、女性史

国と中世イタリア都市の歴史と文化を巡る）など

自由参加ですので同じ学年は15名くらいでした。先

ようがありませんので、勉強をしておかないと０点も

（日本上流階級女性の衣服変遷）、戦史（ローマ軍

が挙げられます。研修に向けては、事前に“調べ

輩方や応援の人、卒業生なども参加して、博物館で近

ありえます。“論述タイプ”では、真っ白な解答用紙に

の生活）などが挙げられます。いずれも高校でい

学習”や“グループ発表”を行うなど、単に“旅行”だ

世の文書を解読し、一般の方でも読めるようにする作

論述していきますし、“前回の授業内容をレポートに

うと“文系の部活動”のようなものですので、誰で

けに終わらない学習体制を設けており、大学の講

業を行います。“ふすま”の紙の中に綴じてあることが

して提出する”ものや、“発表と質疑応答”で評価される

も参加することができます。

義だけでは学ぶことのできない“本物の史料”を体

多いので、“ふすま”の解体も併せて行います。文書の

ものなど様々です。いずれも授業前の予習が重要で、

※印は日本史にも共通する取り組みをしている研究室です。

感できる機会となっています。

中には“今日の献立”も出てきました（笑）
。内容や材料

他機関の資料を検索するシステム等を活用して何とか

の記載もあって、芋が良く使われていましたね。

切り抜けましたね（笑）。

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

様々なタイプのテスト

２泊３日の古文書合宿

藤瀬 真菜

さん

（沖縄県立那覇国際高校出身）

24

卒論を通して学んだこと

マヤ文明に関する授業が一番印象に残っています。板

いわゆる“筆記タイプ”のものでは知識がなければ答え
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！ 日本 史・アーカイブ ズ コース の 特 長 ⑵
日本史の舞台を訪ねる

民俗学の実習では、毎年10月初旬に竹田市の城

別府大学では、20年以上にわたり国東半島の田

２年に一度、海外研修と同様、

原八幡社に行き、夜神楽を鑑賞して、翌日の秋季

染荘に入り、学生たちとともに景観保存にかか

希望者制の国内研修が行われ

大祭の神幸行列に参加します。祭礼行事や民俗芸

わってきました。今や田染は国の文化的景観に選

ています。直近の研修先とし

能をただ単に見るだけなら簡単ですが、その準備

定され（2010年）
、国東半島・宇佐地域は「世界

ては、長野県、石川県などが

や片付けを手伝い、地元の人たちと一緒に神輿を

農業遺産」に認定さています（2013年）
。

挙げられます。研修に向けて

担いだりすることによって、地元の方たちとの交

2002年の世界農業遺産の出現、2005年、世界遺

の学習体制も海外研修同様で

流を深め、地域社会にとって祭礼行事や民俗芸能

産の文化的景観の考え方を受け入れ、自然と人間

す。なお、国内研修と海外研

がどのような意味を持っているのかを体験的に学

の共同作品としての文化的景観の概念が日本の改

修は交互に実施されているた

ぶことができます。このような地域から文化を見

正文化財保護法にも反映されました。この実習で

め、希望すれば両方の研修に

る視点で、民俗学の調査法を学んでいきます。ま

は、日本の文化的景観の成立にも貢献した国東半

参加することも可能です。

た、民具の実測も行い、祭礼行事などの無形の民

島や大分県内の荘園と故地で行われてきた荘園村

俗から有形の民俗まで幅広く学習します。

落遺跡調査や環境歴史学的調査の手法をベースに

※海外研修については“世界史コー
ス”で紹介しています。

文学部

自然と歴史の実習

大学

民俗学実習

自然と人間の関係史の調査法を学びます。

日本史・アーカイブズコース

01

私の大学生活 ”

座学だけではない 実物に触れながら学ぶ 環境が整っています

日本史・アーカイブズコース

私の大学生活

史学・文化 財 学 科

史学・文化財学科

日本史・アーカイブズコースでの “

肌で感じる

Japanese History & Archives Course

中学・高校時代の歴史の授業、特にそのサイドストー
リーがきっかけで日本史に興味を持ちました。１年の
夏に、アルバイトとして参加した発掘調査で、教科書

新しくなった

等に載っている古銭や磁器の皿が出土したときは、今

充実の日本史・アーカイブズコース

なんだと実感しました!

まで「勉強」としてみてきた“日本史”が実は身近なもの

昨年までの「日本史・アーカイブズコース」と「環境歴史学・文化遺産コース」
を統合しました。
・読んで、歩いて学べ
・記録と文書の扉をひらく探求へ

甲斐 敬之

・自然と人間のかかわりをさぐる日本史へ

さん

私の大学生活

！ 日本 史・アーカイブ ズ コース の 特 長 ⑴

02

いう感じです。様々な視点から“見る”という手法を学

十分だと思っていました。実際に大学で歴史を学び始

んだおかげで、今では日常的な事でも全てを鵜呑みに

めてからは、「国語（特に古文）
」
の力が必須だと痛感さ

せず、
「いや、待てよ」と考えるようになりましたね

せられました。例えば「〜べし」の訳にしてみても６
種類あります。日本史コースを目指している人は要

（笑）。

チェックですよ!

講義よりもディープな世界 研究室活動 が、本当の私を目覚めさせてくれました
研究室での活動

アーキビスト養成課程

高校時代は歴史上の人物に興味がありましたが、大学

学生主体の14ある研究室のうち、“日本古代・中世”、“日

日本では一般にあまり知られていない

では城郭の魅力にひかれ
「日本城郭研究室」
に在籍して

本近世・近代”、“日本城郭”、“アーカイブズ・史料学”、“歴

公文書館（アーカイブズ）。博物館や

いました。夏休みには研究室で四国・中国・近畿の城

史美術 ※”、“女性史 ※”、“戦史 ※”の７つが、このコースに

図書館とは違い、歴史的な史料（手書

郭を巡り、研究の資料を集めました。“私の一押し”は

関係の深いものとして挙げられます。各研究室の最近の取

きの紙媒体、最近の電磁的記録、オー

大分県の岡城阯です! 天守はありませんが、石垣の反

り組みとしては、日本古代・中世（大友氏と元寇合戦）
、

ラルヒストリー（関係者から直接話を

りと紅葉のコントラストは一日中見ていても飽きませ

日本近世・近代（鎖国期における長崎貿易の実態につい

聞き取り、記録として残すこと）など）

ん!!

て）、日本城郭（安土城について）、アーカイブズ・資料学

を保管・管理・公開していく専門の施設です。博物館の“学芸員”や図書館の“司

（豊後国日田郡五馬市村文書の目録作成）
、歴史美術（曾我

書”とは違い、まだまだ発展途上の“文書館専門職員（アーキビスト）
”ですが、

蕭白について）
、女性史（日本上流階級女性の衣服変遷）
、

本学では全国に先駆けてアーキビストの養成課程を設置し、現場主義の活動

日本史の研究というと図書館や研究室に籠りっきりの

日本史の講義では、５名程度のグループで古文書を解

戦史（ローマ軍の生活）などが挙げられます。いずれも高

も多く取り入れながら学習していきます。主な現場実習としては、夏の中津

イメージを持つかもしれませんが、実際には資料を集

読していくものや、順番に当てられて一小節を訳して

校でいうと“文系の部活動”のようなものですので、誰でも

演習（合宿して本学や他大学の大学院生アシスタントに学びながら、昼は文

めに外へ出かけることもよくあります。卒論で大坂城

いくものなど“古文書を読み解く”力が求められます。

参加することができます。

書の解読作業、夜は小講義、中間報告会など）、秋の大分県公文書館での実

を題材にするため、資料を求めて大阪府立図書館まで

『古文書解読入門』や
『くずし字解読辞典』
等を使っての

※印は日本史にも共通する取り組みをしている研究室です。

習（文書の整理やレファレンス業務体験など）が挙げられます。

行ってきました。とても良い資料を見つけることがで

予習が大変です
（笑）。大変ではありますが、好きなの

きましたし、外に出ることで視野も広がります。

で自然と入ってくる感じですね。

教室を飛び出して

田村 つぐみ

さん

（福岡県立朝倉高校出身）

26

大学での学びは“教科書の一行一行を検証していく”と

高校時代は正直なところ「歴史」の教科が得意であれば

（大分県立別府青山高校出身）

・現代と過去の暮らしをつなぐ民俗の世界へ

歴史好きの部活 研究室活動 （日本史編）
歴史好
歴史

教科をまたいだ繋がり

物をとらえる視点

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

古文書を読み解く
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考古学・文化財科学コースでの “

私の大学生活

03

私の大学生活 ”

新日本史・アーカイブズコースでのフィールドワーク
高校までの基礎学習が大切。 歴史だけ好き では読み解くことはできません
実習での一コマ

地元の方の車で調査へ出発

学びの醍醐味
高校までの日本史では、「○○が□□を行った」という

2019年度からコースの再編が行われ、
大学

事柄を単純に覚えていく授業が多いと思いますが、大

日本史・アーカイブズコースの中に、

学では“実資料を読みながら、○○が行った□□の背
景をみていく”という学びが中心となります。高校ま

「書を携えて野に出る」分野、民俗学、

でに学んだ基礎を踏まえて、改めて自ら歴史を読み解
いていく… まさに日本史の醍醐味です!

文学部

環境歴史学の要素が入ります。
フィールドにも強い日本史を目指します。

古典もいろいろ

さん

（大分県立大分豊府高校出身）

04

文書
（古文）」、
「女性もの（古文）」、「近現代（古文）」と

持っていたのですが、「物」から歴史を読み取る考古学

いう印象です。漢文といっても“日本の漢文”というか、

では研究が難しいことから、「文献」から読み取る日本

読み方が特徴的なものが多くあるように思います。古

史を選択しました。この時代のイチオシは… やっぱ

典の知識がこれほど必要になってくるとは思ってもい

り、平安京に遷都した桓武天皇ですかね（笑）。

神輿を担ぐ
フィールドワークとは、大学の教室を飛び出し、調査テーマにあった
現場に出かけて、現地の方にヒアリングやアンケートなどの調査を
行ったり、共同で作業を行うなどして直接調査する方法のことです。
現地の方とのパイプが出来上がっているのも本学の特徴です。

ませんでしたね（笑）。

中津条里をテーマにした国際シンポジウムで学生発表

想像以上にフィールドワーク系！ 野外に飛び出すことから始まる、今までに触れたことのない歴史学

日本史・アーカイブズコース

私の大学生活

奈良・平安時代が研究対象です。考古学にも興味を
史学・文化財学科

後藤 春香

文献から紐解く

古文書様式にもよりますが、「申請文書（漢文）
」、「私

教材に“妖怪”
高校時代には全く学習しない分野なので正直不安でし
たが、１年次の「民俗学概論」では、今話題の妖怪たち
がスライドで紹介され、“飲み込みやすいなぁ”という
印象でした（笑）。民俗学の導入部分でモチベーション
が上がったことはその後の実習等に大いに役立ちまし
た。論述型のテストにはビビりましたけど（笑）!

野外を駆け回る学問

前畑 芳宏

さん

（熊本県立湧心館高校出身）

私の大学生活

05

聞き取り調査の鉄則

座学ばかりではないにしろ、教室の中で学ぶ学問だろ

聞き取り調査では、聞き取ったキーワード等を完全に

うと思っていました。実際には、実習中心のフィール

理解せず、そのままにしてしまったという失敗があり

ドワークタイプの学問でしたね。国東や竹田に拓本を

ました。その失敗を教訓に、取材ではメモをおろそか

取りに回ったり、村の住人に聞き取り調査を行った

にせず、聞いた話を納得できるまで質問するよう心掛

り、田植えや祭りの手伝いを行ったりと、“民俗学は

けています。

現地調査では、単に聞き取り調査ばかりではなく、自分の体で体験す
ることも重要な学びです。現地の方と共同で取り組むことが現地調査
で重要になってくる人間関係を築く力にもつながっていきます。

大学の授業でも発表やプレゼンテーション等は行われますが、シンポ
ジウム等でも学生たちに発表する機会が与えられます。写真は「中津
条里をテーマにした国際シンポジウム」の一場面です。教室での授業
やフィールドワークとはまた違った経験が学生たちの成長につながっ
ていきます。

田染荘での田植え

夜神楽の準備・松明立て

大分県の豊後高田市田染荘小崎で行われる「御田植え祭」にも参加し
ます。多くの荘園領主【水田オーナー】や参加者とともに素足で田に
入り、苗を手植えします。国東の「世界農業遺産」という恵まれた環
境で学ぶことができるのも本学の特徴の一つです。

本学のフィールドワークには、一晩かけて行われるものもあります。
代表的なものとして「夜神楽」の調査がありますが、単に夜神楽を見
学するだけではなく、その前準備（松明を立てて回る等）から現地の
方と共同で作業を行っていきます。

体力勝負”だと痛感しました。

人生の先輩方から 聞き取る 学問。自然とコミュニケーション能力が鍛えられます！
苦労話から見える歴史
当初イメージとしては、考古学的な発掘調査なども
行っていく学問なのではないかと思っていました。実
際には聞き取り調査が中心でした。よく話題に上がる
内容は冠婚葬祭でしたね（笑）
。土葬の時の苦労話な
ど、肉体労働系の大変だった行事は、細かなことまで
鮮明に聞くことができますね!

実地に学ぶ

樋口 和紀

さん

（佐賀県立唐津西高校出身）

28

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

会話から始まる学問

教科書で学ぶ内容もありますが、実物に触り、直接話

フィールドワークで実感したことは“世代の違う人と

を聞いていくという実地に学ぶ内容の方がより印象深

の会話スキルの重要性”ですね。外に初めて出たとき

く残っています。実際に触れて調査した物には、村に

には会話がぶつ切り状態でしたが、今では一つの話題

残っている古い農具や磁器の皿、中には砲弾もありま

から別の話題へと話を発展させたり、思わぬ掘り起し

した。お年寄りの方に話を聞いていく中で“嫁さん”に

ができるようになりました。民俗学での調査に加え、

どうかと紹介をされたこともありました（笑）!

社会で役に立つスキルを身に付けることができたと思
います。
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考古学・文化財科学コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

佐賀県教育庁の発掘調査員に合格しました！！
学内と学外の発掘調査
夏期休暇を利用して参加する発掘調査はその遺跡の規模
大学

や状況にもよりますが調査の期間が短く“緊急発掘調査”
と呼ばれます。それに比べ合宿型の授業で行う発掘調査
は“学術調査”と呼ばれ、すぐそばに先生達がいるので、
掘りながら質問や指導を受けることができ、比較的じっ

文学部

くり取り組むことができます。これら性質の異なる現場
をどちらも体験できる点はとても魅力的だと思います。

文化財専門職（公務員）へのルート

さん

（山口県立下松高校出身）

考古学・文化財科学コース

02

いうルートがあります。一般の公務員試験と同じ“教

す。活動内容は“土器洗い”や“注記”といった遺物整理

養試験”もありますが、専門職試験では“専門試験
（約

系から、班を作っての研究発表会の準備、大学院生や

半分はご当地問題）
”、“実技試験（須恵器の実測が多

室長による講義などが行われています。この研究会と

い）”、“面接
（個人・集団等々）
”が出題されます。採用

は別に、参加できる人だけで開催される“勉強会”とい

されると“教育庁”、“文化財課”、“生涯学習課”等に配

うものもあります。勉強会では“測量機器の使い方”な

属されていきます。

ど少人数であることを生かした活動が行われています。

学部生でも現場作業ができる！ これって実は凄いことなんですよ！！

考古学・文化財科学コース

私の大学生活

史学・文化 財 学 科

考古学好きによる学生研究活動が“考古学研究室”で

史学・文化財学科

塩見 恭平

“考古学研究室”と“勉強会”

県庁や市役所、教育委員会等で働く“公務員”になると

発掘現場での経験

Archeology & Cultural Properties Course

自分の手で歴史を掘っていく感覚がたまりません。昨年
の夏休み期間中は７月末から９月上旬まで約２か月間、
地元宗像市の現場で発掘作業に参加しました。とある古

遺跡と遺物

墳の石室を掘らせていただいたのですが、これまでの定
説通り“宗像特有”の石室でした。自分が関わった出土物が
歴史の１ページになっていくことを実感すると同時に、こ

考古学と文化財科学は実物で勝負

のような経験を積むことができる環境に凄さを感じます。

夏の暑さにも負けぬ…

1・2年次では基礎的な専門知識を学習し、３年次の実習では実物を対象にさま

（考古学研究室）室長時代には

最初に発掘現場を体験したのは１年の夏休み、約１か

ざまな機器類を用いて実証的な研究を重ねていきます。
〈 考古学 〉

考古学研究室では、まず新入生が夏休みに現場に出て作

月間でした。当時は“暑さ”と“体力の無さ”で、木陰で

業ができるように“座学
（文献史学と考古学の違いなど）
”と

吐くくらい辛かったことを覚えています
（笑）。その

“道具の使い方”などに力を入れて指導していきます。ほと

土器や石器などの整理と実測、資料化を学び、発掘調査で掘削、遺構検出、測

後、現場を重ねる中で、大学で学んだ“遺物”が土中か

んどの現場には本学の卒業生や先輩方がいらっしゃるの

量などを実体験します。

ら出てくる経験もしました! だんだん慣れてくるのか

で、結構いろいろな作業をさせてくれます。発掘以外にも

髙木 慎太郎

〈 文化財科学 〉

さん

（福岡県立香住丘高校出身）

蛍光Ｘ線分析、Ｘ線透過撮影、赤外線撮影、顕微鏡観察などの分析法、文化財修理

な（笑）。いつの間にか辛さは感じなくなり、今は楽し

“文化財をめぐる奈良旅行”を企画しました。約40名いるメ

くてしょうがありません（笑）!

ンバーを取りまとめた経験はかけがえのないものです。

の科学的な処置法や復元、文化財を後世へ伝えるための保存方法などを学びます。
私の大学生活

！ 考 古 学・文 化 財 科 学コースの 特 長
現場
現
現場主義
場
が別府大学スタイル

03

理工学部で使うような機器を操作して、 科学の目 で歴史を解析！
文化財のお医者さん

考古学を学び 公務員 になる

石材についての保存学的研究をしています。大分県は磨崖仏

卒業研究では、地元にある臼杵磨崖仏と材質が似てい

2015年４月から２か月間、校舎の耐震建て替え

学部生・大学院生の実習室、附属博物館、各

考古学を学び、考古学を就職先にしたいと

など、屋外にある石造文化財が多くあり、その劣化が問題に

る石材サンプルを使って、気候による劣化の実験を行

工事に伴い、大学の下に眠っている遺跡の発掘

種研究室を１か所に集積した複合施設の“歴

思っている方はいませんか? しかも“公務員”

なっています。こうした「石材の劣化をどうしたら遅らせるこ

い、どのように劣化するのかを調べました。屋外で

調査が行われました。本来は行政が行うこのよ

史文化総合研究センター ”。１階に設置さ

として! 昨年も県庁を中心に行政の文化財専

とができるか」を科学的な視点で見ることが保存科学では研究

は、日照による乾燥や降雨による湿潤が繰り返されま

うな調査でも、本学では専門の教員と大学院生・

れている「X線透過撮影装置」、「蛍光X線分

門職に６名が正式合格しました（大学院生・

テーマになります。文化財を少しでもよい状態で長く将来に

す。こうした気象条件や地下水、温泉や海などの周辺

学部生（主に考古学研究室所属の学生）で学術

析装置」、
「走査型電子顕微鏡」などの“科学

卒業生含む）
。

伝えていくことが”文化財のお医者さん”と呼ばれる所以ですね。

環境が石造文化財に大きなダメージを与えます。実

調査を行うことができます。また、学外でも「別

分析機器”、「樹脂含浸装置」などの“文化財

累計では県教育委員会・埋蔵文化財センター

府市内の鷹塚古墳及び横穴墓群の発掘調査」、
「豊

修復・保存機器”は教員だけではなく、学部

などに79名、市町村教育委員会・博物館など

発掘調査で出土する遺物（土器、金属製品や木製品など）は、

置、冬季はとくに凍結によるダメージをみるために冷

後大野市の前方後円墳の測量及び発掘調査」、こ

生・大学院生も使用することができます。

に364名の実績となり、いずれも正規職員

そのままでは保存できません。とくに金属製品や木製品は科

凍機を用いて凍結と氷解による劣化について調査しま

れからの計画として「熊本市と熊本城の石垣の

そして、２階は主として附属博物館の施設

です。本学卒業生の文化財専門職への在職

学的な方法（薬品や人工材料など）を用いて修理することに

した。また、実際の気象条件を探るために磨崖仏の周

3D測量調査（合同調査）」などを予定しており、

が占めており、学芸員実習、常設展の展示

割合は、九州内では約32％、全国では約７％

よって長く保存したり展示したりすることができるようにな

辺でデータロガーと呼ばれる機器を用いて温湿度の調

一部では報告書の作成まで大学院生・学部生が加

や企画展の開催など、文字通り教員・学生一

を占め、地域社会から高い評価を得ていま

ります。また自然科学的な方法（分析や試験）を用いて遺物の

査も行いました。屋外にある磨崖仏などの不動産文化

わっています。単に座学だけでは終わらない徹

体となって教育・研究活動を行うことのでき

す。特に、ここ５年では62名もの合格者を

遺存状態や材質などについても調査し、研究に役立てていま

財の保存は非常に難しく、まだまだ調査が必要です。

底した現場主義が本学のモットーです。

る“環境”があなたを待っています。

出しています。

す。保存科学を含めた文化財科学の仕事は、あまり表舞台に

直射日光や凍結を避ける覆屋の設置などの周辺環境の

は出ませんが重要な縁の下の力持ちなんですよ（笑）。

整備も劣化を遅らせるための重要な方法です。

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

験では、夏季を再現するために恒常的に加温できる装

陰の立役者

藤丸 紗弥佳

さん

（大分県立臼杵高校出身）

30

科学的な実験をもとに

歴史文化総合研究センターと各種分析
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学 科の学び

人 間 関 係 学 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

教養科目
2 年次

3 年次

4 年次

◯導入演習 ◯基礎演習 ◯英語1・2・3・4 ○現代社会と福祉Ⅰ・Ⅱ ◯情報リテラシーⅠ・Ⅱ
●TOEIC ●外書購読 ●心理学Ⅰ・Ⅱ ●哲学 ●社会学 ●生命倫理学 ●統計学 ●ボランティア概論 ●科学と社会
●法学（日本国憲法） ●キャリア教育Ⅰ・Ⅱ ●政治学 ●行政法 ●法律学 ●経済学 ●哲学 ●倫理学 ●心理学Ⅰ・Ⅱ

など

◯必修科目 ●選択科目

１年次

3

人間関係学科

Department of

2 年次
◯発展演習1・2
●カウンセリング演習
●発達心理学Ⅰ・Ⅱ
●心理学研究法Ⅰ・Ⅱ
●認知心理学Ⅰ・Ⅱ
●臨床心理学
など ●精神疾患とその治療Ⅰ・Ⅱ

4 年次
◯卒業論文
◯卒業演習（心理）1・2
●心理療法論
●精神科リハビリテーション学Ⅰ・Ⅱ
●学校教育論
など

など

HUMAN STUDIES

社会福祉コース
１年次

心理コース

3 年次
◯専門演習（心理）1・2
●心理学実験演習Ⅰ・Ⅱ
●社会心理学 ●比較行動学
●生理心理学
●人体の構造と機能及び疾病
●介護概論
●教育制度論
など ●臨床心理学実習Ⅰ・Ⅱ

人間関係学科

●カウンセリング概論
●心理学理論と心理的支援
●相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ
●教育学
●社会理論と社会システム

Department

文学部

専門科目
心理コース

文学 部

大学

◯必修科目 ●選択科目

１年次

◯相談援助の基盤と専門職
◯精神保健福祉相談援助の基盤

教育・生涯スポーツコース

社会福祉コース

2 年次
◯発展演習1・2
◯高齢者に対する支援と介護保険制度
◯相談援助実習Ⅰ
◯精神保健の課題と支援
など
など ◯精神疾患とその治療Ⅰ・Ⅱ

3 年次

4 年次
◯精神保健福祉の理論と相談援助の展開
◯卒業論文
◯卒業演習（福祉）1・2

◯専門演習（福祉）1・2
◯福祉サービスの組織と経営
◯相談援助実習Ⅱ
◯精神保健福祉援助実習

など

など

教育・生涯スポーツコース

地域の未来は、
人と人の間に見えてくる

１年次

学びのポイント

社会がより便利になり、より複雑になるにつれて
「人間関係」をめぐる問題が増えています。いじめ、
不登校、学級崩壊、職場でのストレス、生きがいの

1

一人ひとりの個性と能力を引き出す教育

2

社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験と
大学院（臨床心理学専攻）の受験対策

3

創造的共生社会の構築に貢献し、
地域社会を担う心豊かな人間の育成

喪失。
人間関係学科では、こうした人間関係をめぐる諸
問題の解決策を探り、新しい人間関係の形を追求す
るために誕生しました。
モノの時代からこころの時代へ。社会の価値観が
大きなターニングポイントを迎えている今こそ、
「人

4

情報収集、文献の読み方、レポート・論文の
書き方、コンピュータ・スキル習得などジェ
ネリックスキルを徹底指導

間関係」の時代が始まります。

Admission Policy
学科教育の特色と養成する人材像
人間関係学科では、心理、社会福祉、教育、

推薦入試の小論文・面接及びAO入試の課題・

識・技能を修得しており、将来は人間関係学

面接等により測定・評価し、その結果を合否

生涯スポーツ分野に関する「心理コース」
、
「社

科で学んだことを用いて地域社会に貢献し

会福祉コース」
、
「教育・生涯スポーツコース」に

たいという強い意欲を持っている。

おいて、学際的観点に立ち、これらの諸問題を
理論的にかつ実践的に対応できる人材、社会福
祉士・精神保健福祉士・教員・認定心理士などの資
格を取得し、地域社会の活性化あるいは再生を

32

分野に関連する科目についての基礎的な知

②自ら問題の解を見いだしていく思考力・判断
力・表現力を有している。
③自ら行動し、また他者と協働して学習する
態度を身につけている。

判定に用いる。
②主体的に学び、他者と協働して学問探求に

2 年次
◯発展演習1・2
●発達心理学Ⅰ・Ⅱ
●生涯学習論Ⅰ・Ⅱ
●教育学方法論 ●スポーツ教育学
など
など ●スポーツ社会学

3 年次
◯専門演習1・2
●教育制度論
●地域教育論
●コーチング論 ●臨床心理学
●レクリエーション指導法
●トレーニング論 ●教育調査論

4 年次
◯卒業論文
◯卒業演習1・2
●教育実習
など

など

学び Pick Up
心理コース

社会福祉コース

教育・生涯スポーツコース

カウンセリング演習

相談援助の基盤と専門職

スポーツ社会学

私たちの身の回りには、いろいろな心の問題が
起こっています。カウンセリング概論を履修し
た学生を対象に、こうした問題を一緒に考えま
す。そして、実際にカウンセリングを行う上で
大切なことを、模擬カウンセリングなどを取り
入れながら、体験的に学びます。

「相談援助とは何か、誰の何のための支援か」
について社会福祉士の活動を通して理解しま
す。また、対人援助専門職として大切にすべき
価値や倫理を学びます。

近年、スポーツはまちおこしや地域づくりなど
地域社会と密接に関連しながら発展していま
す。講義では、スポーツの意義を社会学的観点
から学び、次に地域スポーツの実践事例を通し
てスポーツと地域社会の関係について考えま
す。

心理学研究法

現代社会と福祉

生涯学習論

本講義は、研究方法を受講するだけでなく、体
験してもらいます。例えば、感動する映画を見
てもらいその前後で心理テストに回答した時の
変化を調べてもらいます。講義で学んだことが
すぐに生かせるように工夫しています。

わが国の社会福祉について、歴史をもとに理念・
政策・制度について理解を深めます。また、福
祉政策と社会福祉制度、福祉サービスと援助活
動の関連について学びます。

現代社会で生涯にわたって豊かに暮らしていく
ためには、成人にも教育の機会が必要であると
考えられています。講義と子どもとの交流を通
じて成人教育について学びます。

臨む態度を、一般入試、推薦入試及びAO入
試等における調査書、志望理由書、活動報
告書等により測定、評価し、その結果を合
否判定に用いる。

担うことができる人材を養成することを目的とし

高等学校までに培ってきたどのような能力を、

ます。

どのように評価するのか

における優れた成績や、自分自身や周囲の

このような本学科の教育目的を理解し、目的

①社 会 福 祉、心 理、生 涯 教 育（スポーツ分

人間関係に関する問題点について考え、理

に描かれた人材に成長するための基礎的な能力・

野）の基礎となる科目、及び関連科目の知

解や解決を模索したなどの豊かな経験を持

資質を有し、目標に向けて主体的に学び自ら人

識や技能を活用し、入学後に自らの希望す

ち、多様な学びを元にさらに探求したいと

生を切り開いていこうとする意欲を持った学生を

る専門性を十分に習得できるだけの思考力・

いう意志を持っていることを、推薦入試や

求めます。

判断力・表現力を持っているか、また、身に

AO入試等において、調査書・志望理由書・活

入学者に求める能力・資質は何か

つけた知識・技能を適切に表現できる国語力

動報告書等を基に評価し、その結果を合否

①心理、社会福祉、教育、生涯スポーツの各

を持っているかを、一般入試等の学力審査、

判定に用いる。

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

●カウンセリング概論
●相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ
●教育学

国家試験の対策

③学校内外の活動（部活やボランティアなど）
人間関係学科では、社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験受験希望者を
対象に「福祉特別演習」という受験対策のための講義を４年次より開講して
います。
社会福祉を取り巻く法や制度が矢継ぎ早に新設・改正される中で、最新の
知識を身につけることはもちろん、１年次から３年次までに学習した内容を
確実に理解し、国家試験を突破できるようになることを目的としています。
難関といわれる両国家試験において合格を勝ち取るには、専門職として幅
広く、深い知識を持ち合わせていることが必須とされるため、人間関係学科
では本学教員による講義形式の講座と自宅学習を連動させた独自のプログラ
ムを作成し、実施しています。

また、それらの知識をさらに強化するために、外部講師による講義も導入
するなど、学生一人一人が資格取得への夢を叶えられるよう、サポートを続
けています。
社 会 福 祉 士・精 神 保 健 福 祉 士 の 国 家 試 験 合 格 状 況
社会福祉士国家試験

精神保健福祉士国家試験

平成29年度（新卒のみ）

平成28年度

平成29年度（新卒のみ）

平成28年度

53.8%

36.4％〔4名／11名〕合格

50.0%

57.1％〔4名／7名〕合格

〔7名／12名〕合格

平成27年度

50.0％〔5名／10名〕合格

〔2名／4名〕合格

平成27年度

57.1％〔4名／7名〕合格
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特 色・ 特 長

活 躍 す る
卒 業 生

人間関係学科トピックス

た くさ ん の

【公認心理師】受験資格課程の開設
公認心理師とは、臨床心理分野における日

り、大学・大学院と一貫した学習環境があります。

た大学院臨床心理学専攻でも必要な科目を履修できるようになってお

大学

人間関係学科では４年生大学で必要な科目を整備しております。ま

経 験を積みあげる

公認心理師は病院、学校、福祉等様々な現場で今後より必要とされ

本初の国家資格で2018年12月に第１号が誕生します。

ることが予想されます。人の心に寄り添う専門職を目指してみません
か。

文学部

本学における公認心理師受験資格取得のイメージ

人間関係学科

受験

合格

公認心理師資格
取得

・他大学院へ進学
・実務経験

受験

公認心理師試験

別府大学文学部
人間関係学科で
必要な科目を履習

別府大学大学院
文学研究科臨床心理学専攻で
必要な科目を履習

■ 社会福祉士
人間関係学科
（平成26年度卒業）
大分県立別府青山高校出身

森野 早央里 さん
黒木記念病院（大分県別府市）勤務

人間関係学科の活動
第２次オリエンテーションでの研修

人に出会い、人に学ぶ発展演習

障

害を抱える人たちの支えになる仕事をしたいと

者さんと同じ目線でお話を聞き、様々な人生に耳を傾

思い、別府大学で社会福祉の勉強をして国家資

け、患者さんに寄り添って未来の設計図を描いていく

格を取得しました。もともと人と話をすることが好き

仕事にやりがいを感じています。

でしたが、常に周りの人とコミュニケーションを取る
ように心がけています。患者さんやご家族の方々の生
まずは周りにいる人たち

の声を聞き、先生やスタッフと今後の生活について考
える日々を送っています。
患者さんは一人ひとり違いますので、すべて分かっ

の話に耳を傾け、コミュ

未 来 の
後 輩 へ

ニケーション力を磨きあ
げましょう。

た気にならず、個々に合ったケアに努めています。患
初年次教育として１年生を対象として導入演習・基礎演習という演習授
業や第２次オリエンテーション（宿泊研修）を実施しています。学生同
士が互いに学ぶ協同の学びや大学の学びに必要となるジェネリックスキ
ルの育成に力を入れています。
また、卒業生に依頼し、現在行っている仕事の内容などを話してもらう
企画などから、各々の学生にとって個別の４年間の学修の目標となる姿
を描いてもらえるように取り組んでいます。

学科は地域社会に出かけて学ぶことを大事にしています。発展演習では、
レポート作成のスキルを高めるとともに、地域社会の活動に参加して活
動で学んだことをレポートします。授業のスタイルは、教室で座学を行
うよりもグループでの議論や社会活動が中心です。障がいをもつ人との
スポーツ交流、小学生への学習支援交流、過疎地域での民泊と聞き取り
調査などを行います。様々な人との出会いから学ぶユニークな授業です。

別府大学 BBS 会の子どもサポート

日本初！学生だけの青年団

取 得 可 能 な免 許・資 格

就 職 ・ 進 学 状 況 （2018年3月卒業生）
【就職】

□ 公認心理師受験資格
（要実務経験）
□ 認定心理士
□ 社会福祉士受験資格
（クラス人数制限有）

医療・福祉｜（特養）若葉苑、（特養）創生の里、（福）大分県
社会福祉事業団、（福）シンフォニー、（福）みずほ厚生セ

進学
3%

ンター、みさかえの園のぞみの家、メディケアおおつ

医療・福祉
34%

か、大分リハビリテーション病院、大分県済生会日田
病院、中村病院

企業・団体等
50%

公務員｜大分市職員、大分県警
製造業｜㈱上組、新日鐵住金㈱
運輸業・郵便業｜㈱サカイ引越センター、㈱ヤマック

公務員
13%

ス

□ 精神保健福祉士受験資格
（クラス人数制限有）

卸売業・小売業｜日産プリンス大分販売㈱、㈱アーバ
ンリサーチ、㈱アステックペイントジャパン、㈱エス
エスボディーガード、㈱ナフコ、㈱マルゼン、㈱山丁

別府大学BBS会は、人間関係学科の学生ボランティアサークルです。児
童福祉施設における家庭教師、地域公民館を利用した小学生の学習サ
ポート、不登校児童・生徒との交流など、兄や姉のような身近な存在と
して問題を抱える少年の成長を支援する活動を行っています。2011年、
10年来の活動が認められて、法務大臣と厚生労働省医薬食品局長から感
謝状をいただきました。
※BBSとは、Big Brothers and Sisters Movementの略です。

別府大学青年団は、人とつながる、楽しく学ぶ、地域に根ざすをモットー
に日本で初めて学生だけで構成された青年団サークルです。県内の他青
年団との交流や地域でのボランティア活動、県知事、大分市長を招いた
他業種交流会の運営実施など、ありとあらゆる活動を行っています。昨
年からは大分県少年の船事業、福祉フォーラムといった活動にも加わり、
活動の領域を広げています。学生主体の自由で元気な結成６年目の若い
サークルです。

□ 社会福祉主事任用資格

不動産業・物品賃貸業｜㈱ティーケーピー、㈱トヨタ
レンタリース博多、㈲アイユーホーム

□ 高等学校教諭一種免許状
（公民）
□ 司書

宿泊業・飲食サービス業｜日本マクドナルド㈱

【進学】
大学院｜別府大学大学院文学研究科

□ 司書教諭

34

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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心理コースでの “

私の大学生活

01

私の大学生活 ”

自分自身が積極的に 学ぶ こと。大学院への進学を目指す上で、特に重要だと感じました
必須能力“英語”
“臨床心理士”の資格取得を目指していますので、大学
大学

院に行くための勉強も併せて進めてきました。専門の
心理学とは別に、特に力を入れたのは“英語”でしたね
（笑）。２年の後半からは毎週行われる英語の勉強会に
参加して、大学院入試に向けて苦手科目の対策を行っ

文学部

てきました。無事、合格できましたよ（笑）!

教養と専門のつながり

さん

高校までのように“教えてもらう”ばかりの環境ではあ

理学”とは関係なさそうな講義も取る必要があったこ

りませんので、事前にある程度調べておき、その後講

とには当初驚きました（笑）。でも実際には、宗教観が

義で指導を受け、先生方からの意見もその場で聞くこ

人の心理に与える影響など、学年が上がったことで気

とができるという環境はすごく自分の成長につながっ

づく“心理学とのつながり”がありましたね。

たと思っています。高校時代でも心理学関係の本を読

（大分県立三重総合高校出身）

心理コース

02

むことはできます。是非行動してみてください!

想像以上に多い実験。そこから自分の 傾向 を見ていくこともできました

心理コース

私の大学生活

人間関係学科

人間関係学科

塩田 智博

まずは自分が動く

高校時代には想像もしていなかった“民俗学”等の“心

実験１：心理査定

Psychology Course

２年後期からスタートする講義で、紙に家や木や人の
顔を描いていき、その人の傾向を見るというものがあ
ります。“性格特性”や“人格検査”をするもので、“心理

心のメカニズムの不思議を学び、

テスト”の教材版
（実際に使うものの簡易版）を使って

人の心を理解します

がどこに当てはまるか確認できましたね（笑）。

進めていきます。答えによって分類があるので、自分

現代社会が抱える人間関係の悩み等による心と体のストレス症状に対して心理的

実験２：生理指導

初期の心理学

サポートを行っていくために、人間の心理生理学的背景やそれに関する理論（福祉

１年次に学んだ実験の進め方や統計等をもとに、スト

“大脳生理学”や“統計学”、“心理学の歴史”といった専門

など）を学び、基礎的知識を身につけます。心理学実験や心理学的支援法、心理的

レス反応などを測る“実験実習”を行います。講義では

の科目が２年次以降増えてきます。特に“心理学の歴

アセスメントでは、様々な心理テストや面接のロールプレイについて学習・演習を行

松田 清香

い、多様な人間関係を構築する力と臨床心理やカウンセリングの実践的な対応力を

さん

（宮崎県立延岡高校出身）

身につけます。2018年から公認心理師の養成もはじまりました。本学科では、援助

“怖い映画”を見る前と見た後の血圧を測り、被験者の

史”では、フロイトやユング等の時代の心理学について

ストレス反応を確かめます。実験を“行う側”と“受ける

学びますが、これがかなり難しかったですね
（笑）
!ま

側”の両方を体験できるので、説明の仕方や対応の方

た、座学であっても単に受けるだけではなく、自分の

法を研鑽していくことができました。

見解を足して意見を出していくことが求められました。

者のニーズにあった心理的サポートができる人材を育成していきます。
私の大学生活

！ 心理コースの特長
心理学といえば…

公認心理師（カウンセラー）を目指す

03

大学で学んだことを実習で生かす。実習での経験をみんなで共有する。環境が私を支えてくれました
心理学のおもしろ講義

大学院進学

カウンセリング演習では、基本姿勢となる“受容”、“傾
聴”、“共感”を学びます。講義では相手のこと・自分

心理学と聞くと「心理テスト」を連想する

「公認心理師」法案が成立して、新しい国

心理学を学ぶ上で大きな目標となる資格と

人も多いでしょう。実際に講義でも学ぶも

家資格が誕生しました。本学科では、心理

いえば「臨床心理士」です。この資格は４

のことを褒めちぎるため、すごく気分良く終われます

のですが、雑誌やテレビで取り上げられる

の専門家として病院、養護施設、学校（ス

年制大学を卒業しただけでは取得すること

（笑）。また、心理療法論では、“催眠療法”を受けまし

「心理テスト」とは違います。実際の心理

クールカウンセラー）、公務員、企業の中

ができず、臨床心理学の専攻を持つ大学院

た。私はかかりやすいみたいで、開いていた手がくっ

テストでは「統計学的見地」と「臨床心理

で働く人を輩出してきました。健康・医療

へ進学し、２年間学ぶことで初めて受験資

付くほど狭まっていた時には本当にびっくりしました
（笑）!

学的見地」から「信頼性・妥当性・有用性」

心理学、心理学的支援法、臨床心理学概論、

格が得られる民間資格です。本学には、人

を見て研究して作られています。皆さんが

心理実習といった専門科目にて、カウンセ

間関係学科心理コース→大学院文学研究科

よく目にする「答える選択肢がその時々で

ラーを目指す学生を養成しています。司法・

臨床心理学専攻（第１種指定大学院）とい

変わる可能性が高いもの」とは大きく違い

犯罪心理学、発達心理学、心理学研究法な

う臨床心理士資格を取得するための課程が

２年の後期に“事前指導”が入り、３年の夏休み
（１か

実習の前半と後半の間に一度大学に集まって、“実習

ます。

どの心理学の基礎を学び（認定心理士を取

整備されています。同時に公認心理師も取

月間）に一気に行われます。私の場合は前半の２週間

中に自分が困ったこと”や“こういう場合どうしたらよ

得します）、カウンセリング技術を身につ

得することができるというメリットがあり

は病院実習、後半の２週間は施設実習でした。実際に

いか”等を話し合い、学生同士や先生からアドバイス

けるカリキュラムを編成しました。

ます。

患者さんと話をし、日常生活の練習を行ったり、現場

をもらえる機会が設定されています。実習中にみんな

のPSWに仕事内容等を聞けたことで、思った以上にモ

で共有できる機会があることで“不安”が解消され、後

チベーションのアップになりました。

半へのやる気へと繋がりましたね。

精神保健福祉士（PSW）実習

原 萌衣美

さん

（大分県立大分商業高校出身）

36
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社会福祉コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

座学も実習も 国家試験合格 と、その先にある 福祉現場 での活動につながる
社会福祉士実習

2016年
社会福祉士
合格

実習は、３年の春に“児童養護施設”、“老人ホーム”、“障
大学

がい者支援施設”の中の一つに出かけて、約1週間行わ
れます。私は障がい者支援施設で実習を行いました
が、先生との事前打ち合せの中で、自分が興味をもっ
ている分野の話をしておくことで実習先をある程度考

文学部

慮してもらえるため、自分にあった実習を行うことが
出来ます。

心理社会的、ナラティブ…

さん

（大分県立中津北高校出身）

社会福祉コース

Social Welfare Course

02

“調査”、“発表”、最後に“質問攻め”、“先生からの総論”

こと”と“過去問をひたすら解く”ことです。出題され

という流れで行われます（笑）。私が調査で取り扱った

る科目ごとに時間を決めて解いていくことが重要です

文献は海外のものでしたが、読んでいて楽しかったで

が、過去問の数をこなさないとなかなか身につけるこ

すし、質問にも全て答えることが出来ました。今回の

とは出来ません。出されたテキストは全てやりきりま

国家試験でも似たような問題が出ていましたね!

したよ（笑）!

実地で学んだ経験が共有される環境。自分の経験に加え、みんなの経験が糧となる教育が自慢です！

社会福祉コース

私の大学生活

人間関係学科

一番気にしたことは、“１問にかける時間を気にする

人間関係学科

宮崎 友莉

国家試験対策

アプローチの仕方を学ぶ演習では、２人１組になり

運命の出会いでした

2018年
社会福祉士
合格

高校が“介護福祉士”が取れる課程で、その卒業発表に
来ていた先生にあこがれ入学しました。まさかその先
生のゼミで４年間勉強できるとは（笑）! 介護福祉士と

地域社会を学び

“勉強する内容”だったり、“捉え方や考え方”は似てい

地域を創る人を育てます

く学習していきます。

ますが、より幅広く“法律”や“心理学系”等まんべんな

事例検討会

福祉の対象は、高齢者や障がい者、児童、生活に困っている人といった社会的

検討会は、３年次の病院実習の後に行われる授業の一

WAKUWAKU in 上人

に弱い立場にある人だけではなく、地域で暮らす私たち全ての人がその対象に

つです。事前に提出した事例を一講義時間に１人から

２年生が中心になって行われている活動で、主に小学

なっています。そして、社会福祉士や精神保健福祉士といったソーシャルワーカー

２人分検討していきます。みんなで円になって“この

生から高校生を対象にしたボランティア活動です。他

場合もっと良い対応があったのでは？”等話し合いま

の団体とともに活動することもありますが、近くの公

す。かなりの量の意見が出てきますので、自分の事例

民館で第２・４土曜に行う活動がメインでしたね。こ

はもとより、他の学生の事例もすごく参考になりまし

の活動を通して、実習の相手への接し方などを学ぶこ

たね。

とができました。

には、その地域に住む人やその地域に見合った支援を実践できる力が求められて

中村 紋子

います。社会福祉の理論や技術だけではなく、地域の福祉ネットワークやボラン
ティア活動、病院や福祉施設の実習を通じて現場に積極的に参加し、地域に求め

さん

（大分県立野津高校出身）

られる実践力を持ったソーシャルワーカーの育成を目指しています。
私の大学生活

！ 社会福祉コースの特長

03

国家試験合格に向けての充実したサポートと、モチベーションを維持してくれる環境が支えてくれます
失敗から学ぶ

国家試験対策

実習指導体制

本学科では、試験対策として「福祉特

社会福祉士および精神保健福祉士の受験資格を取得する

別演習」の科目を設けています。例年、

ためには現場実習が必修となっています。社会福祉士は春

逆に相手に何を言っているのか理解してもらえなかっ

社会福祉士および精神保健福祉士の受

と夏を合わせて23日間、精神保健福祉士は、夏に28日間

たという体験をしました。面接は患者さんからの“情

験資格を得た学生はすべてこの科目を

の実習に出ます。ここでは、児童・高齢者・障がい者への支

報収集”であると同時に“信頼を築く”ためのものでも

履修しています。この科目では、過去

援を行っている施設だけでなく、医療機関や社会福祉協議

あるということを担当のソーシャルワーカーから学び

問題を解く時間を設定しているだけで

会など幅広い分野で実習を行います。実習前には、実習の

ました。

なく、解説および科目のポイントにつ

目標を明確にするためにボランティア活動を必修とし、福

2018年
社会福祉士
合格

病院実習で社会福祉士として患者さんと面接を行った
際、“丁寧に話すこと”にあまりに集中しすぎてしまい、

自分にあった学習が出来る環境

いての講義や模擬試験を実施していま

祉の現場を体験します。また、学内においても（公社）大分

す。 な か で も、「 解 く 際 の 時 間 配 分 」

県社会福祉士会や（社）
大分県医療ソーシャルワーカー協会

過去問をゼミ別で解いていき、解いたものを授業で添

小さい頃よく、“自分が嫌なことは相手も嫌だと思うで

を身につけるために「実際の試験会場

など職能団体の方々と連携し、実践的な教育を行っていま

削してもらいます。科目によって専門の先生が揃って

しょう？”と教わりますが、この学問を学ぶ中で必ずし

を想定した学内模試」を実施するなど、

す。実習後は、実習で体験した出来事に対するスーパービ

いることが強みですね。勉強の方法も“自主学習”か“模

もそうではないということが分かり、まさに“目から鱗”

合格に向けての細かな対策と環境整備

ジョンや、事例検討を行いなから様々な局面で適切に対応

試中心”かを選ぶことが出来ますし、学外の施設で本

でしたね。相手の発言には“その人が歩いてきた道”が

を行っています。

していくことができる柔軟な人材育成を行っていきます。

佐藤 光

さん

（鹿児島県屋久島おおぞら高校出身）

38

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

相手のことを思う

番を想定した模試も行いました。試験直前は朝９ 時

現れます。そのことを理解できるようになったことで、

から夜９ 時 までひたすら“勉強漬け”でした（笑）。

少しは“器が大きくなった”かなと思えています
（笑）
!
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教育・生涯スポーツコースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

自分の肌で教育を感じる。現場での経験数が、今の自信につながりました
高校野球の監督になりたい
少し甘く見ていた授業もあり、一度単位を落としたも
大学

のもありました。取り直しの際は、とにかく先生の話
と板書をまとめてメモし、復習で見直していくことで
理解を深めようと試みました。１回の授業で何枚ノー
トを取ったか覚えていません（笑）。大学では“公民”の

文学部

教員免許を取得しましたが、大学院でさらに選択肢を
広げていきます！

市内の小学校で学ぶ
大学に集合して行く場合と、現地集合の場合とありま

さん

（熊本県真和高校出身）

教育・生涯スポーツコース

02

“問題の添削”等を行いました。レポートの提出を毎回

み砕いていく”ことが一番のポイントになります。指

求められ、“１回でも休むと単位を落とされる”という

導教員に“生徒に何を伝えたいのか”を読み解くよう指

鬼講義（笑）でしたが、“教育の現場を体感できる”とい

導を受け、授業を行っては、休み時間や放課後を使い

う経験は、ほかの何物にも代えられない貴重な“糧”と

相談し、自分なりの試行錯誤を繰り返しました。うま

なりましたね!

くいかない授業も多々ありましたね（笑）。

人がともに育ちあうための教育力を引き出す コーディネーター 役になりたい！

教育・生涯スポーツコース

私の大学生活

人間関係学科

教育実習では、教科書で教える範囲の中で“中身を読

人間関係学科

宮﨑 大誠

指導案作り

したが、１クラスに２〜３名で入り、“先生の補助”や

教職のカルテ

Education & Lifelong Sports Course

授業の内容をまとめたものを提出するという“教職の
カルテ”が一番大変です。１コマの講義に１ページの
ボリュームであることに加え、“今回の講義で学んだ

学 校をもっと楽しく！

こと”と“これからの課題”を記入していきます。提出後

スポーツを活かした生 涯 教 育を

たものが返ってきます。発言も板書も逃さないように

も内容に不足があると、付箋と先生からの指導が入っ
聞くようになりましたね。

高校の公民の教員免許状が取得でき、ネットワークづくりの中心となる「教育

“レクリエーション”の講義

のコーディネーター役」を養成。最近では、生涯教育、地域活性化などにおいて

実際に実施運営側の立場でレクリエーションを行う能

“社会福祉コース”や“心理コース”に比べると、目指す

重要視されているスポーツが、人間形成に果たす意義を「スポーツ心理学」
「スポー

力を身につけていきます。最初は講義を受けていきま

資格が多様な人たちの集まりとなるため、様々な意見

すが、後半からは３〜４人のグループに分かれ、実際

や考え方を聞くことができる点が魅力だと思います。

に体育館で運営していく実習形態となります。“対象

自分の考えを相手に伝える難しさに直面することもあ

の人数”、“実施場所”、“対象者の年齢”等、考慮する事

りましたが、今ではしっかりと発言できるようになり

項がたくさんあるため、予想以上に難しく感じました。

ました。

ツ社会学」などで多面的に学んでいきます。不登校、学級崩壊など学校教育の深
刻な問題を見据えつつ、「地域社会」の教育力をいかに引き出すか、理論的、実

安部 隆宏

さん

（大分県立安心院高校出身）

践的に考察し、取り組みます。

私の大学生活

！ 教 育・生 涯 スポ ーツコースの 特 長

03

福祉 の教員と なぎなた 日本一を目指して! 信頼される教育者になりたいです
教職の介護体験実習

学校だけで人間は育たない
学

教育の可能性を探るカリキュラム

３年次に２日間、大分市内の盲学校で実習を行ってき

生涯学習という言葉が生まれ、半世紀になり

生涯学習の観点からみると、人は学校以外の

ました。自立訓練では両手の不自由な生徒と一緒にひ

ます。生涯学習という言葉には、子ども・若

場所で、様々なことを学び、成長していくこ

もを引っ張る訓練を実施したり、休み時間には女子同

者だけが学習者ではない、学校教育だけが教

とに気づきます。例えば、スポーツもその一

士でK-POPの話をしたりと、明るい生徒たちの姿に、

育の場ではない、つまり人間が育つためには

つです。人はスポーツを通じて、努力するこ

学校教育以外の教育の可能性を模索しないと

との価値を知り、仲間の大切さを知ります。

いけないというメッセージが込められていま

社会をつくる学習も大切です。環境問題や過

す。社会課題の解決、職業教育、文化継承、

疎問題、子育て問題などの社会問題を解決し

余暇や生きがいづくりなど、学校教育以外の

ていく際、そこには教科書や正答はなく、当

教育の可能性の模索は、世界的にもますます

ものすごく元気をもらえました!

ダンスグループと踊る講義

事者が調べ、話し合う学習が不可欠です。本

重要と考えられています。本コースでは、生

コースでは、人間教育の可能性を探るため、

涯学習の観点から、人間の生涯にわたる成長

様々な現場にでかけ、教育者と出会い、体験

とその条件を多面的に学ぶことができます。

するカリキュラムを設けています。

首藤 愛実

さん

（大分県福徳学院高校出身）
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言葉にして伝える

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

“福祉”を再認識

地域のご婦人方とダンスをするという講義があります

３年次の夏に行われた集中講義で受けた“福祉科教育

（笑）。曲は流行りのJ-POPですし、ダンスの後は体育

法”では模擬授業などを行っていくのですが、先生の

館のジムでペアになり、筋トレを行ったりもしまし

福祉についての話を聞いていると、福祉の大切さを再

た。この講義のテストは、ペアになったご婦人が採点

認識させられました。それと、セラピストのような語

するというもので、掛け声などが小さいと手厳しい採

り口調で、とても気持ちが落ち着いたことをよく覚え

点をされることもあるんですよ!

ています（笑）
。
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Department of
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Faculty of INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

国際 経営学部

国際経営学科

Concept

Department

1
国際経営学科
大学

Department of

幅広い領域で学び、活躍の舞台を世界へ

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

国際的な流動性が高まっています。その結果、学術・技術の進歩と社会の高
度化・複雑化や急速な変化が生じ、既存の知識体系や技術では対応しきれな
くなってきています。このような状況を踏まえ、本学においても教育研究の

国際経営学部

今日の世界においては、社会、経済、文化のグローバル化が急速に進展し、
● 国際経営コース
● 会計・税理士コース
● 観光・地域経営コース

グローバル化を進めて質の高い教育を提供し、国際的に活躍できる人材の養
成に貢献することが必要です。そこで、国際経営学部は、グローバル化、情
報化、地域貢献の視点から、時代のニーズに即応した人材を養成します。

Message

夢を実現させるための知識とそれを活かすスキル
際 経 営 学 部 が 求 め る 人 材 は、J.F ケ ネ デ

して修得した知識を活かせる資格の取得を支援

ィーのこの言葉に尽きます。曰く『We need

します。さらに地域の未来を切り拓くスキルの

men who can dream of things that never were.

修得を目指す「地域創生プロジェクト」を創設

（私たちは、今までになかったものを夢見るこ

しました。こうして、夢を見る人々の学ぶ環境

国

とができる人々を必要としている）』。
国際経営学部 学部長

中山 昭則 教授
NAKAYAMA Ak inori
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詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

を整えています。

国際経営学部では、①世界の動向を見渡せる

さあ、国際経営学部で国際感覚を持った知識

マクロな視野、②多様な知識および地域の課題

人としてのスキルを磨いて「今までになかった

を見抜くミクロな視点、③深い専門性、これら

ものを夢見る人」から、「その夢を実現させる

を修得できるカリキュラムを組んでいます。そ

人」へとジャンプアップしましょう。
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学 科の学び

国 際 経 営 学 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

教養科目
2 年次

3 年次

○英語1 〜 4 ●統計学 ●社会調査法 ●国際文化論 ○導入・基礎演習 ●中国語基礎1・2
●科学史 ●地方行政論 ●外書購読3・4 ●キャリア教育Ⅰ・Ⅱ ●教育実践Ⅰ・Ⅱ

●韓国語基礎1・2

4 年次
●外書購読1・2 ●TOEIC1 〜 4

1

国際経営学科
国際経営コース

2 年次
◯マーケティング論 ●国際経営論
◯経営管理論
●マクロ経済
◯経営戦略論
●ミクロ経済
◯発展演習1・2
●人的資源管理論
●経営史

3 年次

4 年次

◯専門演習1・2 ●リスクマネジメント
●国際マーケティング論
●銀行論
●ファイナンス論
●貿易論
●経営意思決定論

◯卒業演習1・2

国際経営学科

Department

国際経営学部

◯必修科目 ●選択科目

１年次

国 際 経 営学 部

●社会思想史
など

専門科目
国際経営コース
◯経営学の基礎
◯会計学の基礎
◯観光・地域経営の基礎
●簿記Ⅰ〜Ⅲ

大学

◯必修科目 ●選択科目

１年次

会計・税理士コース
Department of
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

会計・税理士コース

１年次
◯経営学の基礎
◯会計学の基礎
◯観光・地域経営の基礎
●簿記Ⅰ〜Ⅲ

観光・地域経営コース

2 年次
◯マーケティング論 ●財務会計
◯経営管理論
●原価計算
◯経営戦略論
●簿記Ⅳ〜Ⅴ
◯発展演習1・2
●会計学

１年次

学びのポイント

2 年次
◯マーケティング論 ●観光資源論
◯経営管理論
●環境と経済
◯経営戦略論
●食料流通システム
◯発展演習1・2 ●観光ビジネス論

が進み、様々な産業がますます高度化・複雑化して

1

グローバルな視野と経営能力育成のための
多面的アプローチ

います。本学部は、地域に密着し国際化を深めてき
た総合力を基礎に、さらなる飛躍を求めて平成21年
に開設しました。

2

時代の変化に応えるICT（情報通信技術）と
外国語能力の育成

3

地域の経済界との対話に基づく学力と
社会人基礎力の育成

3 年次
◯専門演習1・2
●農業政策

4 年次

●観光と地域
●地域ブランド論

◯卒業演習1・2

地域創成プロジェクト
１年次

我が国は社会・経済・文化のグローバル化・情報化

4 年次
◯卒業演習1・2

観光・地域経営コース
◯経営学の基礎 ●旅行地理論
◯会計学の基礎 ◯観光・地域経営の基礎
●簿記Ⅰ〜Ⅲ
●旅行業務論

国際社会で活躍できる
マルチな人材の養成

3 年次
◯専門演習1・2
●国際会計論
●ファイナンス論 ●財務諸表論
●監査論
●管理会計

●地域創生プロジェクト１

2 年次
●地域創生プロジェクト2・3

3 年次

4 年次

●地域創生プロジェクト4・5

キャリアアップ科目
１年次
●政治学概論
●簿記キャリアアップⅠ〜Ⅲ
●公務員実務演習Ⅰ・Ⅱ

2 年次
●マーケティング演習
●ミクロ経済学特別講義
●マクロ経済学特別講義
●公務員実務演習Ⅲ・Ⅳ

3 年次
●公務員実務演習Ⅴ・Ⅵ

4 年次
●公務員実務演習Ⅶ

英語と、第二外国語としてアジアの言語も習得。
グローバルな経営管理の知識と技術を身に付け、国
際的なコミュニケーションができる多彩な分野で活
躍できる人材を育成します。

Admission Policy
大学教育（学部教育、学科教育）の特色と育

入学者に求める能力・資質は何か

及びAO入試の課題・面接等により測定・評価

成する人材像

①主に社会科学系の科目において、地域を含

し、その結果を合否判定に用いる。

国際経営学科には「国際経営コース」
、
「会計・
税理士コース」
・
「観光・地域経営コース」の３つ
のコースがあり、それぞれ経営管理、会計・税務、
観光・地域経営分野について、言語表現や情報処
理技術を含む専門的知識を習得します。そして
これらを活用し地域の発展のために貢献できる
人材を育成することを教育目標とします。
このような本学科の教育目的を理解し、目的
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めたグローバル社会を理解するための基礎
的な知識・技能を習得している。
②自ら問題の解を見いだしていく思考力・判断
力・表現力を備えている。
③自ら行動し、また他者と協働して学習する
態度を身につけている。
高等学校段階までに培ってきたどのような能
力を、どのように評価するのか

②主体的に学び、他者と協働して学問探究に
臨む態度を、一般入試、推薦入試における
調査書、取得資格・免許、及びAO入試等に

国際経営コース

会計・税理士コース

観光・地域経営コース

国際コミュニケーション

簿記

エネルギー戦略論

それぞれが人前で国際問題に関す
る意見を述べ、それをベースにみ
んなで議論しコミュニケーション
能力をつけることがこの授業の目
的です。

簿記は企業経営活動を数値で記帳・計算する技術であり、
あらゆるビジネスに必須の学問であるとともに、税理士・
公認会計士試験の必修科目です。本コースでは学生のレ
ベルに合せたクラス編成を行い、日商簿記検定３、２、
１級の取得を支援します。

東日本大震災、福島原発事故…。多くの試練を乗り
越えて、日本のエネルギー政策が変わろうとしてい
ます。その中心となるのが地域社会を主体とした自
然エネルギー開発です。未来を見据えた地域のエネ
ルギーをいっしょに考えましょう。

国際マーケティング概論

会計学

食料流通システム

時代とともに変化する顧客に応え
る目標販売戦略を編成するため
に、どのように市場に接近し、グ
ローバル市場と対話するかを考え
ます。

会計学は企業の経済活動を決算書により利害関係者に報
告する一連のルールを取り扱う学問です。また、税理士・
公認会計士・国税専門官になるための高度な会計学のス
キルを養います。さらに、国際的な会計のルール（IFRS）
も学習します。

国内外の食料生産・加工・流通・小売の実態について、
マーケティング論や経済学の視点から学びます。と
りわけ、観光資源を活用した農産物のブランド化や
６次産業化など、地域の食料流通の動向などにも注
目しながら学びます。

おける調査書、志望理由書、活動報告書等
により測定・評価し、その結果を合否判定に
用いる。
③学校内外の活動（部活やボランティアなど）
における優れた成績や豊かな経験を、推薦

に描かれた人材に成長するための基礎的な能力・

①現代社会、政治・経済等の科目に関する基礎

入試やAO入試等において、調査書・志望理

資質を有し、目標に向けて主体的に学び自ら人

知識を活用して、課題を発見し解決するこ

由書・活動報告書等を基に評価し、その結果

生を切り開いていこうとする意欲を持った学生を

とができる思考力・判断力・表現力を、一般

を合否判定に用いる。

求めます。

入試等の学力審査、推薦入試の小論文・面接

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

学び Pick Up
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特 色・ 特 長

活 躍 す る
卒 業 生

国際経営学科トピックス

地域の皆様の

新たな学びの場を提供
「 地 域 創 生 プ ロ ジ ェ ク ト 」・「 キ ャ リ ア ア ッ プ 科 目 群 」

パ ート ナ ー として
大学

必 要 とさ れ る

国際経営学部は、平成30年度から学生が主体的に地域の課題解決に
向けた活動を行う「地域創生プロジェクト１〜５」を設定します。１年
ランに合わせて受講できます。

国際経営学部

存 在 に な りた い

後期から３年後期まで毎学期開講しますので、学生たちは各自の学習プ
また、卒業後の進路設計を支援することを目的として、18科目で構
成する
「キャリアアップ科目群」
を設定しました。その内容は経営、
会計、
観光に関するキャリアアップを支援する科目、公務員をはじめとした地
域で活躍するためのスキルアップを支援する科目で構成されています。

■ 銀行員
国際経営学科

国際経営学科
（平成25年度卒業）
大分県立別府青山高校出身

吉村 沙季 さん
豊和銀行亀川支店（大分県別府市）勤務

国際経営学科の活動
公務員特別クラスの開設

国際交流教育

地

元の金融機関で働くことを目指していた夢が

ニケーションをとることも多く、意識の高い留学生

叶い、今は窓口でテラー業務を担当していま

と会話をすることで、大きな刺激を得ることも多かっ

す。 お 客 様 に と っ て ベ ス ト な ご 提 案 が で き る よ う
日々勉強していますが、年配の方が多い地区なので
親切でわかりやすいご説明を心がけています。

たですね。
女性の活躍が叫ばれていますが、最前線にいる一
人として、誇りをもって仕事にのぞんでいます。

学生時代に日本商工会議所の簿記２級を取得して
いたのですが、社会人になってからも財務や税務な

進路は早く決断し、

ど試験が多く、その基礎知識として役に立っている
なと、今さらながら感謝しています（笑）。
国際経営学科ではクラスの半数が留学生で、これ

目標を絞ってからは

未 来 の
後 輩 へ

計画的な活動に
取り組みましょう。

もまた貴重な経験になりました。グループでコミュ
公務員をめざす学生を対象に、４年間を通してサポートを行います。過
去に出題された問題を解いたり、特別講座を受講するなどして公務員と
しての知識を身につけます。また３年次以降は大手専門学校との連携講
座やダブルスクールを行います。

国際感覚の向上、異文化理解の促進を目的として希望者を対象に海外研
修を毎年実施しています。これまでにニュージーランド、ベトナム、
台湾、
韓国、中国で研修を行いました。2018年２月のニュージーランド訪問
では、別府市と姉妹都市提携を結んでいるロトルア市で市長を表敬訪問
したほか、ニュージーランド政府系の研究施設で環境エネルギー政策に
ついて研修、またマーケティングの観点からオークランド市のショッピ
ングモールを視察しました。

地域と連携した学外授業の実施

日商簿記検定対策

取 得 可 能 な免 許・資 格

就 職 ・ 進 学 状 況 （2018年3月卒業生）
【就職】

□ 税理士（受験資格）
□ FP（ファイナンシャルプランナー）技能士
□ 中小企業診断士
□ ITパスポート
□ 国内・総合旅行業務取扱管理者資格
国際経営学科では、県や市町村などの官公庁、地場企業と連携し、定期
的に学外授業を実施しています。その体験を通じて、学生が地場企業の
企業経営やマネジメントへの理解を高めることができるよう配慮していま
す。最近では、日田市バイオマス資源化センターを視察し、日田市の食
品循環資源の有効活用による地域活性化の取り組みを学びました。この
ように、地域経済の実態把握と課題解決に向けた研究・教育を実践するこ
とで、産官学連携をいっそう深め、地域貢献に資するように努めています。
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詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

人気資格としてあげられる日商簿記は、企業の利益等を算定するために
重要な技術です。高校時代に簿記の授業がなかった学生も多くいますが、
これまで多くの合格者を輩出してきました。授業中はもちろん授業外で
も理解できるまで解説したり、個人の学習状況に応じたテキストや予想
問題を提供するなど様々な方法で合格に導きます。

□ 高等学校教諭一種免許状
（公民・商業）

公務員｜日出町職員、大分県警、佐伯市職員（消防士）
教員｜㈻別府大学明豊中学・高等学校（非常勤講師）
建設業｜㈱TOPHOME、㈱熊野建設
製造業｜㈱平和マネキン
情報通信業｜㈱MAPPA
卸売業・小売業｜大分交通㈱、生活協同組合コープお
おいた、トヨタカローラ大分㈱、日産プリンス大分販
売㈱、㈱アダストリア、㈱ティ・エフ・シー、㈱トキ
ハ、㈱トキハインダストリー、㈱パーソナルネット
金融業・保険業｜㈱伊予銀行、㈱大分銀行、㈱豊和銀

教育・
サービス業 3%
学習支援業 5%
教員 3%
複合サービス 公務員
11%
事業
建設業 5%
学術研究・
14%
専門・技術
製造業 3%
サービス業 3%
情報
不動産業・
通信業 3%
物品賃貸業 8%
卸売業・
金融業・ 小売業
保険業
25%
17%

行、大分信用金庫
不動産業・物品賃貸業｜㈱大興不動産、㈱豊後企画集
団
学術研究・専門・技術サービス業｜㈱ジェイテック

□ 中学校教諭一種免許状
（社会）

教育・学習支援業｜㈻別府大学、㈲中津自動車学校

□ 司書・司書教諭

サービス業｜㈱オーティス

複合サービス事業｜JAおおいた、JAかみましき、JA
べっぷ日出
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国際経営コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

現地の声 からスタートする積極的なフィールドワークに驚きました
上海での体験
同じゼミ生の実家の工場を見学に行ったことが強く印象
大学

に残っています。上海にある企業で、市販車の室内を改
装したりする“車の内装”を扱う会社です。ほぼ手作業で
行っていきますが、成長率23％とものすごい会社でした。
日本でそのまま導入することはほぼ不可能ですが、他業

国際経営学部

種でも生かすことができるのではないかと調査しました
ね
（笑）
。卒論の候補として考えるきっかけになりました。

２泊４日のベトナム研修

活動に積極的に参加！

ベトナムにある「エースコック」のグループ会社を見学

さん

（大分県立大分鶴崎高校出身）

国際経営コース

02

たのは大学に入ってからでした
（笑）
。同じように
「簿記」
や

り、企業のロゴマークを宗教的な観点から“人物”に変

「TOEIC」
なども大学に入ってから取り組み始めました。現

えたりと、その土地に受け入れられるよう様々な工夫

在、簿記は３級で、２級にチャレンジしていくところです。

を見ることができましたね。帰国後は、調査した内容

英語に関しては、海外での体験を重ねるにつれて、その

に裏付けの資料を用意し、パワーポイントにまとめて

重要性を強く感じています。その他にも
「公務員対策講

発表しました。

座」
や
「棚田プロジェクト」
など、積極的に活動しています。

ただ受け身の授業ではない。プレゼン前の下準備の大切さを痛感しました

国際経営コース

私の大学生活

国 際 経 営学 科

しました。地元の消費者の嗜好に合わせて味を変えた

国際経営学科

津野 友香

レポートや発表で必ず使うPCですが、本格的に使い始め

企業のマーケティング戦略①

International Business Management Course

グループで調査・発表することが多いのですが、この
授業では“一人”で調査から発表まで求められます。前
期では「LINE」について学内でアンケートを実施し、資

世界を相手に活躍できる力を

料をまとめ発表しました。かなり準備していたのです
が、上級生から細かな数値についての質問が上がり、
その場で答えられないものもありました。正直課題が

グローバル企業や日本企業の国際部門、国際文化事業などにおいて経営管理能

残りましたね。

力を生かし、主体的に事業を運営・支援できるための、国際ビジネス・リテラシー

企業のマーケティング戦略②

（英語、アジア言語、情報〈ICT〉）を養成します。多彩な専門フィールド（8分野）
のカリキュラムを用意していますので、自分の興味ある専門分野を学べます。

松本 睦未

さん

（大分県立国東高校出身）

私の大学生活

！ 国際経営コースの特長

03

「秘書検定２級」
、
「ファイナンシャルプランナー３級」
、

内の「神戸コレクション」と海外の「パリコレクション」

「簿記３級」
、
「ビジネス会計３級」
と、挑める限りの資格

と比較し発表しました。パワーポイントにオリジナル

試験にチャレンジしました。通常の授業以外でも、夏休

の動画を組み込んだりして、前期よりも改善して臨み

みに対策講座が実施されたりと、支援や指導は充実し

ました。分かりやすく工夫したためか、質問は答えら

ています。在学中の自由な時間の中で“自分がどうなり

れないほどではなかったですね
（笑）
。前期から挽回で

たいのか”は最終的には“自分の頑張り次第”です。残りの

きました!

時間でさらなるスキルアップを目指していく予定です!

経営学とともに取り組んだ語学のスキルが自分の未来を切り開いてくれました
「冬ソナ」から興味を持って

プレゼンテーションに特化した教室
プ
プレ
ゼ

アクティブラーニングを実施

国際経営コースでは、ワードやパワーポイ

大学の中にある教室の大半は固定式の机が

バイスで韓国に語学留学しました。留学先では各国の

ントを使った発表やレポート提出が多くあ

設 置 さ れ て い ま す。 で す が、 国 際 経 営 棟

学生と６人でシェアハウス的な寮生活で、授業は韓国

ります。そのため、国際経営学科がメイン

（39号館）にある教室は各階必ず机が動か

語能力試験４級クラスで学びました。留学後も大学の

で使っている校舎には２フロアにパソコン

せる教室があります。その教室では黒板な

教室があります。パワーポイントによるプ

ども設置されておらず、ホワイトボードで

レゼンテーションをする際にも、各教室に

教室の形を授業ごとに変えられるように

スクリーンがあり、プロジェクターも使用

なっています。そのため、グループワーク

できます。また、メディアセンターでは各

などのチームごとに分かれて行う授業形式

建物内に無線LANを設置しているので、自

８月〜１月の半年間、当時在籍されていた先生のアド

授業と個人学習を継続し、就職は韓国系大手銀行の子
会社に就職することができました!

４年になっても忙しい日々

の場合はとても使いやすく、チームのメン

宅でレポート等の作業をしているパソコン

バー同士しっかりと顔を合わせながら、一

を学内でも引き続き使用することが可能と

つのテーマに沿って論議しやすい環境が

なります。

整っています。

横畠 拓哉

さん

（福岡県立嘉穂東高校出身）

48

自分を磨いていく！

後期は「東京ガールズコレクション」について、同じ国

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

通訳として同行しました！

語学に加え、経済分野にも興味を持っていたので、

中津市の青年会議所と韓国チンジュ市のシニアクラブ

“日韓の国家予算配分の比較”について研究を進めてい

との交流イベントに通訳として同行させていただきま

ます。株価の変動なんかは、見ていて面白いですよね

した。市長に挨拶したり、下関に行ったりと３泊４日

（笑）
! 卒論に加え、内定先からの課題（行員としての企

の旅でした。参加者が年配の方だったため敬語の使い

画作成やレポートなど）も出ていますので、結構大変

方と、“キョンサンドンなまり”が強く、聞き取りに苦

です。

労しましたね
（笑）
。２〜３回聞き直していました。

BEPPU UNIVERSITY | BEPPU UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE 2019

49

会計・税理士コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

簿記の学習はゲーム感覚!? それが秘訣かもしれません
“図書館”と“会計”
高校時代に図書委員のイベントで“読書会”を行ってい
大学

たのですが、大学でも２年生の時にゼミの中で行いま
した。その時は『野生の呼び声』という本をもとに意見
を出し合い、話し合っていきました。学部は“経営”を
選択しているのですが、図書に興味を持っていたた

国際経営学部

め、“司書資格の取得”と、卒論も“図書館と会計の関係”
についてまとめています。

簿記の勉強方法

さん

（大分県立別府青山高校出身）

会計・税理士コース

02

級も取得できました。私の学習方法は“１つの問題が

かったです
（笑）
。“２度目は絶対受けたくない”という精

できるようになるまで先に進まない”です
（笑）。先生

（笑）
。他にも、授業の最初や最後に
神で乗り切りました

オススメのテキストに自分でノルマをかけ、毎日２時

毎回小テストが実施される授業だったり、憲法系のテス

間、ノルマが詰まった時は６時間やっていた時もあり

トでは真っ白な解答用紙に、授業の中で出てきた事例に

ました。個人的にはゲームをやっている感覚で、ラス

ついてまとめて書くものなど、自分の意見が無いと解答

ボス前のレベルアップという感じでした（笑）。

できないものが多かった印象です。

いつも支えてくれる 環境 が、初心者の私をここまで導いてくれました！

会計・税理士コース

私の大学生活

国 際 経 営学 科

もちろん会計以外の授業もあります。中でも“英語”は辛

国際経営学科

豊田 若菜

会計以外の授業では

日商簿記３級は大学入学後すぐに取得でき、その後２

簿記試験対策①

Accounting & Tax Accountant Course

日商簿記３級、ビジネス会計３級、秘書検定２級、
ファイナンシャル・プランナー３級などを大学に入っ
てから取得しました。特に簿記の試験では２級に挑戦

会計の専門家の育成

しています。担当の先生の授業内外での学習サポート
に加え、ほぼ毎日“心が折れないメール”を送ってくれ
るので、現在も次の試験に向けて学習中です!

会計・税理士コースは、グローバルに進展する経済の中で活躍できる会計の専
門家を育成します。そのために、簿記、会計学、税務会計、管理会計といった科

簿記試験対策②
最初は馴染みのない分野だったので本当に大変でし

教室の中だけの授業ではなく、農林水産祭、大分トリ

学生を強力にバックアップ。同時に、会計の高度なスキルを持つ企業人を育成し

た。私の場合、担当の先生に学習スケジュール管理を

ニータ集客プロジェクト、海外研修など、フィールドで

ます。また、指導にあたる教員は、いずれも第一線で活躍する会計の専門家。学
生の夢の実現のために熱意ある教育を行っています。

松岡 沙織

さん

（大分県立大分南高校出身）

私の大学生活

！ 会 計・税 理士コースの特長

03

お願いして、授業後も毎日残って勉強しています。自

活動する授業もたくさんあります。特に印象に残ってい

分で用意した教材に加え、学習状況に応じたテキスト

るものは、“女性が働きやすい、利用しやすいSSとは”と

や予想問題を提供してくれますし、何より“心が折れ

いう題で行った昭和シェル石油でのプレゼンです。地元

ないメール”のポジティブな内容が励みになります。

紙や石油業界の新聞への掲載、TVの取材も受けるなど、

環境・心・サポートはとても充実していると思います。

反響も大きく、大学の授業の中で一番頑張りました!

会計学とともに教員免許状の取得も目指せる！ 他学科との交流も刺激になります
中学時代の思い出から

税の現場の声を聞く

資格取得を強力にバックアップ

日商簿記やビジネス会計といった会計系の資格や、IT

会計・税理士コースでは、大分税務署や別府税務署の見

会計・税理士コースでは多くの資格取得に向

パスポートの取得も力を入れていますが、併せて“商

学、大分県を管轄する熊本国税局の方の講演などにより、

け学生の勉強の機会を増やしています。社

業の教員免許”の取得も目指しています。中学時代の

「税」の問題を学習する機会を設けており、学生は税金

会人になってから役に立つ日商簿記検定、

先生に感銘を受けたことが影響していますね（笑）。会

を徴収するサイドとしての国税専門官の方などから分か

ビジネス会計検定、BATIC（国際会計検定）

計系を中心とするコースなのですが、教員免許を取得

りやすい税に関するレクチャーを受けることができま

等の取得が可能です。また、本コースの学

することができる点も魅力だと思います。

す。それにより、学生は徴収される税が我が国でどのよ

生のほとんどは、早い段階で日商簿記検定

うに利用されているのかということや、国税専門官の仕

を取得しており、その資格を生かして税理

事内容をより身近に知ることができます。もちろん、税

士事務所や金融機関などに就職した学生が

国際経営学科で教職を希望する学生はあまり多くあり

３年の時に受けた教育法に関する授業が印象的です。

務会計や税法の講義は会計・税理士コースの科目として

多くいます。過去の卒業生には、在学中に

ません
（笑）
。教職の授業では、他学科の人たちととも

学習指導要領をもとに自分で授業を組立て、50分間

開講されていますので、学生は「税」の問題を学問と現

国税専門官の試験に合格し、その後東京国

に学ぶことが多いのですが、それが刺激であります

の模擬授業を行います。単純に知識だけの授業ではな

場の両側面から学習することができることとなります。

税局へ就職した学生もいます。さらに、税

し、勉強に関わること以外にも生徒指導に関するもの

く、最近よく取り上げられているアクティブラーニン

なお、税の現場の声を聞いた学生から実際に国税専門官

理士試験にチャレンジしている学生も在籍

や教育システムに関するものもあり、改めて“教師に

グ授業の指導もあります。授業中の評価もあると思い

や会計事務所職員も輩出されています。

しています。

なりたい”と再認識しましたね。

ますが、多くの授業ではやはりレポートや筆記でテス

教職免許取得のために

後藤 航

さん

（大分県楊志館高校出身）

50

昭和シェル石油でのプレゼン

目を体系的に設定し、税理士試験、公認会計士試験や国税専門官試験等を目指す

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

様々な授業スタイル

トが行われますよ（笑）。
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観光・地域経営コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

旅が好き から始まり国家資格もGET！ 自分の成長を実感しています
旅と地域の研究会
最初は“外に出かけられるなら”という簡単な理由で参
大学

加しました。活動では、自分でアポを取ってお店の経
営者にインタビューに出かけたり、“大学生観光まち
づくりコンテスト”では、大分県が取り上げられたこ
ともあり、企画書からパワーポイントまで真剣に頑張

国際経営学部

りました。残念ながら審査には通りませんでしたが、
取り組みを通して自分の可能性を再発見できました。

空港内部を調査！

“国内旅行業務取扱管理者試験”合格

“観光ビジネス論”の授業では、観光ビジネスの基礎か

さん

（大分県立別府鶴見丘高校出身）

観光・地域経営コース

02

話を聞いて、取り組み始めました
（笑）
。授業での学習よ

ます。大分空港でのフィールドワークも実施されます

りも自分で計画を立てて取り組む内容でしたので、観光

が、その準備・事後学習には４時間ほど費やします。

が専門の先生に相談し、レジュメをいただいたり、夏休

“これも観光なんだ”と思うような事柄も発見します

みに対策講座を開いていただいたりしながら進めていき

し、何より観光ビジネスの現状や課題を説明できるよ

ました。おかげで合格率30％の国家試験ですが合格する

うになれたことは大きな成長ですね（笑）。

（笑）
!
ことができました

現地で学び、現地に還元する。 金融 分野から郷土の観光を支えていきたい

観光・地域経営コース

私の大学生活

国 際 経 営学 科

ら観光産業の経営に関することまで自発的に取り組み

国際経営学科

本田 悠

もともと旅行が好きだったのと、友達が合格したという

“温泉”だけじゃない！

Tourism & Local Business Management
Course

“観光学総論”の授業では、別府市の昭和の観光パンフレッ
トを見て、現代版を企画するというグループディスカッ
ション、プレゼンテーションが行われます。別府といえば

公務員を中心とした地域づくりの人材養成

出していましたね。最後の発表では、“パンフレットの見易

大分は絶好の研究の場

とができました。改めて地域の魅力を再発見できましたね。

“温泉”ですが、どのグループも違った視点でコンセプトを
さ”と“プラス〇〇”という企画に力を入れてプレゼンするこ

地域での実体験

地域の重要性がますます問われる中、大分県が全国的に注目されています。数々

幼い頃、大分県日田市に住んでいたことから、卒論では

の産業を発展させながらも、トップクラスの自然に恵まれているからです。日本

た田舎の体験型アクティビティとして外国人観光客を迎え

“歴史的建造物の観光振興と金融機関の働き”について取

有数の観光地を有し、温泉湧出量は日本一。豊富な農産物、魚介類が食卓を賑わす。

ています。地域の方とともに校舎周辺の整備を行ったり、

り組んでいます。日田市役所の観光課や信用金庫、観光

観光・地域経営コースで学ぶ学生にとって、このような環境は絶好の研究の場と

林野 勇太

なっています。地域づくりをリードする公務員をはじめJA等地域で活躍できる人

さん

（大分県立大分鶴崎高校出身）

材養成も目指しています。

私の大学生活

！ 観 光・地 域 経営コースの 特 長

03

取り組みの説明を聞き、共同で作業を行いました。世代の

協会等に取材をし、近年の観光客数のデータをいただい

違う方や文化の違う方とのコミュニケーションやマナーに

たり、公開されているデータの見方を教わるなどして進

ついて考えさせられるとともに、このような活動が授業の

めています。就職も、地域の街並みを守るために金融機

一環として実際に体験できたことは非常に有意義でした。

関を志望し、地元の信用金庫に内定をいただきました。

フィールドワーク型の授業が充実。国際交流にも積極的です
個人宅の地熱発電

徹底した現場主義

地熱発電でホテルをイルミネーション

ゼミのメンバーで、地熱発電装置の見学に行きまし

地域と連携したフィールドワークが多くあ

現在多くの自然エネルギーについて見直しが

た。現場では先生から説明を受けながら見学し、最終

り、実際に大分県内で自営業や農業をして

されています。別府市は全国的にも温泉が有

的には個人発表で評価されます。地熱発電のメリッ

いる方の話を直接ヒアリングに出かけるな

名な都市で、主な自然エネルギーの活用方法

ト・デメリットや普及の可能性についてパワーポイン

ど、普段の学習ではなかなかできないこと

として、地熱エネルギーを使用した発電など

トにまとめ、加えて発表後の意見交換対策にいろいろ

が体験できます。フィールドワークを通し

が挙げられます。そういった環境エネルギー

な質問を想定して準備をしておきます。それでも答え

て視野を広げ、地元の再発見をしたり、将

に関して、実際の地熱発電所を見学に行き現

られない質問が来ましたね（笑）。

来について考えたりと、自分自身にプラス

場を知るということもしています。“座学だ

になることを見つけていきます。フィール

けではわからないことは現場に行く”という

経営学というと教室内での授業ばかりしているイメー

母国語を生かして、通訳に関わる仕事を目指していま

ドワークを通して、調査方法や技術・知識を

体験型の授業が多く取り入れられています。

ジを持つかもしれませんが、フィールドワーク型の授

す。大学生活の中では、新入生のオリエンテーション

身に付けていくことで、プライベートでも

業も結構あります。大分県内では、
「うみたまご」
や「つ

などで通訳をしますし、アルバイトでも別府市役所を

その感覚が残ってしまい、休日でもフィー

くみイルカ島」
、県外では福岡の「マリノアシティ」や

利用しにくる中国人に対して、窓口での通訳や書類の

ルドワーク中のように過ごしてしまう学生

「自動車工場」、「八女茶の工場」などにも出ていきまし

翻訳などを担当するなど、積極的に関わるようにして

た。レポートやプレゼンが大変ですが、実地に学ぶ授

います。授業以外の時間を有効に使って、少しでも自

業スタイルは内容を飲み込みやすいです。

分自身のスキルアップに役立てていきたいですね
（笑）
。

もいるようです。

さまざまな構外学習

張 家楽

さん

（中国出身）
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金融機関から観光振興を考える

大分県の豊後大野地域では、廃校になった校舎を利用し

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

自分の時間を有効に使う
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Faculty of FOOD SCIENCE & NUTRITION

食物栄養 科学部

食物栄養学科

発酵食品学科

Department of
FOOD & FERMENTATION SCIENCE

Department

Department

1

2

食物栄養学科

発酵食品学科

Department of

Department of

FOOD & NUTRITION

FOOD & FERMENTATION SCIENCE

大学

Department of
FOOD & NUTRITION

食物栄養科学部

● 発酵食品コース
● 食品流通コース
● 食品香料コース

Message

「食」を通して、人々の豊かな人生づくりへの貢献を

食

物栄養科学部は「食」の科学を学び、人々

しています。発酵食品学科は、日本でも数少な

の健康や豊かな人生づくりに「食」を通

い醸造発酵学が専門の学科です。「発酵食品コ

して貢献したいという意欲を持った人材の育成

ース」、「食品流通コース」、「食品香料コース」

をめざしています。

の選択コースがあり、最新のバイオ技術や香料

本学部には、食物栄養学科と発酵食品学科の

学を学べます。これらを生かした産業界での即

２つがあります。食物栄養学科は、保健、医療、 戦力の人材育成をめざします。本学部では、健
食物栄養科学部 学部長

Concept

人間力豊かな食と栄養の
スペシャリストを目指す

藤井 康弘 教授
F UJII Ya suhiro

福祉及び教育等の分野で、人々の健康改善・健

康・食・栄養について強い関心を持っている人

康づくりに貢献できる管理栄養士の養成をめざ

を受け入れます。

社会や時代の急激な変化とともに、生活習慣病の増加が国民の健
康面における大きな課題となっています。一方、食物や食品・栄
養をとりまく環境も著しい変化を遂げ、人々の生存にとって不可
欠な食物の生産・食品の供給においては、地球規模の環境との調
和・生物共存、安全性の確保などの今日的問題を解決することが
大きな課題です。そのような中で、健康に対する関心は高くなっ
ており、栄養学や食品学、発酵学やバイオの分野の専門的な知識
や技術を駆使して人々の健康的生活に貢献できる人材の育成を目
的とした教育と研究を展開しています。

54

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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学 科の学び

食 物 栄 養 学 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

教養科目
2 年次

3 年次

大学

◯必修科目 ●選択科目

１年次

4 年次

専門科目

◯必修科目 ●選択科目

１年次

Department

1

食物栄養学科

Department of

FOOD & NUTRITION

管理栄養士を養成するための
きめ細やかな学修支援体制
児から高齢者、妊婦、スポーツ選手、傷病者など、それぞ

1

（学生が学びやすい新カリキュラム/クラス担任及び
専任教員によるきめ細やかな学修サポート）

初年次から管理栄養士合格に向けて充実した
サポート体制（特別対策講座/小テスト/模擬試験）

2

間力向上に取り組んでいます。また、全国的な料理コンテ

学内外との密度の濃い活動・体験を通じて
実践力、対話力、人間力を養う学修支援

ストに積極的に挑戦することで実践力に磨きをかけ、それ
研修旅行（任意）では、フランスの専門学校ならではの調

3

（地域住民との交流活動/学内外各種行事・料理コンテス

理技術などを学び、他の養成校では体験できない研修旅行

栄養教育論実習

本学科カリキュラムでは、実験や実習の授業が多く組まれています。この
演習は、それらを受講するにあたり実験・実習に臨む姿勢や最低限必要な
基礎知識、実験器具等の基本操作、実験・実習のノートやレポートの書き
方などについて学び、理解を深めるための導入的内容となっています。

管理栄養士業務の一つである栄養教育を行うためには、病気に関する知識、
食事による健康の維持・増進と病気の予防や治療に関する知識、対象者の
身体状況・栄養状態の測定法などを理解した上で、いかに対象者の指導に
それらの知識を活用するかが重要となります。この実習では栄養教育の知
識と技術を学ぶとともに、その集大成として附属幼稚園の園児を対象に食
育模擬授業を行います。

１〜２年生
授業で基礎を固める
ら判断・表現する能力を、一般入試等の学力

入学者に求める能力・資質は何か

審査、推薦入試の小論文・面接及びAO入試

①高等学校教育全科、その中でも国語・英語・

の課題・面接等により測定・評価し、その結

観及び問題解決能力の備わった管理栄養士を育

理科・数学などについての基礎的な知識・技

成することを目指します。本学科では、地域と提

能を修得している。

グ）を授業に取り入れており、学生の実践力を
育むことで、食・栄養と健康に関する専門家とし
て地域社会の発展に貢献できる人材を育ててい
ます。
このような本学科の教育目的を理解し、目的

②自ら問題の解を見いだしていく思考力・判断
力・表現力を備えている。
③自ら行動し、また他者と協働して学習する
態度を身につけている。
高等学校段階までに培ってきたどのような能

果を合否判定に用いる。
②主体的に学び、他者と協働して学問探究に
臨む態度を、一般入試、推薦入試及びAO入
試等における調査書、志望理由書、活動報
告書等により測定・評価し、その結果を合否

３年生
専任教員による専門科目の授業
（臨床栄養学／公衆栄養学／給食経営管理論など）
＋国家試験対策演習（週１回）／模擬試験（年３回）

③学校内外の活動（部活やボランティアなど）
における優れた成績や豊かな経験を、推薦

①国語・英語・理科・数学に関する基礎的な知識

入試や AO入試等において、調査書・志望理

資質を有し、目標に向けて主体的に学び自ら人

や概念を理解する力、及びそれらを活用し

由書・活動報告書等を基に評価し、その結果

生を切り開いていこうとする意欲を持った学生を

て、生命科学に関連する現象を考察し、自

を合否判定に用いる。

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

（人体の構造と機能と疾病の成り立ち／食べ物と健康／
基礎栄養学／応用栄養学／栄養教育論など）

判定に用いる。

力を、どのように評価するのか

に描かれた人材に成長するための基礎的な能力・
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求めます。

関する専門的知識・技術のみならず、必要な倫理

携した主体的・対話的学習（アクティブラーニン

産学官共同の料理コンテスト

国家試験合格への充実したサポート体制

Admission Policy
食物栄養科学科では、食・栄養・健康の分野に

国家試験対策の取り組み

ト/フランス研修旅行（希望者のみ）
）

を通じて学生の食文化への関心を広げています。

学科教育の特色と育成する人材像

など

実験・実習事前総合演習

る授業や行事を積極的に取り入れることにより、学生の人

が学生の自信にもつながっています。さらに２年次の海外

●健康管理概論
●栄養情報処理
●総合栄養マネジメント演習Ⅱ･Ⅲ
●社会福祉援助技術実習
◯実践専門演習Ⅰ･Ⅱ
●運動生理学実験 ●調理学実験
●応用栄養学Ⅲ ◯応用栄養学実習
◯実践栄養学実習
◯栄養カウンセリング論
◯栄養カウンセリング実習
◯臨床栄養学Ⅱ
●臨床栄養学Ⅲ ◯臨床福祉介護論
◯臨床栄養学実習 ◯臨床介護栄養実習
◯公衆栄養学Ⅱ ◯公衆栄養学実習
◯給食経営管理実習
◯総合栄養マネジメント演習Ⅰ
●臨床栄養学臨地実習
●公衆栄養学臨地実習
◯給食運営臨地実習Ⅱ
●地域栄養活動演習
●実践スポーツ栄養学
など
など ●管理栄養士発展演習Ⅰ･Ⅱ

安心して学べる教育体制

では①社会のニーズに合わせて教育課程の見直しを定期的
リキュラムによる授業を行っています。②地域住民と関わ

4 年次

学び Pick Up

れの個人に適切な栄養指導をすることができます。本学科
に行ない、学生の声も反映したより学びやすい実践的なカ

◯社会福祉論
◯公衆衛生学Ⅰ･Ⅱ
●生化学Ⅱ
◯生化学実験
◯運動生理学
◯病態生理学
●微生物学（生体防御を含む）
◯食品加工学
◯食品加工学実習
◯食品衛生学実験
◯応用調理実習
◯食品衛生学
◯食品衛生学実験
◯応用栄養学Ⅰ･Ⅱ
◯栄養教育論Ⅰ
◯臨床栄養学Ⅰ
◯公衆栄養学Ⅰ
◯給食経営管理論Ⅰ･Ⅱ
など ●管理栄養士演習Ⅰ･Ⅱ

3 年次

学びのポイント

管理栄養士は国家試験に合格して取得できる食・栄養・健康
に関する専門職の国家資格です。栄養士とは異なり、乳幼

2 年次

食物栄養学科

●一般化学
◯解剖生理学
◯解剖生理学実験
◯生化学Ⅰ
◯医学概論・臨床医学入門
◯食品学Ⅰ
●食品学Ⅱ
●食品学実験
◯調理学
●基礎調理実習
◯調理実習
◯基礎栄養学
◯基礎栄養学実験
◯栄養教育論実習
●実験・実習事前総合演習

食物 栄 養 科 学 部

食物栄養科学部

◯導入演習 ◯基礎演習 ◯総合英語Ⅰ ◯英語コミュニケーションⅠ ●総合英語Ⅱ ●英語コミュニケーションⅡ ●哲学における人間と世界 ●歴史学
●法学（日本国憲法） ●科学と社会 ●社会生活概論 ●科学技術論 ●細胞から見た生命 ●生命とコミュニケーション ●情報リテラシーⅠ･Ⅱ ●体育実技Ⅰ･Ⅱ
●スポーツと健康 ●フランス語Ⅰ･Ⅱ ●韓国語Ⅰ･Ⅱ ●中国語Ⅰ･Ⅱ ●世界農業遺産体験学習
など

4 年生
試験直前まで授業内外で国家試験対策
（特別対策講座（週３〜５回）／小テスト（週１回）／
模擬試験（年15回）
／外部講師による対策講座（年５回）
）

地元食材を活かして学校給食に使用できる
「うま塩」メニューを考案し、地域に貢献！
別府大学・㈱カゴメ主催、大分県・㈱トキハインダストリー・㈱めいじ
んの後援にて「学校給食」と「うま塩」をテーマとした料理コンテスト
を企画しました。本学科の学生が考案した191作品から厳選された10作
品が最終審査に残りました。その中からグランプリには醤油の量を半分
に減らしながらも、ケチャップとしいたけのうまみをプラスした「三色
そぼろ丼」が選ばれました。優秀作品は今後県下を中心にメニュー化を
進めていく予定です。
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特 色・ 特 長

活 躍 す る
卒 業 生

食物栄養学科トピックス
主な就職先は病院、福祉施設、外食産業、学校、保育園、行政などで、仕事の内容は管理栄養士や栄養士として給食業務
や栄養管理、栄養指導にあたっています。近年は給食受託会社やドラッグストアに就職する人も増えています。

大学

〈管理栄養士の国家試験合格状況〉

60名合格
〔64名受験〕
（93.8％）

59名／66名合格（89.4％）

平成28年度（新卒のみ）

44名／52名合格（84.6％）

平成27年度（新卒のみ）

地 域に恩返しする
■ 栄養士

気持ちで

食物栄養学科
（平成26年度卒業）
大分県立大分鶴崎高校出身

仕事にのぞんでいます

食物栄養学科

53名／55名合格（96.4％）

平成26年度（新卒のみ）

食物栄養科学部

平成29年度（新卒のみ）

神宮司 あかり さん
大分市役所健康課 勤務

料理教室

親が栄養 士の資格を持っており、子どもの頃か

の職場でも役立っています。毎月開かれる離乳食講習会

ら美味しくて栄養バランスのとれた料理を作って

はいつも満員で、参加される親御さんたちは私の話を熱心

くれるのが楽しみだったので、自分も管理 栄養 士の仕

に聞いてくれます。責任の重大さを感じると同時に、地域

事に就きたいと思うようになりました。

に育てられた市民として、その恩返しをしたいという使命

母

食物栄養学科の活動
別府大学生による料理コンテスト
地域に発信！「別大ブランド食」

大学時 代で一番の思い出は「夢米棚田プロジェクト」

感をもって働いています。

に参加したことです。大分県農業文化公園の一画を借り、
種まきに始まり、水を張った棚田に苗を植え、草取りな

自分が やりたいこと、出来

どの管理を経て、秋に収穫ができたときは感動ものでし
た。このほか、友達とアレルギー体質の子どもたちを対
象に、小麦や卵を使わず作れる料理の研究もしました。

ることなどを紙に書き出し

未 来 の
後 輩 へ

て、頭の中で整理してみる
と、将来の目標が定まって
くると思います。

このような経験の数々は、乳幼児健診を担当している今

地域の皆様に食べ物の大切さ、調理する楽しさ、食べ物についての新情
報を知っていただくために、園児・児童と保護者、男性、高齢者向け料
理に関心をお持ちの方を対象に、親子料理教室、男性のための料理教室
と高齢者向け料理教室を開催しています。
「親子間の距離が縮まった」、
「知識が得られた」と大変好評です。

なでしこ大分（小学生女子サッカーチーム）調理実習

幅広い年齢層の地域住民を対象として健康増進の啓発に活用するため、
健康・地域特産品・旬の食材・行事食・食文化・栄養バランスをキーワード
に料理コンテストを企画しました。応募総数39作品の中から10組20名
が最終選考に残り、かるめし部門、がつめし部門からそれぞれ最優秀作
品等を選出しました。入賞作品は学食にて期間限定で販売され、大好評
を得ました。

取 得 可 能 な免 許・資 格

就 職 ・ 進 学 状 況 （2018年3月卒業生）
【就職】

湯けむり健康教室

公務員（管理栄養士）｜宮崎県職員

□ 管理栄養士（受験資格）

公務員 2%

病院・薬局｜㈱ドラッグストアモリ、岩尾病院、高田
病院、仁医会病院、聖陵岩里病院、大阿蘇病院、大久

□ 栄養士

保病院、大分内分泌糖尿病内科クリニック

□ 教員免許
（栄養教諭一種免許状）

施設りゅうきんか、高齢者総合福祉施設暘谷苑、（福）黒

□ 食品衛生管理者※

ディックス㈱、シダックス㈱、㈱LEOC、㈱ニチダン、

□ 食品衛生監視員※

学校｜㈻別府大学

□ フードスペシャリスト
（受験資格）

ローカンパニー㈱、稙田ほまれ保育園

企業・
団体等
18%

施設｜（社福）大分県福祉会、（福）偕生会、介護老人福祉

県サッカー協会の「なでしこ大分育成プロジェクト」の食育の一環とし
て女子小学生向けに調理実習を行いました。児童は食物栄養学科の学生
からマンツーマンで指導を受けながら、野菜が入った餃子の皮作りなど
に挑戦し、サッカーがうまくなるために練習だけでなく、食事も大切だ
ということを学びました。
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詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

３年次の授業の一環として、別府大学健康センターの協力のもと、地域
住民への栄養教室を年８回開催しています。学生自身が食事調査等を行
い、その結果から講義内容を考えていきます。実践的栄養指導を行うこ
とで、人へ伝えることの難しさや楽しさを経験する貴重な場となってい
ます。

□ 司書
※本学科の必修科目を履修した者に限る

潮会
給食受託会社｜エームサービスジャパン㈱ 、栄食メ

栄養士・管理栄養士
80%

日清医療食品㈱、富士産業㈱、淀川食品㈱
こども園・保育園｜キッドワールドこども園、トゥモ
その他｜ウェルネスダイニング㈱
公務員｜大分県私学振興青少年課（嘱託）
企業・団体等｜㈱LAVA International、㈱鳥繁産業、㈱
ローソン、㈱コスモス薬品、CaféCIRCLE、㈱フレスカ、
㈱益正グループ、山荘無量塔、㈱ミュゼプラチナム、
㈱ABC Cooking Studio
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食物栄養学科での

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

管理栄養士 に着実に近づくための３つのステップが整っています！
ステップ１
１・２年次では「食材」そのものの特徴や調理の方法を
大学

知ること、「人」の体に栄養素がどのように作用するか
を考えることがメインになります。この段階で単位を
しっかりと取得することが大切です。何と言っても楽

食物栄養科学部

しみなのは長期の夏休み‼ 頑張った分だけ休みも充
実したものになりますよ（笑）。

ステップ２

さん
（大分県立大分西高校出身）

私の大学生活

食物 栄 養 科 学 部

食物栄養学科

02

４年次では国家試験対策に就活、卒業論文作成と忙し

などの実践的な授業があります。学外に出ることで学

い日々を過ごします。ここで重要なのはいつも一緒に

校ではできないことを体験することにより管理栄養士

いる仲間です! その仲間と高め合うことで、絆だけで

への志が高まります。また、多くの人と関わることで

なく自分の学習意欲もUPして一石二鳥‼ ４年間で最

コミュニケーション力がつき、新たな自分を発見でき

も濃く、思い出も多い１年だと思います。
「友達って

るかも…‼

いいな」と必ず思いますよ（笑）
。

食物栄養学科

森永 真衣

ステップ３

３年次では保健所実習、病院実習、湯けむり健康教室

１年次からの積み重ねが無駄になることはありません！
大学の授業について

Department of FOOD & NUTRITION

大学の授業では１・２年次に習う解剖生理学、調理学、
食品学、栄養学、生化学などは、３・４年次で習う応
用的な授業への基礎知識となり、しっかり勉強するこ

人間力豊かな食・栄養・健康の専門家として

とが重要です。また、授業には習ったことを具体的に

地域住民の健康維持・増進に活躍

深まり、勉強への意欲が高まります!

確認する実験・実習が多く取入れられ、理解がさらに

臨地実習、就職について

教養科目により豊かな人間性と社会生活力を身につけ、基礎から応用へと展開

３・４年次には国家試験対策で過去問を解き直したり、

する専門科目を学ぶことで栄養管理の専門家である管理栄養士と栄養教育のプロ

ぞれの現場の管理栄養士が行っている業務やサービス

多くの模擬試験を受け、国家試験の問題に慣れるよう

である栄養教諭を養成します。

対象者、他職種との関わり方など学内で学べないこと

受験に備えていきます。国家試験受験の道のりは決し

が実際に学べます。また、大学や学科が主催する企業

て楽ではありませんが、管理栄養士は人の健康管理に

説明会では、多くの企業の情報を得ることができ、職

関わるとてもやりがいのある専門職です。別府大学で

業選択の機会を提供してくれます。

管理栄養士を目指しませんか!

友岡 千恵

さん
（大分県立大分商業高校出身）

私の大学生活

！ 食物栄養学科の特長

03

管理栄養士を目指していく中で 学ばなければならないこと と 学ぶべきこと
学ばなければならないこと

第32回
第32回管理栄養士受験者数64名、
合格者数60名、
合格率93.8%

管理栄養士として実践応用の腕を磨く！

県内で唯一の管理栄養士養成施設であり、国家試験の受験に必要

運動療法と栄養療法を取り入れた、健康・体力づくり事業「湯け

な授業単位を取得すれば卒業時に受験資格が得られます。2年次

むり健康教室」を行っています。地域の方の健康維持・増進をは

ると応用的な科目が増え、さらに疾病に関する科目が

から４年次の国家試験の直前まで、さまざまな試験対策を展開し

かる地域貢献のみならず、本学学生にとっては貴重な栄養指導・

増えてきます。勉強ばかりで大変ですが、同じ夢を持

て、国家試験の合格率アップを目指しています。

運動指導の実践の場となっています。

つクラスメイトと切磋琢磨して頑張っています!

栄養管理・栄養指導 の現場で活躍する

60

国家試験の勉強について

３年生になると保健所と病院で実習があります。それ

食品に含まれる栄養素についてや体内で栄養素がどう
使われるかなどの基礎的な勉強をします。２年にあが

学ぶべきこと

高校までの基礎学力が重要

本学科卒業生の主な就職先は、病院、給食受託会社、福祉施設や行政（保

大学での学問は高校までの様々な勉強が融合した“学び”となりま

健所、市町村など）が中心です。業務の内容は、管理栄養士や栄養士と

す。栄養学では、高校時代でいう化学、生物、国語、家庭科の分

して給食業務や栄養管理、栄養指導に当たっています。管理栄養士や栄

野が関わってきますが、特に“化学”“生物”を理解していることが

養士の他に、取得可能な免許として、栄養教諭一種免許状、食品衛生

重要です。また、“自分が食べているものに興味を持つことがで

管理者、食品衛生監視員、フードスペシャリスト（受験資格）があります。

きるかどうか”もたいへん重要になってきます。

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

入学し、１年次では調理実習や献立作成、栄養計算、

３年次の授業の一環として、別府大学健康センターの協力のもと、

菊樂 祐太

さん
（大分県楊志館高校出身）

充実した大学生活

私は１年の頃から積極的に学科内のイベントに参加し

この学科は必然的に勉強量が多く、大変だと思いま

たり、先生の研究のお手伝いをしています。その中で

す。しかし、勉強だけではなく、その知識を使って小

県の現役管理栄養士の方と話ができたり、自分で栄養

学生や地域の人達に栄養指導をする実習もあります。

指導をする機会を設けてもらったりと本当にいい経験

みんなで協力して考え、練習して栄養指導が成功した

になっています。そのため入学した際はぜひ積極的に

時の達成感は何ものにも代えがたいです! 管理栄養士

様々なイベントや研究活動に携わってください!

に興味がある人は是非! 入学をおすすめします!

BEPPU UNIVERSITY | BEPPU UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE 2019

61

学 科の学び

発 酵 食 品 学 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

教養科目
2 年次

3 年次

4 年次

○導入演習 ○基礎演習 ○総合英語Ⅰ･Ⅱ ○英語コミュニケーション ●韓国語Ⅰ･Ⅱ ●情報リテラシーⅠ･Ⅱ ●哲学における人間と世界
●歴史学 ●法学（日本国憲法） ●社会生活概論 ●科学と社会 ●科学技術論 ●細胞からみた生命 ●生命とコミュニケーション ●体育実技
●スポーツと健康 ●文学Ⅰ･Ⅱ ●世界文化史 ●社会心理学 ●科学史

◯必修科目 ●選択科目

１年次

食物 栄 養 科 学 部

2

発酵食品学科
発酵食品コース

Department of

FOOD & FERMENTATION SCIENCE

食品流通コース

食品香料コース

2 年次
●バイオテクノロジー論
○微生物学 ○微生物工学
○微生物工学実験
●食品分析学
○食品分析学実験 ○食品衛生学
○食品衛生学実験
○公衆衛生学総論
○生体機能分子学実験
●味噌・醤油製造学
など ●酒類製造学 ○品質鑑定論

学びのポイント

発酵食品は美味しくて、栄養豊富で保存性の高い
食べ物です。わが国には日本酒、味噌、醤油、納豆、

1

日本でも数少ない醸造発酵学を
専門とする学科

○発酵食品学 ○医学概論
○基礎化学 ○分析化学
○分析化学実験
○有機化学
○細胞生物学
○生化学Ⅰ
○生化学実験
●生命倫理学
○食品学
●食生活論

な発酵食品です。発酵食品は一口で言えば

微生物

すが、新しいバイオ研究にも果敢に挑戦しています。

2

将来の目標に合わせた発酵食品コース・食品流通
コース・食品香料コースの３コース自由選択制

3

地元企業との相互支援と協力体制による
醸造発酵と食品のスペシャリスト養成

微生物を探し、微生物を育て、微生物から学び、そ
して微生物を活用しながら醸造発酵、食と健康、食
品流通、食品香料、環境保全分野の教育・研究を展

4

バイオサイエンスの学習に向けて強い意欲と科
学的探究心があり、地域社会や国際社会で人々
の「食とくらし」を支える人材の育成を目指します。
このような本学科の教育目的を理解し、目的
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能を有している。
②自ら問題の解を見いだしていく思考力・判断
力・表現力を有している。
③自ら行動し、また他者と協働して学習する
態度を身につけている。
高等学校段階までに培ってきたどのような能

に描かれた人材に成長するための基礎的な能力・

力を、どのように評価するのか

資質を有し、目標に向けて主体的に学び自ら人

①高等学校で学習する理科の知識・技能を基盤

の結果を合否判定に用いる。
②主体的に学び、他者と協働して学問探究に
臨む態度を、一般入試、推薦入試及びAO入

など

○発酵食品学 ○医学概論
○基礎化学 ○分析化学
○分析化学実験
○有機化学
○細胞生物学
○生化学Ⅰ
○生化学実験
●生命倫理学
○食品学
●食生活論
●香料学概論

2 年次
○微生物学 ○微生物工学
○微生物工学実験 ●食品分析学
○食品分析学実験
○食品衛生学
○食品衛生学実験
○公衆衛生学総論
○生体機能分子学実験
●味噌・醤油製造学
●酒類製造学
○品質鑑定論
など ●香料化学

3 年次

4 年次

●細胞工学
○食品保蔵学 ○醸造微生物学
○酵母学 ○食品化学
○栄養化学 ○調味食品学
○酒類生産学実験 ○細胞工学実験
○環境微生物学 ●醸造・発酵産業論
●知的財産所有論
○臨地実習
●食品香粧学
●官能評価学
など
など ●香料分析学

●醸造・発酵経営論
○食品関係法規
●バイオテクノロジー論演習
●論文作成法
●外書講読
●卒業論文

など

発酵食品コース

食品流通コース

食品香料コース

微生物バイオテクノロジー論

食品保蔵学

香料学概論

食糧、環境、エネルギー、資源、医療など多く
の分野に関わるバイオテクノロジーの多くは微
生物を利用しています。講義では微生物の広範
な有効利用と新しい技術など、バイオテクノロ
ジー利用の現状を学び理解を深めます。

食品の加工・貯蔵技術は、伝統的な生活文化の
中で築かれてきたものですが、最近は技術がめ
ざましく進歩しています。この講義では、食品
の加工法や品質劣化機構、貯蔵・保存の原理や
実際例を学ぶとともに、包装・規格・表示制度の
知識も身につけます。

昔から香料は洋の東西を問わず人類の生活と深
く結びついていました。天然に存在する植物等
からとれる様々な香料について、過去からさか
のぼって、香料が我々の生活にどのように関
わってきたのか学習します。

微生物工学

食品学

香料分析学

微生物とは目に見えない小さな生物のことで
す。講義では微生物の生態、遺伝や代謝等につ
いて詳しく学び、微生物を用いた有用物質生産
や汚染物質分解といった微生物の利用法につい
て理解を深めます。

食品の分類、各種食品の生産・加工・栄養・機能
特性、食品の生産・流通と地域特性などについ
て理解し、食品に関する知識の幅を広げるとと
もに、現代における食生活文化の問題点と課題
について考えます。

香料の成分分析法について学び、植物由来の天
然香料や合成香料を分析します。目で見ること
ができない香りの成分の実体を最新の科学的分
析法により捉えることにより、香料についての
理解がさらに深まります。

試等における調査書、志望理由書、活動報
告書等により測定・評価し、その結果を合否
判定に用いる。
③学校内外の活動（部活やボランティアなど）
におけるすぐれた成績や豊かな経験を、推

生を切り開いていこうとする意欲を持った学生を

とし、それを活用して他者と課題解決に取

薦入試やAO入試等において、調査書・志望

求めます。

り組むことができる能力を、一般入試等の

理由書・活動報告書等を基に評価し、その結

入学者に求める能力・資質は何か

学力審査、推薦入試の小論文・面接及びAO

果を合否判定に用いる。

①高等学校で学習する理科の基礎的な知識・技

入試の課題・面接等により測定・評価し、そ

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

4 年次
●醸造・発酵経営論
○食品関係法規
●論文作成法
●外書講読
●卒業研究

学び Pick Up

Admission Policy
本学科は、発酵食品を含む新たな食の開発や

3 年次
○食品保蔵学 ○醸造微生物学
○酵母学 ○食品化学
○栄養化学 ○調味食品学
○酒類生産学実験 ○細胞工学実験
○環境微生物学 ●地域経営論
●食糧流通システム
●農業経営
●食品統計学
●醸造・発酵産業論
など
など ○臨地実習

多くの学生実験や学外実習
（インターンシップを
含む）
による現場主義の教育

開します。

大学教育の特色と育成する人材像

2 年次
○微生物学 ○微生物工学
○微生物工学実験 ●食品分析学
○食品分析学実験
○食品衛生学 ○食品衛生学実験
○公衆衛生学総論
○生体機能分子学実験
●会計の基礎
●簿記Ⅰ･Ⅱ
●マーケティング論
など ○品質鑑定論

１年次

の贈り物 、伝統的なバイオテクノロジーの産物で
す。発酵食品学科は醸造発酵学を基盤とする学科で

など

食品香料コース

酢、漬け物など、固有の発酵食品がありますが、ヨー
グルト、チーズ、ビール、ワイン、パンなども身近

4 年次
●醸造・発酵経営論
○食品関係法規
●バイオテクノロジー論演習
●論文作成法
●外書講読
●卒業論文

食品流通コース
１年次

バイオテクノロジーで拓く
2 1世 紀の「 食 」と「 健康 」

3 年次
●細胞工学 ○食品保蔵学
○醸造微生物学 ○酵母学
○食品化学 ○栄養化学
○調味食品学 ○酒類生産学実験
○細胞工学実験 ○環境微生物学
●醸造環境学 ●資源環境科学総論
●生体制御論
●微生物バイオテクノロジー論
●醸造・発酵産業論 ●知的財産所有論
など
など ○臨地実習

発酵食品学科

Department

食物栄養科学部

など

専門科目
発酵食品コース
○発酵食品学 ○医学概論
○基礎化学 ○分析化学
○分析化学実験
○有機化学
○細胞生物学
○生化学Ⅰ
○生化学実験
●生命倫理学
○食品学
●食生活論

大学

◯必修科目 ●選択科目

１年次
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特 色・ 特 長

活 躍 す る
卒 業 生

発酵食品学科トピックス
〈別府大学による香り米栽培、開発研究、販売に至る６次産業の賜物〉

自主栽培「香り米」

思い描いた

大分農業文化公園で学生主体の夢棚田チームが栽培
・２次産業

大学

・１次産業

香り米焼酎の製造

食物栄養科学部

最 高 の 焼 酎 を 造るため

学生の疑問から香り米を使った焼酎の研究がスタート

毎日が 挑 戦 です

・香り米焼酎から商品化を目標とした本格焼酎「夢香米（ゆめ）
」
への発展研究
夢棚田チームの先輩から、後輩へ研究が引き継がれる本格焼酎
が完成

■ 本格麦焼酎“豊後 清明” 醸造・販売

・３次産業

発酵食品学科

食物バイオ学科［現 発酵食品学科］
（平成21年度卒業）
大分県立大分雄城台高校出身

大分香りの博物館での本格焼酎「夢香米（ゆめ）
」の販売

安藤 大介 さん
萱島酒類株式会社 勤務

現場を見る、聴く

養学に興味を持ったのは高校の時。食べ物で元

工程でも出来上がりの味が微妙に違い、外気の影響や条

気になったり、体に影響を与えたり、栄養の不

件によって思うようにいかないこともたびたび。それで

思議に魅かれました。そこで食物栄養学科のある別府

も自分が造った焼酎が店に並び、お店でおいしそうに飲

大学を受験したのですが、第一希望の食物栄養学科に

むお客様の姿を見ると、疲れも吹き飛びます。今の仕事

は惜しくも入れず、第二希望の食物バイオ学科へ。そ

に就けて本当に良かったと感じる最高の瞬間です。

栄

発酵食品学科の活動
海外研修

れが今の仕事に巡り合う運命の分かれ道だったのかも
しれません。授業を通して体験した本格的な酒造りと、
希 望 通りに い か なくても、

20歳で初めて口にした大吟醸の香りと旨さに感動を覚
えました。
今では、喜ばれる焼酎を造ろうと毎日がチャレンジの

未 来 の
後 輩 へ

本当にやりたいことを探して、
次へ進むことが大切です。

日々です。麹菌や酵母のような微生物を扱うため、同じ
発酵関連企業の現職の方たちの話を聞く機会を多く設けています。たと
えば、九州学生本格焼酎プログラム（QSP）への参加です。九州の大手
焼酎メーカーの方に講演をしていただき、各焼酎の特色や歴史を学びま
す。また、自分がお酒に強いかどうかの判定も行いお酒との付き合い方
を学びます。こうした機会は、仕事について理解を深めるとともに、将
来について考えるきっかけとなります。その他にも、実際に企業を訪問
しての見学はもちろん、授業の一環で企業実習にも行きます。

発酵食品学科では海外研修を行っています。研修先は発酵食品製造が盛
んな東南アジア、タイです。海外研修では現地の大学や、ビール工場、
バイオエタノール工場を訪問しました。世界の生活・食文化に触れ、製
造法を学ぶことで食品製造・流通における広い視野を身につけます。

取 得 可 能 な免 許・資 格

就 職 ・ 進 学 状 況 （2018年3月卒業生）
【就職】

共同研究への参加

製造業｜クラウン・フーズ㈱、ぶんご銘醸㈱、フン

□ 中学校教諭一種免許状
（理科）
□ 高等学校教諭一種免許状
（理科）
□ 食品衛生管理者
□ 食品衛生監視員
□ フードサイエンティスト
□ バイオ技術者

自然界には無数に微生物が存在しますが、発酵食品学科の学生達はその中から１種類の微生物を選抜し、その微生物を有効に
利用する技術を身につけています。この技術を企業や自治体とのさまざまな共同研究に学生達は生かしてくれています。具体
的には大分県酒造組合との共同研究です。学生達は卒業研究として、お酒づくりに有用な酵母を分離する方法を確立してくれ
ました。今ではこの方法で様々な酵母を分離し、いつでも醸造に向かう体制が整っています。
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□ 学芸員
□ 司書・司書教諭

ドーキン醤油㈱、㈱ざびえる本舗、㈱熊本清掃社、
㈱三協デリカ、㈱三宅本店、㈱山忠、㈱味のちぬや、

宿泊業・
飲食サービス業 7%
学術研究・専門・
技術サービス業 3%

生活関連サービス業・
娯楽業 3%
進学
6%

九星飲料工業㈱、中国醸造㈱、朝日共販㈱、㈲亀の

金融業・
保険業 3%

甲
公務員｜臼杵市職員
農業・林業｜アミューズ㈱
卸売業・小売業｜コスモス薬品㈱、西日本フード㈱、
松尾機器産業㈱、㈱かば田食品、㈱武田メガネ、㈱

卸売業・
小売業
28%

製造業
44%

デンザイ東亜

公務員3%

金融業・保険業｜長崎県南農業共済組合
学術研究・専門・技術サービス業｜㈱東洋環境分析

農業・林業3%

センター
宿泊業・食サービス業｜ロイヤルホールディングス
㈱、㈱はなまる
生活関連サービス業・娯楽業｜㈱晃暉

【進学】
大学院｜広島大学大学院、鹿児島大学大学院

BEPPU UNIVERSITY | BEPPU UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE 2019

65

発酵食品コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

学生が酒造関係企業と共同研究できる！ 酒造りに本気で取り組む僕には最高の環境です
別大ブランドの焼酎が作りたくて
酒造会社に就職したくてこのコースを選びました。先
大学

輩の研究を引き継ぎ、大学ブランドの焼酎造りを進め
ています。自分の研究を深めつつ、企業との「つなが
り」もできました。実際、酒造会社に内定をいただき

酵母の授業と各種実験

実験機器のマニュアルを作成

人類が経験から生み出した加工保存技術のすばらしさ

以前は分からないことがあると先輩に聞いてばかりい

を知り、とても興奮したのを覚えています。午後に２

た僕が、「オートサンプラー」という機器の操作マニュ

時間続けて行われる実験も器具の取扱い方を含め、一

アルの作成を頼まれました。今後３年生達の講義で使

人で研究を進めていくうえで大変役に立ちましたね。

われると聞いています。自分的にはよくできたんじゃ

どちらも１年次に履修した内容です。

ないかと思っています（笑）
。

発酵食品学科

池見 俊亮

食物栄養科学部

ました。

さん

（大分県立大分東高校出身）

発酵食品コース

02

社会の役に立ちたい！ バイオアルコール生産菌の研究から未来のエネルギーを考える

発酵食品コース

私の大学生活

発 酵 食品 学 科

生物を学んだのは大学からでした

Food & Fermentation Science Course

高校までは物理を学んでいたので、大学で初めて「生
化学」の講義を受けたときは、生体内の仕組みに感動
しました。生命現象を理解していくうちに、現在研究

微生物を利用した

しているバイオアルコール生産菌に興味が湧いていき
ました。

醸造・発酵の世界を探求
実験手順を見直す“素直な心”

微生物は、食品衛生、醸造、食品製造、環境浄化など、多くの面で私たちの生

卒論をまとめたら次のステップへ

講義や実験など学ぶものはたくさんありましたが、失

卒業論文ではバイオアルコールの生産量を増加させる

活に深く関わっています。発酵食品コースでは、この微生物についての基礎を徹

敗した実験の手順をもう一度見直す“素直な心”が重要

ことができないかと研究をしていますが、残念ながら

底的に学び、伝統的な日本酒、焼酎などの醸造、醤油・味噌などの発酵食品から、

だと気づいたことが一番成長したところだと思いま

成功には至っていません。今後は大学院への進学が決

す。
「自己流にならず、先生の話をちゃんと聞く」
当た

まっていますので、それまでにタンパク質についての

り前のことですけどね（笑）。

知識を深めたいと思っています。

先端のバイオテクノロジーを利用した環境浄化、エネルギー・薬品の生産まで、
発酵関連のさまざまな分野でスペシャリストとして活躍できる人材の育成を目指

木本 大地

さん

（大分県立大分東高校出身）

しています。

私の大学生活

！ 発酵食品コースの特長

03

進学するなら理系学科。身近だけど、よく知らない 発酵食品 に興味を持ちました
環境汚染のニュースが気になる！

豊富な学生実験

共同研究・出前授業と各種実験機器

小さい頃からよくニュースで流れていた“環境汚染問

とても小さな微生物の働きや食品の持つ香りの成分など、通

研究室での実験から得た結果を、企業や自治体との“共同研究”

題”がとても気になっていました。現在研究している

常、目には見えないものを研究していく上で一番重要になっ

や、高等学校への“出前授業”という形で生かしていく体制が本

内容も、有害物質（ポリ塩化ビフェニル）を分解する微

てくるのが“実験”です。本学では１年後期から各種実験がス

学には整っています。
「お酒造りに有用な酵母を分離する方法」

生物に関するものです。

タートしていきます。最初は実際に“塩麹”や“アンチョビ”と

を生かしての“大分県酒造組合”との研究や、「遺伝子組換え技

いった発酵食品を作りながら、基本的な手法や手順を覚える

術」を実際に高校生が体験する授業など、教員とともに学生

ものが多くありますが、次第に“動物細胞や酵母を使った細胞

が積極的に活動しています。このような共同研究の基礎とな

工学実験”や“清酒をつくる酒類生産学実験”などにレベルアッ

る実験を行う機器も学生は自由に使うことができます。「アミ

プしていきます。最終的には、個人で卒業に向けて研究を行っ

ノ酸アナライザー」、「PCR装置」、「液体クロマトグラフィー」

ていきますので、基礎から応用までじっくり実験ができる環

といった一般的なものから、「におい嗅ぎガスクロ質量GC/MS

境が整っているかどうかは理系の大学を選ぶうえでとても重

システム」、「プロテインシーケンサー」、「光脳機能イメージ

要なことです。いつになったら実験が始まるのだろう…なん

ングシステム」といった特殊なものまで、実際に操作できる

てことにはなりたくないですよね！

からこそ進めることのできる研究があります。

細胞を光らせる実験

チーズ検定

真核細胞に光る遺伝子を組み込む“細胞工学実験”が特

学内で講義を受講し、その後検定を受け合格しまし

に印象に残っています。実験の手順や手法を手際よく

た。チーズに関するちょっとした豆知識を持っている

できるようになったことに成長を感じますね。

といった感じですね。イタリアではチーズを担保に銀
行から融資を受けることができるそうですよ! 僕が好
きなチーズは、“さける”タイプの「唐辛子味」です
（笑）
。

安部 周十

さん

（大分県立由布高校出身）
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食品流通コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

バイオの勉強をしながら、流通も学ぶことができる。一石二鳥なこのコースに惹かれました
“流通”のきっかけ
もともと就職の幅を広げたいと思っていましたし、イ
大学

ンターンシップで何をしようかと考えた時に、好きな
ワイン（発酵食品）と流通（コース）のコラボレーション
だと思い、ワインを扱っている会社を自分で見つけ実

インターンシップでの体験

さん

（福岡県精華女子高校出身）

食品流通コース

02

物であれ地域であれ、そのものの歴史を学ぶことを怠

輸入している会社で、その商品を通すための書類の作

れば流通の現場では生き残っていくことはできないと

成から日本語のラベル貼り、倉庫の在庫確認などを中

学びました。一見無関係のようですが、商品にブラン

心に作業させていただきました。一部ですが、デパー

ドを付けるということは“ストーリーを付ける”ことな

トの売り場での販売も体験することができ、輸入元で

んです。

ありながらお客様の反応を直接確認できたことはとて
も有意義でしたね（笑）!

生産 から 消費 まで、流通を理解することで もの作り の本質を再認識させられました

食品流通コース

私の大学生活

発 酵 食品 学 科

ブランド化とは

インターン先はフランスで家族経営しているワインを

発酵食品学科

飯山 侑菜

食物栄養科学部

習を行ってきました。

座学もフィールドワークも

Food & Marketing Course

発酵食品の授業に加え、経営学の先生による授業が加
わります。座学では経営を担当する人の映像やレポー
トが使われます。“地域密着型”の授業が多い印象です

食品と発酵の専門知識を備えて

ね。フィールドワークでは、現地に行って“経営”、“生

食品関連産業で活躍できる人材を育成

小さいところを見ていく方法を学びました。

産”、“商品”のレポートをまとめます。大きい視野から

インターンシップでの体験

食の環境が複雑化する現代では、農業⇒食品の流通・加工・販売⇒消費という食

アルバイト先で

インターン先では化粧品の基礎（成分）を作る会社で研

地元の道の駅のような施設での経験はとても貴重でし

品の流れ「フードシステム」を理解した上で、食品の生産や安全性を考える必要

修をさせていただきました。作業としては原料の“培

た。スーパーとは違い、生産者とともに“販売”、“仕入

があります。食品流通コースでは、食品生産、食品衛生、品質保持の要となる微

養”から“粉にする”ところまでが主で、一部その先の石

れ”、“包装”、“価格設定”を行います。生産者と直接話

鹸や乳液を作り、顧客目線で商品を試す“モニタリン

ができることで、販売の際にも“中間業者”としてしっ

グ”を行ったり、別の会社に成分を売る“物流の説明”を

かり購入者に説明ができます。“自信をもって販売す

生物に関する基礎の上に流通・経営を学ぶことにより、専門知識を備えて食品産

岡田 佳那子

業で活躍できる人材を育てます。

さん

受けたりもしました。

る・安心して購入できる”って、感動すら覚えますよ

（福岡県九州国際大学付属高校出身）

私の大学生活

！ 食品流通コースの特長

03

理系 学問だけではない、ユニークな授業を自分のペースで学ぶことができる
コースの魅力って

食品の流通と経営について学ぶ
食品の
食品

新商品の企画・開発と販売を実践

コースの魅力は、“顧客・経営者・生産者の目線で勉

発酵食品をはじめとした食品の生産、食品

食品の加工・貯蔵技術は、近年めざましく

強できる”、“基本的には理系の講義（生物工学）
”、“就

衛生、品質保持の要となる微生物に関する

進歩しています。最新の食品の加工法や

職の幅が広がる”ってとこですかね。基本的には発酵

基礎知識を習得し、その上に、マーケティ

品質劣化防止、貯蔵・保存の原理や実際例

食品学科としての学問が中心にあるので、単に経営学

ングや簿記など流通・経営の専門知識を学び

を学び、新商品の開発を企画します。食

だけを勉強するよりも範囲は広くなりますが、その分

ます。いくら素晴らしい商品を開発しても、

品の分類、各種食品の生産・加工・栄養・機

厚みのある学問だと思います。

それだけでは多くの商品を販売することは

能特性、食品の生産・流通と地域特性など

できません。商品の長所を理解して、その

について理解し、ヒット商品を開発した

良さを他の人に伝え、多くの人に知っても

第一線で活躍する現場の方々の臨場感あ

“来週、牛肉を買ってくること”という授業がありまし

流通コースの授業は２年の前期からスタートしていき

らい買ってもらうための知識と手段が必要

ふれる話を聴くことにより、新商品の開

たね
（笑）
。バーコードの下に記載されている番号を家

ます。これは“食品香料コース”にも該当することなの

です。マーケティングや簿記など流通・経営

発の極意を学びます。卒業研究ではそれ

畜改良センターのホームページで検索すると、その牛

ですが、食品流通コースの単位を取得していくことで

の専門知識などの、新しく企画・開発した商

を実践して新しい焼酎を企画し、開発と

肉の情報を確認することができるんですよ! 普通見え

コースを修了することができるので、自分のスキルや

品を多くの人に買ってもらうために必要な

販売を行ってきました。

ない“誰が育てて、どこで屠畜され、どのように流通

希望職種等に合わせて自分のペースで学ぶことができ

したのか”という流通の“安全と安心”を改めて考えさ

ます。

知識を食品流通コースでは身に付けます。

調理実習??

深田 佳祐

さん

（大分県楊志館高校出身）
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食品香料コースでの

私の大学生活

01

“ 私の大学生活 ”

私たちの生活に密接にかかわっている 香り を学ぶことができる数少ない専門コース
お酒と香り
もともと“お酒にかかわることがやりたい”と思って入
大学

学したのですが、当初は清酒と焼酎の違いさえも判ら
ないというような状態でした（笑）。今では、例えば“芋
焼酎”でも県内の商品と県外の商品の香りの違いも判

日本酒を仕込む

さん

（大分県東九州龍谷高校出身）

食品香料コース

02

香りには“相性”があります。様々な授業を通じて香り

造を行い、その品質評価法を学びます。ただ生産する

の知識を得て、その後実際に調香なども行っていきま

だけではなく、各段階において顕微鏡で観察したり、

す。自分が身につける香りに関しては、特に女子は興

酸度やアミノ酸度を測定したりします。大学内で酒類

味を持つと思いますが、授業の中で学んだ知識をもと

を生産する許可が下りているため、学外へ出かける手

に“香水を選ぶ”ようになりましたね（笑）
。

間もなく、細かな研究等も十分にできる環境がそろっ
ています。

香り の作用を知ることで人生が豊かになる！ そう言っても過言ではないと思います

食品香料コース

私の大学生活

発 酵 食品 学 科

“グリーン系”がおススメ

３年次に行う“酒類生産学実験”では、実際に清酒の製

発酵食品学科

小田原 綾子

食物栄養科学部

別できるようになりましたね（笑）!

鼻をつまんで食べるとほぼ無味

Food Flavor & Fragrance Course

自分たちが食べている食べ物の“味覚”において、“香り”
が約80％影響していることを知った時は衝撃でした!
研究室では食品に添加されている香料を、お酒にも応

香りの専門家を育成

用できないかと研究を進めたのですが、上記のことも
あってか、なかなかうまくいきませんでしたね。

食品・飲料品やお酒、そして化粧品などの香粧品に含まれる様々な香りの成分
について学び、生活を豊かにするための知識やスキルを身につけます。醸造発酵

花見でなく花嗅

香りで能力アップ

学に加えて、隣接の「大分香りの博物館」での実習をはじめとした香りについて

焼酎の“香り”と市場での“人気”についても取り組みま

“香り”には様々な効果が期待されています。例えば“グ

の実践的な教育を行うことで、食品産業から香粧品産業まで幅広い分野で活躍で

した。原材料で違いが出ることはもちろん、製造方法

レープフルーツの香りには認知症に効果が期待でき

でも変わってきます。香りに関わるようになってから

る”とか“カモミールで快眠”等です。自分自身も実験

は、日常生活でも香りに敏感になりました（笑）。休日

台になり“光トポグラフィー”で脳内の状態を見ました

に、きれいな花の香りをかぎに行くようになったのは

し、“ローズマリーの集中力・記憶力アップ”はテスト

かなり大きな変化ですね（笑）!

前にかなり試しました（笑）
!

きる人材の育成を目指します。

小屋 徳次郎

さん

（大分県立杵築高校出身）

私の大学生活

！ 食品香料コースの特長
「香り」を学ぶための充実した環境
「香り
「香

03

関連企業の担当者による授業や、附属博物館での実習が受けられる! それが一番の魅力です!
現役の業界人による授業

「香り」を日常生活に役立てる

外部講師として、化粧品等で有名な“花王”の方や、私

食品・香粧品産業で活躍できるよう、食品生

日用品を中心に広がっている「香りブーム」で

たちが授業で使用する“香りの教科書”を作られた方

産、食品衛生、品質保持の要となる微生物に

すが、食品の分野でもその魅力を増し、機能性

等、業界を代表する方々の話を聞くことができます。

関する基礎知識を習得し、その上に食品や飲

を高めるフレーバーなどが商品の価値を高める

普段聞くことの無い、“新商品を作っていく際の難し

料品、化粧品などの香粧品に含まれる様々な

役割を果たしています。香料に含まれる香りの

香りの成分についての専門知識を身につけま

成分は、アロマテラピーなど生活を豊かにする

す。一概に香りと言っても、食品香料と化粧

ために欠かせませんが、一方で周囲への心配り

品に使われる香料は全く異なっており、その

も大切になります。本コースではフレーバーや

違いについても学んでいきます。香りの実体

フレグランスに関する専門知識を実践するため

実際に大学附属の博物館で香水を作ります。作業自体

どのコースに向かうにしても発酵食品学科の基礎とな

の化学物質を分析するためには特殊な質量分

に、大学の附属施設の大分香りの博物館やイン

は簡単で、ベースとなる３種類の香水を選び混ぜ合わ

る“実験”は１年次から行われます。最初は微生物を自

せるのですが、鼻が香りに慣れてしまうので、ベース

分で培養し、観察・スケッチしていく方法などを学び

を選ぶ作業が苦戦します（笑）。鼻をリセットする時は

ますが、２年次には“食品表示と実際の成分が合って

“手の甲”の匂いを嗅ぐんですよ
（笑）
! 完成品を思い描

いるか”といった実験へと発展していきます。班で行

く香りにすることはとても難しいです。

動するため、実験結果が出揃うまでは講義が終わりま

析装置が必要です。学科では香り成分の分析

ターンシップ先の企業と協力して、食品から香

に必須な匂い嗅ぎガスクロ質量GC/MSシステ

粧品に至るまで幅広く香りを生活に役立てるた

ムなどが充実しています。

めの技術を身に付けます。

さ”や、“作業工程の長さ”等を伺うと、業界に対するあ
こがれと同時に、意欲が湧いてきますね!

調香する講義

大野 優美香

さん

（大分県立大分南高校出身）
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Special Course in Japanese Language

別 科日本 語 課 程の活 動・取り組み

別 科日本語課 程

別科では、日々の日本語授業の成果を表現する場として、年に１回スピーチコンテストを実施しています。
また、日本文化に親しむため、茶道・華道の授業や浴衣を着て盆踊り、年２回の社会見学などさまざまな行事があります。

大学

Concept
別科日本語課程

大学進学に必要な
日本語の習得はもちろん、
日本文化・習慣を学ぶ
別科日本語課程では、別府大学または他
の日本の大学進学のために必要な日本語
や日本事情などを学びます。さらに、「日
本語の習得は教室の中だけでなく、あらゆ
る場所が日本語学習の場」と考え、いろい
ろな催し物への参加や春・秋のバスツアー
など、日本語を育んできた文化や自然に直
接触れる体験学習も計画しています。

留学生のおもな出身国
カナダ

韓国

アメリカ

中国
台湾

別科修了以降の進学と語学レベル

タイ

学生の日本語レベルによって少人数のク

ベトナム

専門学校入学（日本語能力試験N3以上）

ラス分けを行い学習していきます。学習内

スリランカ

容は日本語能力試験対策としての「漢字」、

大学入学（日本語能力試験N2相当）

「語彙」、「聴解」、「読解」、「文法」をはじ
オーストラリア

め、
「会話」、
「作文」、
「速読」、
「日本事情」

大学3年編入（日本語能力試験N2相当）

別科日本語課程

まで幅広く、語学学習と体験学習との相
乗効果で、入学後半年でN2を、その後半

学部研究生（日本語能力試験N1相当）

年でN1を取得する学生もいます。
大学院入学（日本語能力試験N1以上）

主な進学先（2017年実績）
大学

専門学校、その他

別府大学（編入学14人含む） 30名

ELICビジネス公務員専門学校 1名

アジア太平洋大学 1名

明日香国際・ホテル＆ウエディング専門学校 4名

東京福祉大学 社会福祉学部 1名

大原昴自動車・スポーツ専門学校 1名

名古屋造形大学

国際トラベルホテルブライダル専門学校 1名

1名

専門学校アニメ・アーティストアカデミー
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大学院

社会のニーズに応える専門的な理論と
GR A DUATE SCHOOL

Faculty of HUMANITIES

大学院は大学の学部課程の上に設けられた課程で、より高度

これらの課 程で所 定の単 位を修 得し、 指 導 教員から研 究 指 導を

な専門分野を探求していきます。 別府大学大学院には文学研究

受け、修士論文（もしくは博士論文）審査と試験を合格すること

科（4専攻）と食物栄養科学研究科（1専攻）があり、修業年

で修士（もしくは博士）の学位が授与されます。 社会でのニーズ

文化財学専攻

限が2年の博 士 前 期 課 程もしくは修 士 課 程、さらに文 学 研 究 科

が高度化、専門化する中、それらに応えることのできる理論と実

Doctor's & Master's Program

Doctor's & Master's Program

の3専攻には、その後3年の博士後期課程が設置されています。

践力を備えたスペシャリストの育成を大学院では行っています。

in History

in Cultural Properties

日本語・日本文学専攻

臨床心理学専攻

Doctor's & Master's Program

Master's Program

in Japanese Language & Literature

in Clinical Psychology

食物栄養科学研究科

文学研究科

歴史学専攻

大学院

文学研究科

実践力を備えた人材を育成

◆ 別
別府大学大学院の概要（本学の学部から進学する場合のフローチャート）
学

部

研究科

専

Graduate School of
FOOD SCIENCE & NUTRITON

文学部

攻

課

程

歴史学専攻

博士前期課程（２年）

博士後期課程（３年）

日本語・日本文学専攻

博士前期課程（２年）

博士後期課程（３年）

文化財学専攻

博士前期課程（２年）

博士後期課程（３年）

臨床心理学専攻

修士課程（２年）

食物栄養学専攻

修士課程（２年）

文学研究科

食物栄養学専攻
Master's Program
in Food Science & Nutriton

食物栄養科学部

食物栄養科学研究科

Admission Policy
１．文学研究科博士前期課程（修士課程）

２．食物栄養科学研究科食物栄養学専攻修士課程

文学研究科博士前期課程（修士課程）は、建学の精神「真理はわれらを

食物栄養科学研究科は、21世紀における人類の健康的な生活を支援する

自由にする」に基づき、伝統的人文学領域の創造的継承と新しい学問領域

ため、最新の知識に基づいた生命、健康、食の科学と応用を総合化した教

の構築をめざすとともに、時代の要請に応え、地域の知識基盤社会を支え

育と研究を行い、食、栄養、バイオテクノロジー等の高度な幅広い知識と

る豊かな学識と実践能力を備えた有為な人材を育てることを目的としていま

技術を備えた有為な人材を育成することを目的としています。このような目

す。このような目的を実現するために、本課程では、次のような学生を受け

的を実現するために、本課程では、次のような学生を受け入れます。

入れます。

（１）食や健康に強い関心を持ち、生命科学の基礎的な知識を有している人。

①研究を遂行できる基礎的資質をもった学生。

（２）急速な高齢化社会の進展に対応できる「食と栄養」に関連した領域の

②探求への情熱をもち、知識習得の意欲と明確な研究目標をもつ学生。
③地域社会を担うことへの強い関心と意欲をもつ学生。
④国際的な視点で物事を考え、異文化への理解を深めたいと願う学生。
受け入れます。
日本における歴史学の伝統的な枠組みである、日本史・東洋史・西洋史の

博士前期課程
Doctor's & Master's Program in History

博士後期課程

歴史学の最先端をめざす、
さらに高度な学術研究

（３）地域住民の医療・健康・福祉の向上ならびに地域社会および国際社会の
発展に寄与する意欲を有している人。

３．文学研究科博士後期課程
文学研究科博士後期課程は、建学の精神「真理はわれらを自由にする」
に基づき、博士論文の作成を通じて、研究者として自立して活動できる高

博士前期課程では、歴史的専門知識の修

博士後期課程では、日本史・東洋史・西洋史

得と研究の遂行ができる人材を養成するこ

の3領域において、堅実な実証史学の方法論

とを主眼として教育・研究を行っています。

に基づき、より高度な専門的研究能力を養

本専攻では、日本史領域でアーカイブズ（文

成し博士論文作成を目標に指導しています。

それぞれの学問領域について基礎的知識を有し、歴史的専門知識の修得に

度な研究能力と豊かな学識を養い、教育職や博物館・美術館などの専門職を

書館）の専門家を目指す科目を設置してい

大学院生の研究成果は、歴史学専攻の院

意欲があり、研究を遂行できる基礎的資質を持つ学生。

目指す有為な人材を育成することを目的としています。このような目的を実

る点も特徴の一つです。また、東洋史・西洋

生報告会の学内誌『ゆけむり史学』で発表

史領域で「世界史」の観点を持つ歴史教育

するほか、別府大学史学研究会の学術誌『史
学論叢』や学外の学術誌にも発表しています。

（２）日本語・日本文学専攻
日本語・日本文学における伝統の継承に強い意欲を持ち、それを対象とし

現するために、本課程では以下のような学生を受け入れます。
①修士学位取得者およびそれに相当する能力をもつ人。

た研究を遂行できる資質をもつとともに、国際的な視野から日本語・日本文

②本学の建学の精神を理解する人。

者養成を視野に入れるなど、独自の取り組

学を理解することを望む学生。

③高度でかつ専門的な研究に取り組む意欲のある人。

みも行っています。

（３）文化財学専攻
考古学、環境歴史学、民俗学、観光地理学、文化財保存学、美術工学、
美術史学など、文化財に関する分野の調査・研究について学びたいという強
い意欲をもち、それを遂行できるだけの学力を持っている学生。
（４）臨床心理学専攻
臨床心理学分野の研究遂行の基礎的資質とともに、心理援助の実践者（こ

このような本課程の受入れ方針に基づき、各専攻は以下のような学生を
受け入れます。
（１）歴史学専攻
日本史・東洋史・西洋史の３領域それぞれの分野において、歴史的専門知
識を有し、より高度な研究に取り組む意欲のある人。
（２）日本語・日本文学専攻

ころの専門家）となりうる資質を備えている学生。人間に対する温かい関心

日本語・日本文学において独創性を持って真理の探究を遂行する能力があ

をもち、冷静に率直に自分を見つめることができる学生。

り、高度で専門的な研究に取り組む意欲のある人。
（３）文化財学専攻
文化財に関する専門的な調査研究を行いたいという強い意欲をもち、そ
れを遂行できる高度な能力をもつ人。
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歴史学専攻

高度専門職業人、研究者、教育指導者として活躍する意欲を有している人。

このような本課程の受入れ方針に基づき、各専攻は以下のような学生を
（１）歴史学専攻

文学 研 究 科

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

取得学位

歴史学専攻教員紹介

□ 博士前期課程 修士（文学）
□ 博士後期課程 博士（文学）

氏 名

専門分野

氏 名

専門分野

田村 憲美

日本中世史

針谷 武志

アーカイブズ学・日本近現代史

友永 植

中国史

仲嶺 真信

東洋史（東アジア交流史）

□ 中学校教諭専修免許状（社会）

白峰 旬

日本近世史

飯坂 晃治

西洋史（古代ローマ史）

□ 高等学校教諭専修免許状（地理歴史）

佐藤 孝裕

文化人類学

取 得 可 能 な免 許・資 格
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文学 研 究 科

文学 研 究 科
博士前期課程

日本語・日本文学専攻

Doctor’s & Master’s Program in Japanese Language & Literature

博士後期課程

日本語・日本文学の伝統を継承し、次の世代に正しく伝える

臨床心理学専攻

「こころの専門家」
として社会に貢献
臨床心理学専攻は、子どもから高齢

お い て 伝 統 的 な 学 問 体 系 を も と に、

を作り、自らの研究をどのように伝

者まで、人生のさまざまな時期に生じ

臨床心理学の理論を学ぶとともに

国際社会も視野に入れた、学際的な

えるかということを学ぶ機会を設け

るこころの問題をいっしょに考え、解

附属施設である別府大学臨床心理相

分野の科目も取り入れることで、時

ています。修了後、図書館司書として、

決の道をいっしょにさぐるカウンセ

談室をはじめ、病院や施設等での実

代にあった言語・文学の研究を進めて

広い知識を活かしている人もいます。

ラーを養成するためのプログラムを用

習を行います。理論を学び、実践を

また、後期課程修了者の中には「博

意しています。
「臨床心理士」の養成

踏まえて、「こころの専門家」として

大学院博士前期課程の多くの学生

士（文学）」の学位を取得し、世界へ

校として日本臨床心理士資格認定協会

社会に貢献できる人材（高度な専門

は、教育を通して研究したことを活

向けて発信しようとしている研究者

より第1種指定を受けています。2018

職業人）を養成しています。

かすため、教職に就くことを希望し

も育っています。

年度より国家資格である「公認心理師」

取得学位

日 本 語 ・日 本 文 学 専 攻 教 員 紹 介

取得学位

の養成も行っています。

文学研究科・食物栄養科学研究科

ています。そのため、独自に研究会

大学院

日本語・日本文学それぞれの領域に

います。

修士課程

Master’s Program in Clinical Psychology

臨床心理学専攻教員紹介

□ 修士課程 修士（文学）

□ 博士前期課程 修士（文学）
氏 名

□ 博士後期課程 博士（文学）

取 得 可 能 な免 許・資 格

専門分野

氏 名

専門分野

浅野 則子

古代和歌史

内山 和也

表現学、日本語文体論、応用言語学

澤西 祐典

日本近代文学、比較文学

氏 名

取 得 可 能 な免 許・資 格

専門分野

氏 名

大嶋 美登子 臨床心理学、精神保健

動作法
石川 須美子 発達障害、集団心理療法、
川崎 隆

河野 豊

イギリス文学

中野 明德

臨床心理学、精神分析学、精神衛生学

□ 中学校教諭専修免許状（国語）

佐藤 瑠威

哲学、思想史

□ 臨床心理士受験資格

矢島 潤平

臨床心理学、ストレス、災害支援

□ 高等学校教諭専修免許状（国語）

森脇 茂秀

日本語学、日本語史

□ 公認心理師受験資格

小野 貴美子 臨床心理学、学校臨床、心理劇、災害支援

高木 伸幸

日本近現代文学

□ 高等学校教諭専修免許状（公民）

文学 研 究 科

文化財学専攻

博士前期課程
Doctor’s & Master’s Program in Cultural Properties

博士後期課程

食物栄養学専攻

食品・栄養系の創造性豊かな研究者や社会の発展を担う人材を育成

かれ、高度な施設設備を誇る歴史文化

食物栄養学専攻では、４つの専門的

でなく、国際的な視野のもとで教育研

総合研究センターを中心に教育研究活

な研究領域である「食品栄養科学」
「基
、

高度な専門的知識・技術を習得します。

究を行い、歴史文化を新たなる視点で

動をしています。

礎栄養科学」、
「実践栄養科学」、
「発酵

これらの教育・研究を通して、
「食物と

食品科学」を柱に、高度な諸科学の理

栄養」に関連した、創造性豊かな研究・

論や応用を学びます。

開発能力をもつ研究者や、高度な専門

専攻は、考古学・埋蔵文化財学領域、
文化財保存科学・保存修復領域、環境

修士課程

Master’s Program in Food Science & Nutrition

文化財学専攻は、国内の文化財だけ

る研究者や専門家を育てています。

臨床心理学、
質問研究、
学生相談

食物栄 養 科 学 研 究 科

「地域」の文化遺産の調査研究と保存継承の拠点

解明し、これからの文化創造に寄与す

専門分野

博士前期課程修了者の多くは、地方
自治体の文化財専門職や博物館等の学
芸員、あるいは文化財の保存修復に関わ

また、食品や栄養素と生体機能の関

る専門家として活躍。後期課程修了者は、

係を遺伝子レベル、細胞レベル、個体

レベルで研究する方法を学び、より

知識と能力をもつ職業人として社会の
発展を担う人材を育成します。

」の学位を取得して、より
歴史学・民俗学領域、観光地理学領域、 「博士（文学）
美術工芸・美術史学領域の５領域に分

専門的な研究者として活躍しています。

取得学位

取得学位
□ 修士課程 修士（栄養学）

文化財学専攻教員紹介

□ 博士前期課程 修士（文学）
□ 博士後期課程 博士（文学）

氏 名

専門分野

専門分野

取 得 可 能 な免 許・資 格
□ 栄養教諭専修免許状

飯沼 賢司

日本古代・中世史、環境歴史学、宗教史、家族史

中山 昭則

人文地理学、観光地理学

段上 達雄

日本民俗学、民具学、文化財学、博物館学

田中 裕介

日本考古学

□ 中学校教諭専修免許状（社会・美術）

下村 智

日本考古学

渡辺 智恵美 保存修復、保存科学

□ 高等学校教諭専修免許状（地理歴史・美術）

篠﨑 悠美子 日本画・彩色文化財・書画修復

取 得 可 能 な免 許・資 格

安松 みゆき 西洋美術史、日独美術交流史
76

氏 名

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

上野 淳也

歴史考古学

食物栄養学専攻教員紹介
氏 名

大坪 素秋
藤井 康弘
樋園 和仁
高松 伸枝
木村 靖浩
小河正雄
米元 俊一
吉村 良孝

氏 名

専門分野

分子生物学、細胞生物学
栄養学
病態栄養学
食品学、栄養学
食品機能学、栄養/腸管生理学
微生物学、衛生動物学
醸造学、香料学
応用健康学、運動生理学

平川 史子
吉井 文子
仙波 和代
藤原 秀彦
梅木 美樹
陶山 明子
塩屋 幸樹

専門分野

応用栄養学
香料化学、化学教育
感染免疫学、代謝免疫学
微生物生態学
調理学
応用微生物学、分子生物学
分子生物学、醸造学
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初等教育科

Department of

Department of

FOOD & NUTRITION

CHILDHOOD EDUCATION

短期
大学

食物栄養科

NAKAMINE Marik o

短 期大学部

専攻科
Graduate Proglam

短期大学部学長あいさつ

● 初等教育専攻

現代を生き抜くしなやかな力
「教養」「専門性」「実践力」を身につけよう
別府大学短期大学部 学長

本

仲嶺 まり子

学は、1954年に設置されて以来60余年、

員による質の高い教育が行われています。さら

学生第一をモットーに質の高い教育を行

に、学生支援スキルの高い職員に支えられ、サ

っています。創 始 者 である佐 藤 義 詮 初 代 学 長

ークル活動や研究会活動も活発に行われ、学生

は、建学の精神「真理はわれらを自由にする」

はあらゆる可能性にチャレンジすることができ

の理念のもと教養教育を学びつつ、専門性を身

ます。

につけることが、人間尊重と豊かに生きる力を
培うと述べています。

すでに、1万人以上の卒業生を輩出し、大分
県 内 の 栄 養 士・保 育 士・幼 児 教 育 の 現 場 は 本 学

このように教養教育を大切にしながら、短期

の卒業生で支えられていると言っても過言では

大学の設置目的である「深く専門の学芸を教授

ありません。別府大学短期大学部は、長い歴史

研究し、職業または実際生活に必要な能力を育

と伝統に支えられており、地域に貢献できる人

成すること」を使命として、免許資格取得に向

材の育成を目指す教員と学生の距離の近い温か

けての充実したカリキュラム、リニューアルさ

い大学です。

れ 学習設 備の整った教 室、専門性に優れた教

78

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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学 科の学び

食 物 栄 養 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

１年次

短期
大学

教養科目
2 年次

生物学 化学 英語Ａ・Ｂ 心理学 法学 国際文化Ⅰ
地域社会論 保健体育Ａ・Ｂ 進路指導Ⅰ・Ⅱ
基礎演習 大学史と別府大学 世界農業遺産体験学習
短期大学部

など

専門科目
１年次

短 期大学 部

食物栄養科

Department of

社会福祉概論 健康管理概論 栄養情報処理 公衆衛生学概論 運動生理学
食の安全と鑑別 食品加工学 食品加工学実習 食品衛生学 食品衛生学実験
基礎栄養学実験 臨床栄養学各論 応用栄養学 臨床栄養学実習Ⅰ・Ⅱ
臨床介護栄養学実習 栄養カウンセリング実習 公衆栄養学総論 給食実務論
給食経営管理実習Ⅱ 調理実習Ⅱ 調理実習Ⅲ フードマーケティング論
フードスペシャリスト論 被服学 住生活学 保育学

食物栄養科

Department

1

2 年次

基礎演習（栄養と健康） 解剖生理学 解剖生理学実験 生化学 生化学実験
医学概論・臨床医学入門 食生活論 食品学 基礎栄養学 臨床栄養学総論
栄養教育論 栄養教育論実習 栄養カウンセリング論 給食計画論
給食経営管理実習Ⅰ 調理学 基礎調理 調理実習Ⅰ フードコーディネート論
生活経営 情報機器論 学校栄養指導論
教職に関する科目（中学校二種、栄養教諭二種）
など

など

FOOD & NUTRITION

学び Pick Up

優れた調理技術を活かして、
社会貢献できる栄養士を養成
食品や調理の知識、からだの仕組みと栄養素の働
き、疾病予防・治療のための栄養管理など幅広い分
野の学習を通して、「調理のできる栄養士」、「地域
社会で活躍できる栄養士」を養成しています。調理

学びのポイント

1
2

技術の基礎から応用までを細やかに指導し、一人ひ
とりの技量に磨きをかけ、本格的な料理ができる栄

し、子育て支援や食育活動などの学外行事を通して

栄養教育論

食品加工学

食物がヒトの体内をどのようなメカニズムで消
化・吸収され、その後体の中に取り込まれた各栄
養素が持つ働きについて学び、食と健康の関わ
りについて理解を深める講義です。

人間にとって「食」は生活の基本です。乳幼児
から高齢者までの幅広い世代を対象として、バ
ランスの良い食事を習慣化させるための栄養教
育の方法を学習します。

安全で品質の高い加工食品を生産するために、
食品をより食べやすい状態に変化させる方法や、
生鮮食品を長期間にわたり保存する方法などを
学びます。食品の特徴を生かした加工技術の原
理や応用法など様々な知識や技術を習得します。

料理講習会

健康展

子育て支援や食育活動、
学外行事などの地域貢献

3

「中学校教諭二種（家庭）」
「栄養教諭」
教員免許状の取得

4

４年制大学（管理栄養士養成）への編入

養士を目指しています。また学生自らが研究課題を
見つけ、創造的な研究会活動が展開できるよう支援

「調理のできる栄養士」、
「地域社会で活躍できる栄養士」の養成

基礎栄養学

地域貢献を積極的に実践しています。

Admission Policy
食物栄養科が求める学生像
（１）食物と栄養・健康における専門職をめざす意

「国語」
「外国語」
「家庭」などの教科について

思を持ち、専門職として必要な知識・技能と

幅広く履修し、高等学校卒業相当の知識を有し

思考力・判断力・表現力を習得するための努

ている。

力ができる学生
（２）将来、食物と栄養・健康における専門職とし
て、人々の健康維持・増進に貢献したいとい
う意欲にあふれている学生
（３）高等学校等において、
「国語」
「英語」
「家庭」
などの履修を通して、筋道を立てて文章を書

（２）思考力・判断力・表現力
物事を多面的かつ理論的に考察することがで
き、その結果を自分の考えとして的確に表現し、
伝えることができる。
（３）主体的に協働する態度
食物と栄養・健康に関する様々な問題に関心を

く力や感性豊かな表現活動を展開する基礎と

持ち、その解決に向けて主体的に他者と協働す

なる力、論理的な思考力を身につけた学生

る態度を有している。

入学者に求める知識・能力等
入学後の学修に必要な基礎学力として次のよう
な知識・能力等を求めます。

80

（１）知識及び技能

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

入学者に求める知識・能力等の評価方法
（１）推薦入試
「知識及び技能」を主に推薦書及び調査書で評

価し、
「思考力・判断力・表現力」
「主体的に協働
する態度」をそれぞれ小論文と面接で評価します。
（２）一般入試

「調理のできる栄養士」を育成するために、毎年一流のシェフを招いた料理
講習会を開催しています。平成29年度はフランス料理講習会を開催し、講
師に大分市「ヌーベル・キュイジィーヌ・タカハシ」の高橋準市先生をお招き
しました。調理実習では家庭でできる肉の燻製方法、素材に合わせたソース
の作り方や盛り付け方など、様々な技術を丁寧にご指導していただきました。

「地域社会で活躍できる栄養士」を育成するために、平成23年から毎年「健
康展」を開催しています。地域の方々を対象に「減塩とダイエット」をテー
マとして、学生が作成したポスターの展示や発表を行い、また食事調査や食
事相談を行いました。ランチョンセミナーでは学生が考案した「低カロリー
弁当」や「健康スイーツ」を無料で提供しました。

「知識及び技能」を筆記試験（
「国語」又は「外
国語」
）及び調査書で評価し、
「思考力・判断力・
表現力」
「主体的に協働する態度」を面接で評価
します。
（３）センター試験利用入試
「知識及び理解」の基礎学力を特に重視して大
学入試センター試験で評価します。
（４）AO入試
「知識及び技能」
「思考力・判断力・表現力」を
エントリーシート及び課題及び調査書で評価し、
「思考力・判断力・表現力」
「主体的に協働する態
度」を面接で評価します。
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特 色・ 特 長

活 躍 す る
卒 業 生

食物栄養科トピックス
栄養士養成施設である食物栄養科では、栄

食物栄養科学部に３年次編入、もしくは卒業後、病院や施設などで実

養士の資格を取得することができ、栄養士資

務経験を３年以上積むことで、管理栄養士の受験資格を得ることも可
能です。

料 理 を 楽し む 人の 笑 顔 が
私 た ち の や り が い で す。

栄養士資格取得率（平成29年度）
平成28年度

［57名／57名］取得

平成27年度

100%
100%

短期大学部

100%

［51名／51名］取得
［49名／49名］取得
■ 管理栄養士

管理栄養士へステップアップも可能！
受験

（※学科は修業年限４年だが、３年次編入のため）

卒業

病院や施設などで、栄養士として実務経験３年以上

受験

合格

食物栄養科
［食物栄養科学部 食物栄養学科へ編入］
（平成27年度卒業）
沖縄県立普天間高校出身

和田 悠里 さん
社会福祉法人偕生会 勤務

父
食物栄養科の活動

食物栄養科

別府大学食物栄養科学部食物栄養学科
修業年限：２年

管理栄養士免許
取得

栄養士免許取得

３年次編入

管理栄養士
国家試験

別府大学短期大学部
食物栄養科
修業年限：2年

短期
大学

格を希望する者は毎年、100%の取得率を誇っています。また別府大学

親 が 料 理 人 だったお か げ で、 子どもの 頃 から

い 者 サ ービス、 配 食 サ ービスなど、 １日7 0 0 食 を 提

調 理を身近に感じていました。沖縄から別府に

供 する給 食センターで す。 管 理 栄 養 士として 献 立 作

来て一人 暮らしは 不安 に 感じて いたので す が、 同 郷

成や 栄 養 事務を担 当しているので すが、 それぞれ の

出身 者 が 多く、すぐに新しい暮らしにもなじめました。

世 代に合 わ せ、 バランスのとれた 栄 養 価の高 い 食事

私は短 期 大 学部を卒 業して４年制の 食 物栄 養 学 科

研究会活動

に編入したのですが、短 大時 代に学んだ調 理 技 術 が

を心がけています。 皆さんから「 おいしかったよ」 と
声を掛けられる度に、うれしくなります。

大 変役 立ちました。 短 大 時 代には、 食 物栄 養 科 の学
生で構成される食 育アイドルグループ「 育ドル娘 」 に
も在 籍し、各地のイベントで歌とダンスで 食 育普及活
動を実 践していました。３代目リーダーとして「ばい菌

栄養に関する知識だけでは
成り立たない仕事。

未 来 の
後 輩 へ

調理の現場でも通用するく

バイバイの歌」の作詞にも挑戦したんですよ（笑）。

らいの技術も、しっかり身

現 在の職 場 は、 老 人ホームやデイサービス、 障 が

研究会では、学生たちが興味ある内容をテーマに、調査や研究を行っています。例えば「食育・調理研究会」では「育ドル娘」を結成し、保育園や
地域のイベントで歌やダンスを通して食中毒の予防法や食事のマナーなどを紹介しています。「栄養教育・臨床栄養研究会」では、別府八湯の温泉水
（飲泉水）を調理に活かす研究成果を介護食に応用し、レシピを開発するなどしています。その他にも「食品技術開発研究会」や「理化学研究会」、
「食
品加工研究会」など種々の研究会で、学生たちがそれぞれ独自の研究を積極的に行っています。

取 得 可 能 な免 許・資 格

につけておくべきです。

就 職 ・ 進 学 状 況 （2018年3月卒業生）
【就職】

卒後教育

保育園｜あじさい保育園、アソカ保育園、さくらんぼ

□ 栄養士免許

保育園、すみかキッズおおいた、すみれ保育園、鶴崎

進学
7%

保育園、天心保育園、なかつる保育園、ほがらか園、

病院や施設で働く栄養士の方々のキャリアアップを目的とした「管理栄養士国家試験のための支援講座」や、保育園などで働く栄養士の方々を対象
とした「おおいた栄養コミュニティ・カレッジ」など、本学卒業生および大分県内で働く栄養士を対象に卒後教育にも取り組んでいます。「管理栄
養士国家試験のための支援講座」については、８月から３月まで毎週夜間に実施し、これまでに多数の合格者を輩出しました。「おおいた栄養コミュ
ニティ・カレッジ」では「子どものからだと栄養」をテーマとして、保育現場などで役立つ実践的な講義を毎年２回行っています。
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□ 中学校教諭二種免許状
（家庭）

朝見保育園、南春日保育所、和光保育園

□ 栄養教諭二種免許状

豊川こども園

□ 司書

施設｜（特養）楼蘭、（福）偕生会、つわぶき園、愛の里サ

□ 司書教諭

アセンター茶寿苑、情和園

□ フードスペシャリスト
（受験資格）

LEOC、㈱エーリン、㈱東洋食品、㈱ニチダン、㈱魚国

企業・団体等
23%

こども園｜おおのルンビニこども園、ももぞのこども
園、吉野こども園、山茶花こども園、大在こども園、
病院｜五反田病院、聖陵岩里病院

公務員
2%

ンヴィラ、介護老人保健施設小野鶴養生院、高齢者ケ

給食
受託会社
20%

保育園
21%
こども園
11%
施設
12%

病院 4%

給食受託会社｜富士産業㈱、栄食メディックス㈱、㈱
総本社、日清医療食品㈱

【進学】

公務員｜大分県職員（嘱託）

大学｜別府大学食物栄養科学部食物栄養学科、別府大

企業・団体等｜新サンフード工業㈱、日本郵便㈱、日

学文学部国際言語・文化学科

産プリンス大分販売㈱、パン工房PukuPuku、吉伴㈱、
ライクスタッフィング㈱、㈱サマンサタバサジャパン
リミテッド、大分みらい信用金庫、U＆T、えとう動物
病院、㈱臨床宮崎、大分県社会福祉協議会、JAおおいた
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食物栄養科での “

私の大学生活

01

私の大学生活 ”

講義 、 実験・実習 、 研究会活動 等、すべての経験が 栄養士 の糧となります
食品加工研究会
ほとんどの学生がいずれかの研究会に所属していま
短期
大学

すが、私は“衛藤研究会”に所属しています。県内の企
業から依頼されて行った、“カニを使った商品開発”で
は、アイデアや意見を出し合いながら“ふりかけ”や“ア
ヒージョ”等多くの試作を行い、最終的に“カニとひじ

短期大学部

きの佃煮”が選ばれました!

楽しく学んだ実験

家庭科と栄養教諭の二種免許を取得予定です。単純に

があったことには驚きました。実験では卵の鮮度測定

取得単位も増えますので、教職を取らない人との授業

や、着色料の抽出などをしました。週一ペースで２年

差は10コマ以上になります! もちろん中学校へは３週

間続きますので、調理実習と並んで“栄養士”を目指す

間の教育実習にも行きます。現場で生徒たちを前に

上で重要な授業と言えます。

すると“自分は先生なんだ”と責任を実感しますし、間

さん

違ったことは言えないと学習を改めるきっかけにもな

（大分県楊志館高校出身）

私の大学生活

短 期大学 部

食物栄養科

02

食物栄養科

佐藤 帆乃佳

栄養士以外にも

正直、調理実習ばかりだと思っていましたが、“実験”

りました。

ただ経験するだけ ではない、 現場で生きる 指導を行ってくれる環境がここにはあります！
食育研究会

Department of FOOD & NUTRITION

研究会では「歌と踊り」で食育活動を実践する“育ドル
娘”として活動し、食の大切さの啓発、食育教材の製
作、新商品の開発などを行いました。研究会に所属し

実践力に富む

ていると、授業以外に多くのことを学ぶことができ、

信頼される栄養士の育成

た。研究会活動にはぜひ入ってほしいです。

積極的に、冷静沈着に行動が取れるようになりまし

実習前のプレッシャー

個性ある発想力や実践力は豊富な実験・実習を通して身に付くものです。栄養

ただ勉強するだけというイメージを持っている人も多

学や食品衛生などの基礎的な実験、また栄養教育、臨床栄養・介護、食品加工な

したり、とにかくたくさんの課題が出ます。提出後に

いかもしれませんが、特に短大では同じ夢を持ってい

どの専門的な実習があります。多くのグループ学習を通してどんな難題にも共に

は修正も入りますが、実習に行くためのマナーなども

る友達ができ、同じ目標だからこそ共感し合えます。

指導して下さり、そのおかげで実習先ではスムーズに

実習も多く、課題も高校とは比べ物にならないくらい

仕事をこなすことができました。また、終了後の実習

出ますが、“やる”か“やらない”かは全て自分次第です!

報告会では達成感で感極まります!

私はここで“責任”の本質を教わりました。

挑戦し、達成する力を身につけることができます。さらに学習の集大成として行

石丸 知佳

う病院実習では、社会の変化に対応できる「食のスペシャリスト」としての資質

！ 食物栄養科の特長

私の大学生活

実験・実習にウエイトをおいた指導
実験

入学後すぐの１年の前期から始まり、２年の後期
ま で 毎 週 １ 回 行 わ れます。時間にすると、入学か
ら卒業までに180時間近く調理の授業を受けること
に な り ま す。 そ の 他にも給食を作る「給食経営管
理実習」や栄養指導の方法を学ぶ「栄養教育論実習」
「栄養カウンセリング実習」、栄養素の基礎につい
て学ぶ「基礎栄養学実験」や食中毒菌などについ

03

実習重視と、豊富な求人・高い就職率は最大の強みだと思います

１週間の時間割例（２年生前期）

食 物 栄 養 科 は、 調 理実習や生化学実験など、実習
や実験の授業が多いことが特徴です。調理実習は

さん

（大分県立大分鶴崎高校出身）

を育成しています。

フードスペシャリスト

月

火

水

木

金

基礎栄養学
実験

食品衛生学
実験

心理学

臨床栄養学
実習Ⅰ

調理実習Ⅱ

２限
基礎栄養学
（10:40〜12:10）
実験

食品衛生学
実験

社会福祉
概論

臨床栄養学
実習Ⅰ

調理実習Ⅱ

３限
公衆衛生学
（13:00〜14:30）
概論

臨床栄養学
各論

給食実務論

栄養
情報処理

４限
進路指導Ⅱ
（14:40〜16:10）

保健体育A

食品加工学

食品衛生学

１限
（9:00~10:30）

民間の資格ですが、“テーブルマナー”や“流通”、“食に

土

ついて”などの問題が出題されます。自主学習に加え
て、講義の中でも過去問題を解いてからの添削指導な
どがありますので、サポートは十分でした。実際のテ
ストはマークシート方式の選択問題で、しっかり勉強
していたので、無事合格することができました!

“大量”調理実習

赤字：実習
青字：実験

就職に強い

７〜８人で約60人分の調理を行います。初めて自分

就職先は想像以上にたくさんありました! 自分の進路

たちで献立作りから給食提供まで行います。カロリー

方針が決まっている人はすぐに決まっていきます。実

で体験しながら学修する授業が多くあります。多

などが合わなかった時の食材が大変でした。また“ふ

習先が就職先になったりもしますし、就職試験を受け

くの実習や実験を行い、実践力を身につけること

ろふき大根”の味噌ダレがシャバシャバになったり、

る前に見学に行くことができたりと、支援体制はかな

で、就職後に即戦力となることのできる人材の養

コロッケが破裂したりと、当時はみんなでアタフタし

り充実していると思います。なにより、就職先に先輩

ましたが、今ではメンバーとの絆が強まった良い思い

たちがたくさんいることも心強いです!

て 学 ぶ「 食 品 衛 生 学実験」など、実際に自分たち

成を行っています。

小林 愛彩

さん

（大分県立大分豊府高校出身）

84

鍛えられるのは頭だけじゃない

病院実習に行くために、栄養管理や給食管理の復習を

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

出です。
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学 科の学び

初 等 教 育 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

１年次

短期
大学

教養科目
2 年次

心理学 法学（日本国憲法） 国際文化Ⅰ 情報処理基礎 英語（会話を含む）
韓国語 保健体育（実技を含む） 基礎演習 進路指導Ⅰ

哲学 文学 物理学 進路指導Ⅱ
など

など
短期大学部

専門科目
１年次

2 年次
生活 社会 理科 体育 器楽Ⅲ 相談援助 保育原理 社会的養護
社会的養護内容 学習と発達 子どもの保健Ⅱ 子どもの食と栄養Ⅰ
子どもの食と栄養Ⅱ 障害児保育Ⅰ 障害児保育Ⅱ 家庭支援論 教育相談
保育相談支援 教育課程論 保育内容総論 生徒指導論 教育方法論 国語科指導法
算数科指導法 生活科指導法 社会科指導法 理科指導法 音楽科指導法
図画工作科指導法 家庭科指導法 体育科指導法 道徳教育指導法 特別活動指導法
保育・教職実践演習
（幼・小） 教育実習指導 教育実習 保育実習指導Ⅰ
保育実習指導Ⅱ 保育実習指導Ⅲ 保育実習Ⅰ 保育実習Ⅱ 保育実習Ⅲ
など
など レクリエーション実技 レクリエーション実習

国語（書写を含む） 算数 家庭 音楽 図画工作 器楽Ⅰ 器楽Ⅱ 社会福祉
児童家庭福祉 教育原理 保育者論 教職概論 発達心理学 子どもの保健Ⅰ
乳児保育Ⅰ 乳児保育Ⅱ 保育内容Ⅰ 保育内容Ⅱ 保育内容Ⅲ 保育内容Ⅳ
保育内容Ⅴ 音楽表現 造形表現 身体表現 言語表現 教育実習指導 観察実習
保育実習指導Ⅰ 保育実習Ⅰ レクリエーション理論 介護体験指導 介護体験実習

短 期大学 部

2

初等教育科

Department of

初等教育科

Department

CHILDHOOD EDUCATION

学び Pick Up

教育・保育における
実践力のある人材を育成

学びのポイント

将来、小学校教育・幼児教育・保育分野の担い手と
なる豊かな人間性と知性・技能を身につけた人材の
育成を目指しています。また、今日の社会では、保
育サービスの量的な拡大とともに、高度な専門性を
もった人材の養成が求められています。
現場の実際が反映された授業は、アクティブ・ラー
ニング形式で行われており、社会人への移行教育の
視点からマナー指導や言葉遣い、文書作成指導等も
実施されます。
また学生の自主活動である研究会活動＊1を奨励し、
学生の特性に応じて教育・保育の実践的な力が身につ
くように、担当教員が活動をサポートしています。

1

教育・保育を担うことのできる３つの免許・
資格＊2を、自己の希望に合わせて取得

2

教育・保育に関する専門的な知識と
実践的な技術を併せ持つエキスパートの養成

3

教育・保育に対する情熱にあふれ、
豊かな人間性を備えた人材の育成

4

研究会活動や子育て支援などの
ボランティア活動等を支援する科目の設置

＊1 本学における研究会活動とは、学生が自主的に地域社会との関わり
をもつ実践的課外活動です。

＊2

例えば次のような組み合わせで免許・資格の取得が可能です。
・
「幼稚園免許」
と
「保育士資格」
・
「小学校免許」
と
「幼稚園免許」
と
「保育士資格」

基礎演習

発達心理学

乳児保育Ⅰ・Ⅱ

短大での学習は、高校までの受動的な学習と異
なり、自らが課題を見つけ、課題を解決してい
く能動的で自立的な学習が必要となります。こ
のような学習に必要なノートの取り方、文章の
要約方法、レポートの書き方、新しい人間関係
に必要なコミュニケーション力等を、グループ
ワークを主体とした演習を通して学びます。

発達心理学は、保育や教育、子育てを効果的に
行っていくうえで欠かせない心の発達の秘密を
科学的に解明する学問です。乳児期、児童期、
青年期と、発達の時期ごとの特徴を豊富なデー
タをもとに、グループワークによるプレゼンテー
ションにより学生個々が主体的に考察を深めて、
体験的に学びます。

成長著しい子どもの中でも０歳から２歳までの
乳児は特に大きな変化を見せます。その成長と
発達を援助するための基本的な知識・技術を学び
ます。そのために、赤ちゃん人形や映像教材を
用いた演習など体験的に学びます。また、子ど
もの健やかな発育に必要な育児環境に視点を当
て、多角的な問題を見る目を養います。

免許・資格の取得について
平成27年４月からの「子ども・子育て支援新制度」の実施により、

実践力を身につける演習の授業
「造形表現」では、保育の現場で子どもたちが遊びを通して造形表

認定こども園において「保育教諭」が新設され、幼稚園免許と保育

現を楽しむことができるように、子どもたちと関わりが持てる実践

士資格の二つの免許・資格が必須となるとともに保育サービスの量

力を身につけるための授業を開講しています。様々な素材に触れ合

的な拡大が求められています。さらに、幼児教育と小学校教育の円

い、幅広い表現力を身につけることで、子どもたちの創造性を豊な

滑な接続や、子どもを巡る状況の変化に対応できる高度な専門性を

ものにできるように学んでいきます。自らの表現力を養いながら、

もった教員・保育士が求められています。

子どもたちの自由な世界を共感できる保育感を育てていきます。

このような子ども・子育て支援を巡る社会的な状況の変化に対応
するために、平成29年度入学生から、初等教育科では、次の３つの
免許・資格を取得することができるようにしています。

Admission Policy
初等教育科が求める学生像
（１）教育・保育における専門職をめざす意思を
持ち、専門職として必要な知識・技能と思考
力・判断力・表現力を修得するための努力が
できる学生
（２）将来、教育・保育における専門職として、他者
と協働して子どもたちの健やかな成長と幸福
に貢献したいという意欲にあふれている学生
（３）高等学校等において「国語」
「外国語」
「数学」
などの履修をとおして、筋道を立てて文章を
書く力や感性豊かな表現活動を展開する基礎
となる力、論理的な思考力を身につけた学生
入学者に求める知識・能力等
入学後の学修に必要な基礎学力として次のよ
うな知識・能力等を求めます。
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（１）知識及び技能
「国語」
「外国語」
「数学」などの教科について
幅広く履修し、高等学校卒業相当の知識を有し
ている。
（２）思考力・判断力・表現力
物事を多面的かつ論理的に考察することがで
き、その結果を自分の考えとして的確に表現し、
伝えることができる。
（３）主体的に協働する態度
教育・保育に関する様々な問題に関心を持ち、
その解決に向けて主体的に他者と協働する態度
を有している。
入学者に求める知識・能力等の評価方法
（１）推薦入試
「知識及び技能」を主に推薦書及び調査書で評

価し、
「思考力・判断力・表現力」
「主体的に協働
する態度」をそれぞれ小論文と面接で評価します。
（２）一般入試
「知識及び技能」を筆記試験（
「国語」又は「外
国語」
）及び調査書で評価し、
「思考力・判断力・
表現力」
「主体的に協働する態度」を面接で評価
します。
（３）センター試験利用入試
「知識及び技能」の基礎学力を特に重視して大
学入試センター試験で評価します。
（４）AO入試
「知識及び技能」
「思考力・判断力・表現力」を
エントリーシート及び課題で評価し、
「思考力・判
断力・表現力」
「主体的に協働する態度」を面接
で評価します。

小学校教諭
二種免許状

幼稚園教諭
二種免許状

保育士資格

もちろん、学生個人の希望により、従来どおり「幼稚園教諭二種
免許状」と「保育士資格」のみ、
「小学校教諭二種免許状」と「幼
稚園教諭二種免許状」のみ、という組み合わせで取得しても構いま
せん。
どの免許・資格を取得するのかを決めるのは、入学前の３月に希
望を申し出てもらいます。その際には、２月及び３月に実施する入
学前体験講座等でも説明いたしますので、それを踏まえて自分の将
来について、しっかりと考えていただいて決めてください。また、
１年次の前期終了までであれば、入学後に希望する免許・資格を変
更することも可能です。
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特 色・ 特 長

活 躍 す る
卒 業 生

初等教育科 トピックス
免許・資格の高取得率と安定の就職率
幼稚園や小学校の教職免許、保育士の資格を

取得して、免許資格に相応した保育所、幼稚園、小学校に就職します。

す人もいます。初等教育科の就職率は高く、専攻科に進学すれば学士
号や幼稚園・小学校の一種免許状も取得でき就職に有利です。

幼稚園教諭二種免許状取得率

保育士資格取得率

（平成29年度卒業）

（平成29年度卒業）

（平成29年度卒業）

96.1%

［25名／ 26名］取得

97.6%

98.5%

［163名／ 167名］取得

子 ども た ち と
短期大学部

小学校教諭二種免許状取得率

一 日 一 日 成 長 して い く

短期
大学

さらにキャリアアップを考えて大学への編入や専攻科への進学を目指

喜 び や 感 動 を 共 感 で きる
瞬間が大好き

［139名／ 141名］取得

■ 幼稚園教諭
初等教育科
（平成21年度卒業）
大分県立大分豊府高校出身

● 幼稚園教諭一種免許状・小学校教諭一種免許状へステップアップも可能！
別府大学短期大学部

初等教育科
修業年限：２年

専攻科 初等教育専攻
修業年限：２年

穴南 愛莉奈 さん

初等教育科

別府大学短期大学部

敷戸ふない幼稚園 勤務

専攻科受験

幼二種 取得

幼一種 取得

小二種 取得

小一種 取得

学士（教育学）取得

幼

稚園に通っていた頃に出会った、初めての先生に
憧れて「わたしも幼稚園の先生になりたい！」と思

い別府大学短期大学部の初等教育科へ入学しました。

初等教育科の活動

講義では様々な免許を取るために沢山のカリキュラムを
積極的に受講しました。講義以外ではサークル活動やミュ

コミュニケーション合宿

就職ガイダンス

「できたよ！」、「食べれたよ！」と子どもたちの成長
を身近な喜びとして感じる半面、 人を育てる
基盤をつくる

ことが今後の子どもたちへの人格形成

へ大きく影響していくことを考えるとどんなに難しく
大変で責任あるものかを感じています。

ージックフェスティバルなどを通し、協調性や団結するこ
との大切さを学びました。それは今でも役に立っています。

沢 山 の人 たち の 素 敵 な

就職は幼稚園の教諭を希望していたので、過去の先輩
たちの資料をよく読み、ピアノなど就職試験に向けて出来
る限りの対策を行い、無事、希望していた幼稚園教諭と

ところ を いっ ぱ い 見 つ

未 来 の
後 輩 へ

けてください。「先 生 大
好き！」って言 われる先
生になれますよ！

して働いています。

５月に１泊２日の合宿研修会が開催されます。友達との交流プログラム
で親睦が深まります。講義や演習もありますが、クラス対抗のゲームで
は、クラス意識が高まりエネルギー最高潮の試合が展開されます。

わくわくフェスティバル

１年次から就職に向けた心構えや手続きの方法など、就職活動や採用試
験に向けたガイダンスを実施しています。

取 得 可 能 な免 許・資 格
□ 小学校教諭二種免許状

ミュージックフェスティバル

□ 幼稚園教諭二種免許状
□ 保育士資格
□ レクリエーションインストラクター
□ 社会福祉主事任用資格

11月には学生主催のわくわくフェスティバルがあります。大学近隣の幼
稚園・保育所の子ども達も参加し、各研究会の発表や、フロアでは、遊
びのコーナーもあり、学生と子どもがふれあいます。
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ミュージックフェスティバルは初等教育科の学生が一同に会して音楽担
当の先生方のピアノ演奏やクラス合唱等が行われる発表会です。

人の

就 職 ・ 進 学 状 況 （2018年3月卒業生）
【就職】
小学校｜中津市立豊田小学校（臨時）
公立保育園・幼稚園｜佐伯市職員（保育士・幼稚園教諭）
公立幼稚園｜豊後高田市任期付職員、大阪市職員（幼稚園教
、別府市立幼稚園（臨時）
諭）
、豊後高田市職員（幼稚園教諭）
幼稚園｜カトリック鶴崎幼稚園、のだ山幼稚園、愛隣幼稚園、
真愛幼稚園、聖公幼稚園、大分明星幼稚園、別府大学附属幼
稚園、明星幼稚園、㈻平松学園幼稚園部
こども園｜かがやきの森こども園、キッドワールドこども園、
しきどこども園、たかおこども園、なかまの森こども園、ひば
りこども園、緑が丘こども園、みどり幼稚園、みんなの森こど
も園/なかまの森こども園、ももぞのこども園、よいこの森こ
ども園、宇佐こども園、恵城こども園、高田のぞみこども園、
桜町こども園、山茶花こども園、城山保育園、浄願寺こども園、
大在こども園、大正こども園、旦の原保育園、中央こども園、
認定こども園慈光幼稚園、野に咲くこども幼児舎、緑が丘こど
も園、カトリック津久見幼稚園、聖武幼稚園、白蓮幼稚園、敷
戸ふない幼稚園、㈻後藤学園ごとう幼稚園、南部こども園
公立保育園｜大分市職員（保育士）
保育園｜アイリス保育園、あおば保育園、あけぼの保育園、
アソカ保育園、さくら保育園、城東保育園、ひよこのくにラン
ド保育園、ふれあい保育園、まいづる保育園、みなみ保育園・
みなと保育園・八幡保育園・佐伯保育園・長島保育園、もみの
木保育園、やまなみ保育園、よいこのくに保育園、わくわくの
森保育園、わさだりすの森保育園、愛保育園、臼杵保育園、㈱
Kids Smile Project、慶光保育園、宗方東保育園、上野愛光保育
園、城東保育園、聖人保育園、石垣保育園、川崎保育園、早鈴
保育園、田島保育園、東舞鶴保育園、南春日保育所、別府隣保

小学校 1%

企業・
団体等 4%

進学
16%

公立保育園・幼稚園 1%
公立幼稚園 2%
幼稚園
11%

施設 4%
こども園
26%
保育園
33%
公立保育園
2%
館保育園、弁天保育園、明野台保育園、餅ヶ浜保育園、友愛保
育園、和光保育園、㈻別府大学境川保育園、稙田ほまれ保育園、
すみかキッズおおいた、あゆみ幼保園、すみれ保育園
施設｜（福）シンフォニー、（福）別府発達医療センター、（福）萌
葱の郷、博愛診療所こどものびのび支援センターあそびのお
城、別府光の園
企業・団体等｜日産プリンス大分販売㈱、㈱LOOP、㈱アイ
スタイルキャリア、㈱スタッフサービスミラエール推進部、
㈱豊和銀行、㈱cocoroカンパニー、㈱オーシートラベル

【進学】
大学｜九州女子大学、別府大学文学部人間関係学科、別府大
学国際経営学部国際経営学科
専攻科｜別府大学短期大学部専攻科初等教育科専攻、別府大
学短期大学部専攻科福祉専攻
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初等教育科での “

私の大学生活

01

私の大学生活 ”

子どもと接する ことの全てを教えてくれる！ 先生方のノウハウが私を成長させてくれました
安心してください！
正直、入学するまでピアノにふれたことはありません
短期
大学

でした。最初は片手で指をひたすら動かす練習から、
一小節ずつの練習になり、最終的にはテキストとは別
に50曲以上入っている楽譜を全部弾けるようになり
ました。もちろん両手ですよ! 先生と友達の熱血指導

短期大学部

のおかげです（笑）!

様々な授業

その子が“気づいた瞬間”や“キラキラしているところ”

技、水泳、体育の模擬授業等）
”、“図工
（凧、鈴作り等）
”

を一番近くで見られることが一番ですね
（笑）
! 加え

に、国語、算数、社会、音楽の模擬授業が行われます。

て、“自分が言ったことに対して反応（言葉のキャッチ

特に国語では、“読む活動”、“書く”、“聞く”を授業に

ボール）があること”も魅力ですね。高学年になると授

取り入れるよう心掛けました。

業内容もレベルアップするので、どうしたら理解して

さん

もらえるのか工夫します。大変ですがやりがいを感じ

（大分県立津久見高校出身）

私の大学生活

短 期大学 部

初等教育科

02

初等教育科

北野 葵依

小学生を相手にする魅力

ピアノはもちろん、“家庭科（料理、裁縫等）”、“体育
（球

ます。

子ども のことを積極的に自分たちで考え、学び、習得していく 環境 がここにはあります！
座学の大切さ

Department of CHILDHOOD EDUCATION

子どもと関わる遊びや楽しい活動が中心だと思ってい
ましたが、意外と座学が多くあります。幼児関係のも
のは飲み込みやすかったのですが、“英語”や“教育法”

自己表現力と感性を育む人間教育

等は結構難しかったですね（笑）。でも、実習に出かけ
てみて、これまでの座学が“現場”につながっているん
だと実感しました!

学生は子どもの発達や心理をはじめ、教育全般にわたって理論的に学ぶほか、
子どもとかかわる自分を見つめ、子どもの視点にたって子どもの心を感じとるこ

パネルシアター研究会
ほとんどの人が研究会活動に参加しています。中に

３週間の実習の中で一番大変でした。毎日、受け持っ

己表現の技術を身につけます。

は４つ掛け持ちしている人もいるようです（笑）
! 私は

ているクラス21人の“子どもたち同士の姿
（喧嘩の仲裁

“パネッコ”の副リーダーをさせてもらい、実際に保育

に入る子がいる等）
”や“保育者の援助
（どのように対応

園や施設で公演を行いました。施設等では観覧者との

したか）”、“環境構成（雲梯の下にマットを敷く等）
”を

“掛け合い”が難しかったりするので、自分たちで掛け

書いていきます。“この子はこういう子だ”、“こう声か

合いながら公演する等、みんなで工夫しましたね。

けしてあげたら良くなる”等、個性を知ることが重要

櫻木 美夢

！ 初等教育科の特長

さん

（大分県立大分南高校出身）

だと再認識させられました。

多種多様な研究会活動
多種多
多種

学外実習

多くの学生が研究会活動で活発に活動しています。「ふれあい遊び研究会」や「子

２年間で計５回の学外の実習に行きます。実習に行く前までには学

ども幼児Canぷ研究会」「授業研究会」「MPS研究会（劇団Smiley）」「ハンドベ

内の授業で知識を深め、演習系の授業や研究会活動で実技面を鍛

ル研究会」
「外国文化研究会」
「伝統あそび研究会」
「子どもの心理と福祉研究会」

えて実習に行きます。実習では、学生自身が考えた指導案で子ども

等さまざまな研究会を有しており、複数の研究会を掛け持ちしている学生もいま

たちと遊んだり、実習日誌に１日の出来事や子どもたちの活動の様子

す。どの研究会に所属するかは入学後に決めていくことになりますが、研究会活

などを事細かに書いたりします。実際に教育・保育の現場にでると、

動では、教育・保育の現場を訪問して子どもたちとふれ合う機会も多く、実際に

思っていたことと違い、壁にぶつかってしまうかもしれませんが、そ

卒業生たちは口をそろえて「研究会活動がとても役に立っている」と言っています。

の時は教員や友達に相談しながら解決策を見つけ出し、次の実習に

は最高の思い出ですね! 週に３コマくらいを約３週間

研究会の仲間と楽しみながら実践力を身につけてみてはいかがでしょうか。

生かしていけるよう準備をしていきます。

続けて練習していきましたので、クラスのメンバーと

充実した授業

ピアノの学習環境

幼稚園・小学校での教育や保育園での保育という、今まで勉強をしたことのない分野

保育園・幼稚園・小学校と必ず必要になる技術の代表として“ピアノ”があります。ピ

について学習をしていかなくてはなりません。最初は専門用語などで戸惑うこともあ

アノのレッスンは毎週個人レッスンが行われています。入学前にピアノの経験のな

るかもしれませんが、皆スタートラインは同じなので心配しなくても教員がしっかり

い人が多く、楽譜を読んだり鍵盤の位置を覚えたりするところからのスタートにな

と教えてくれます。もちろん、専門科目だけではありません。国語や英語、算数に体

ります。不安に思う学生が多いようですが、ピアノの先生が丁寧に指導をしてくれ

育なども必要な知識になります。例えば国語では、書く力・読む力・聴く力をしっかり

私の大学生活

03

研究会 の存在の大きさ！ 授業だけでは経験できない 保育者としての引き出しの数 が断然違います！
ミュージックフェスティバル
初等教育科と保育科と専攻科がグランプリを目指して
競います。総勢15チームくらいになるのですが、そ
の中で２位にあたる“チームワーク賞”をもらえたこと

の絆はかなり深まりましたし、“このクラスで良かっ
た”と心から思います（笑）!

児童養護施設の先生から

ぜひ研究会へ！

“子どもたちは、自分たちが思っている以上に大人を

“幼児キャンプ研究会”と“ふれあい研究会”を掛け持ち

わかっていて顔色を見ている。見抜かれている”と教

しています。“幼キャン”では、ご飯を作ったり、風呂

わりました。実際、現場での実習を通して言葉の意味

焚き、火おこし等の主に裏方担当でした。“ふれ研”で

ます。卒業時には、ほぼ全員の学生が「こどものうたの弾き歌い」ができるよう

を痛感しましたね。子どもたちは一人一人を見つめて

は、シンデレラやブレーメン等のオペレッタを練習

と付けることが、先生になったときに重要な力になってくるので、国語以外の授業に

になります。また、学内にはいつでも自由にピアノの練習ができる練習室が完備

あげれば、とても素直に返してくれます。今後、保育

し、保育園で発表していきます。いずれの研究会でも

おいても文章指導等が行われ、教育・保育現場で必要な国語力を身につけていきます。

されていますので、ピアノ練習室からは一日中ピアノの音や歌声が聞こえています。

者として子どもと接していく中で、常に胸に刻んでお

“子どもから学ぶこと”が多く、その分成長を感じます。

江藤 友映

さん

（大分県明豊高校出身）

90

実習日誌

とを学びます。音楽や美術の分野では自分の感性をどう表現していくかという自

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

きたい言葉ですね!
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Graduate Program

専攻科

初等教育専攻

専攻科

Childhood Education Course

短期
大学

教員養成の新しいニーズ
教育マイスター研修 を

専攻科

取り入れた「教職実践演習」
経験豊かな教授陣が行う理論科目や実技科目をベー
スに、実践的な能力を高めるため、充実した実習を学
校現場で行います。大学附属の幼稚園・小学校で４週間
の教育現場実習に加え、別府市内の小学校のベテラン
教師に師事して30日間の「教育職の総合演習」実習を
受けます。これらの実習を通じて、着実に教育力・指導
力を身につけた教師の卵を育てます。

自分の意見をしっかりと持つ

実習で大きな収穫

超早期からの発達支援

教育に関して深く考えるきっかけが

週に３日間、３カ月に渡って小学校

もともと言語聴覚士にも興味があっ

ありました。ある授業では教科書の

で実習を行います。実習は短大の座

たこともあり、卒業論文は発達支援

内容を予習し、毎回担当の学生が予

学では学べないことがたくさんあり

に関する研究を行いました。３歳児

習内容を発表する形式を取っていま

ます。その１つが声かけの仕方でし

クラスで言葉の理解やコミュニケー

Concept

した。｢人が学習する仕組み｣ や ｢

た。掃除の時間に全く掃除をしない

ションを取ることが苦手な子ども

短期大学部の教育を基礎に、

教師の役割｣等テーマは様々でした。

子がいました。｢掃除しなさい｣ と

に、積み木やじゃんけんなどの遊

発表後は先生も含めて内容を討論し

言っても動こうとしませんでした

びを通して支援をしていきます。支

ますが、みんな自分の意見をもって

が、｢掃き掃除上手いね! すごいね!｣

援の計画を立てるのは苦労しました

いて毎回熱い討論会になります。教

と些細なことでも褒めてあげると率

が、その結果子ども達の理解やコ

育について考えたり整理したり、こ

先して掃除をするようになりまし

ミュニケーションの能力は上がって

の経験が私の基礎になっています。

た。声かけ一つでこんなに行動が変

とても感動しました!

さらなる資格取得や学位を目指す教育課程
渡邊 麻里
専攻科は短期大学部の卒業生が進学する教育課程で、別府大学短期大学部専攻科には初等教育専攻（２年課程）があります。

さん

（大分県立大分西高校出身）

わるんだと気づきました。

〈 初等教育専攻 〉
短期大学において初等教育または児童教育に関する学科専攻を卒業した者、大学または短期大学を卒業し、幼稚園、小学校、中
学校または高等学校教諭普通免許状を有する者が受験できる２年課程の専攻科です。本専攻は大学評価・学位授与機構認定の専攻科

専 攻 科 カ リ キ ュ ラ ム （2018年度入学生適用）

学び Pick Up

ですので、短大で小学校・幼稚園教諭二種免許状を取得してきた学生は、２年次修了時には教育学の学位と小学校・幼稚園教諭一種
免許状を取得できます。

月

◆ 別 府 大 学 短 期 大 学 部 専 攻 科 の 概 要 （本学初等教育科から進学する場合のフローチャート）
【 科 】

【専攻科】

取得した学位・資格

初等教育科
（２年）

初等教育または児童教育に
関する学科専攻を卒業

小学校二種免許状
幼稚園二種免許状

火

水

木

１限
教科特講
（9:00~10:30） （国語Ⅰ）

教育原論

教科特講
（理科）

道徳教育
原論

指導法特論 指導法特論
（国語）
（家庭）

２限
情報機器論
（10:40〜12:10）

教科特講
（体育）

指導法特論
（音楽）

幼児教育
指導特論

指導法特論
（算数）

３限
教科特講
国際文化Ⅰ
（13:00〜14:30）
（算数Ⅰ）

実習指導

指導法特論
（生活）

４限
指導法特論
表現と鑑賞
（14:40〜16:10）
（体育）

教育特講
（図画工作）

初等教育専攻
（２年）

学士（教育学）
小学校一種免許状

取得可能な学位
□ 学士（教育学）

哲学

外国語活動指導特論

教育職の総合研究

小学校での英語教育の意義やあ
りかた、授業デザインや教材作
りなどについて理論と実践の両
面から勉強します。ビデオ視聴
でわかりやすく授業の進め方を
学び、実際に模擬授業を行って
みることで実践力が身につきま
す。

今日の教育現場の動向を踏ま
え、教員に求められる役割・資
質能力、職務内容の全体像につ
いて学びます。現場のリアルな
事例を受講生全員で検討し、解
決策を見出すことで，教職への
意欲を高めながら現場で活かせ
る力を身に付けます。

主 な 就 職 先 （2018年3月卒業生）
【就職】
教員（公立）｜東京都公立学校教員（小学校教諭）、西原町立小学校（非常勤講師）
、大分市立滝尾小学校（臨時）、別

幼稚園一種免許状
□ 小学校教諭一種免許状
□ 幼稚園教諭一種免許状

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

土

取得可能な学位・資格

取得可能な資格

92

金

府市立亀川小学校（臨時）、日田市立咸宜小学校（臨時）、佐伯市立下堅田小学校（臨時）
、佐伯市立切畑小学校（臨時）
、
臼杵市立臼杵小学校（臨時）
、杵築市立山香小学校（臨時）、日向市立日知屋東小学校（臨時）
、与那原町立与那原小学
校（臨時）
教員（私立）｜明星小学校
保育士｜福岡県職員
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自治体などからの受託研究・共同研究

地域 連 携・貢 献

Regional ALLIANCES & Regional CONTRIBUTION

史学・文化財学科（文化財研究所）

食物栄養科学部

史学・文化財学科は、その長い歴史と実績から地元の自治体など
から多くの研究を依頼されます。学生も実際に調査や研究に参加す
るなど体験を通じた学習に生かされています。

Concept

委託事業を受けたり、企業と共同研究や商品を開発したり、また学生ボランティア活動や施設の開放なども積極的に行って

食物栄養科学部においても、食味分析や栄養健康調査、発酵微生

地域

別府大学は授業や研究室、サークル活動など様々な形で地域の自治体、企業、住民の方々と関わっています。自治体からの

物研究などに関する受託研究が年々増加しており、教育や学術研究
に生かされています。

地域連携・貢献

います。今後、
「地方の時代」が加速していくといわれる中、別府大学は地域に積極的に貢献する大学を目指します。

2018年度の受託研究（自治体関係）
委託者

別府大学夢米棚田プロジェクト

文学部

「別府大学夢米棚田プロジェクト」は

成果をパネル展示したり、「全国棚田サ

学生たちに米作りを通して食や農業に

ミット」や「夢米棚田活動報告会」で

関心をもってもらうために、平成22年

情報を発信してきました。

に本学と大分県、大分県農業文化公園

2015年度から夢米棚田プロジェクト

との間で協定を締結したことがはじま

は、国東半島宇佐地域が世界農業遺産

りです。

に認定されたのを受け、
「世界農業遺産

学生は大分農業文化公園内にある棚
田で籾播きから脱穀までの米作りに学

体験学習」として授業の一つに組み込

国際経営学部

6月
7月
8月
9月
10月

11月
12月

収穫後も農林水産祭や学園祭で活動

委託者

研究内容

味覚センサーを用いた養殖魚の分析

豊後高田市

田染荘地域における名勝の調査

大分県

乾シイタケの香り分析

豊後高田市

健康的な食環境整備

大分県

大分県立歴史博物館の空気汚染物質調査

豊後大野市

大野川流域の食文化的景観調査

別府市

鬼ノ岩屋古墳装飾壁画の図化

日出町

日出町ブランドかぼちゃ食味分析

別府市

地獄蒸し料理の健康増進レシピ開発

竹田市

サフランの健康効果検証

主な年間活動
5月

まれました。

部を問わず参加することができます。

食物栄養科学部

研究内容

大分県

佅播き
七島藺の植え付け
田植え
稲作圃場草取り（第一回）
米ぬか除草、七島藺圃場草取り
稲作圃場草取り（第ニ回）、七島藺収穫
稲作圃場草取り（第三回）
稲刈り、掛け干し
大分県農林水産祭参加
別府大学学園祭参加
脱穀
夢米棚田活動報告会

九州の文化財ネットワークの構築
史学・文化財学科では、文部科学省

史学・文化財学科（文化財研究所）

自治体専門職員を数多く輩出しており、

の補助金「私立大学研究ブランディン

その経験を生かして地域の文化財の研

グ事業」を獲得して、九州各自治体と

究拠点として活動していきます。

の文化ネットワークを構築し、九州の
文化財研究の拠点を構築する事業をス
タートさせました。平成28年４月の熊

田植え

６月の田植え。田植えの伝統を知るため機械を使わず、
手植え方式で行いました。

全 国 棚 田 サミット

石垣祭

「全国棚田サミット」に参加。参加者に向けて「別府大
学夢米棚田プロジェクト」の活動を紹介しました。

本・大分地震を契機に文化財の修復が急
務となっています。本学は、文化財の

湯けむり健康戦隊ゲンエンジャー

県内企業との研究協力

食物栄養学科

食物栄養科学部

「湯けむり健康戦隊ゲンエンジャー」は

食物栄養科学部の研究プロジェクト「発酵王国大分が育む地域農水

食物栄養学科の学生で編成された減塩推進

産物を活用した新規加工・発酵醸造食品の高次開発・分析技術基盤の構

グループです。自治体の開催するイベント

築」は文部科学省の平成27年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

でパンフレットの配布やクイズ大会などを

に採択されました。

行い、自治体職員の方々と減塩普及活動を
行っています。

七島藺

このプロジェクトでは、多くの発酵醸造企業がある大分県において、
本学を県内でのバイオ系教育・研究拠点として位置づけ、県内の食品

香り米焼酎

加工・発酵醸造企業との共同研究を通して、地域や産業の活性化に寄
与することを目的に研究を行っています。

プ ロジェクトによる共 同 研 究
石垣祭（別府大学の学園祭）で活動を紹介。食物栄養

別府大学食物栄養科学部 × 県内の食品メーカー など

学科のメンバーが棚田米で作った「ライスバーガー」

■研究内容

は大好評で長蛇の列ができるほど！
国立循環器病研究センターが主催する「ご当

世界農業遺産体験学習

地かるしおレシピ」プロジェクトの最終選考「第
２回S-1g（エス・ワン・グランプリ）大会」で、
「湯
けむり健康戦隊ゲンエンジャー」チームが提案
した「お塩減らしていいあんべぇ〜うっとーの

された国東半島宇佐地域についての農業の在り

まごたちはやさしい定食」が金賞（2位）を受

夢米棚田チームが育てた“香り米” を使い、発酵食品学

方や文化、景観などを学んでいきます。教室で

賞しました。地元産のしいたけやカボス、ひじ

けを行いました。七島藺は高度経済成長期を境に衰退

科のメンバーが研究・開発した本格焼酎「夢 香米」。メ

受講する座学と大分農業文化公園での稲刈りな

きを使い、旨味や酸味を効かせながらも薄味で

しましたが、近年、畳や伝統工芸の素材として価値が

ンバーの先輩から後輩へと研究が引き継がれ、2016年

どの体験学習の両方を行います。

まろやかな定食に仕上げました。

見直されています。

から販売されています。

米に加えて七島藺も栽培するために５月に苗の植え付

94

2015年度から開講。世界農業遺産として認定
2015年度

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

・新規農産物、発酵食品、香粧品の分析、開発
・醸造食品分野での新規解析法の確立
・新規加工、発酵醸造食品の機能性評価
・発酵食品の生体への影響

など

▼
新技術や分析・評価方法の確立、
商品開発などによる地域活性化
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育ド ル 娘

別府BBS会

食物栄養科

り、地域のイベントやテレビ出演など

育ドル娘は、食物栄養科の「立松研

に引っ張りだこです。

究室」から生まれた、栄養士を目指す

防犯 パトロール

B B Sとは 、 B i g B r o t h e r s a n d S i s t e r s

大学周辺の事件・事故を未然に

Movementの略で、学生が児童福祉施設や地

防止し、学生や地域の防犯意識
を向上させるために、有志の学

や企業が開催する大型イベントへの参

たり、不登校児童・生徒と交流したりして、
「兄」

生が2010年に防犯パトロール隊

に関する内容をより分かりやすく、親

加やオリジナルレシピの考案、食品メー

や「姉」のような存在として、子どもたちの成

を結成しました。自治会や警察

しみやすく覚えてもらうために、自分

カーとのコラボなど、今後ますますの

長をサポートしています。

の協力を得て、毎月大学近辺を

たちが考えた歌や踊りを通して紹介し

活躍が期待されます。

近年はその活躍の場を広げ、自治体

地域連携・貢献

パトロール車と徒歩によって巡

平成 14年に人間関係学科内のサークルとし

回パトロールを行っています。

て誕生し、地域の子どもたちのために積極的

ます。そのユニークな活動が話題とな

地域

域の公民館などで、子どもたちに宿題を教え

食材や伝統料理、食生活などの食育

食育を推進するグループです。

にボランティア活動を行っています。

■近年の主な活動

「ひじカレーラリー」のサポート

「めん食」との商品開発

おんせん県おおいた

地 獄 蒸し祭りin 東 京

シンポジウム・セミナー
本学主催の公開講座のほか、毎年、学科や学内の研究機関がシンポジウムやセミナーを主催しており、それらの多くが無料で一般公開されてい
ます。また、本学は教員が所属している様々な学会の会場などとしても利用されています。

東京タワーで行われたイベントで大分県の「食」を県

大分県日出町で開催された「ひじカレーラリー」にイ

食品製造の「めん食」（熊本市）からの依頼を受け「九

内企業や自治体とPRしました。ステージのパフォーマ

ベントサポーターとして参加。
「城下かれい」で有名な

州1周のり巻き」に続き、
「季節弁当」をプロデュース。

ンスに加え、寿司の無料配布や店頭販売と大活躍でし

日出町に「カレー」の隠れた名店も多数あることをPR

季節に応じた味付けや旬の味覚、九州各県の郷土料理

た。

しました。

を詰め込んだ渾身作です!

保育園・幼稚園での研究会活動
保育園や幼稚園の先生にとって子ども

研究会活動の成果を保育園や幼稚園な

たちの成長を促すための大切な保育活

どで発表し、自分たちの経験や技術を

動の一つです。

向上させるとともに子どもたちの教育

●
●
●
●

毎週水曜日（前期：全14回）

● 第20回日田歴史文化講座（計６講座）

大分県内の企業経営者を招き、各業界の最新動向や

● 国際フォーラム
「地域文化の再発見大学・博物館の視点から」

現場で求められる人材、自らの企業哲学などを講演
していただきます。

■ 国際文化論
毎週火曜日（後期：全14回）
本学の教員が自らの研究、教育、人生について語り
ます。毎年主題が決まっており、2017年度は「食文

九州学
2015年から本学が提唱している「九州学」。

研究会
外国文化研究会
授業研究会“授業研”
MPS研究会“劇団smiley”
ハンドベル研究会

● 講演会「別府大学東洋史学の40年」

化と別府大学」を主題に14名の教員が講演しました。

した８つの研究会があり、学生が中心

●
●
●
●

■ トップマネジメント講話
トッ

● 大学院文学研究科創設20周年記念シンポジウム
「聖域・街道・地割日本とローマをつなぐ」
記念講演会「歴史と文学のなざまで」など

に貢献しています。

初等教育科にはそれらの活動に特化

「災害史研究の最新動向気候変動と噴火」
● 文化財セミナー

●「ロコモティブシンドローム予防教室」

となって企画・運営しています。学生は

絵本の読み聞かせや人形劇などは、

● 公開講座「食文化と別府大学」
（全14講座）

●「障がいを持つ児・者の料理教室」

初等教育科

大学主催の公開講座

【 2018年度開催実績（一部）
】

今後、九州というまとまりで世界や他地域で

盛んに行われていますが、九州学は県域とい

もアピールすることが求められています。

う現在の自治体の境界・枠を超えて九州を語

ふれあい遊び研究会“ふれ研”
子ども幼児Canぷ研究会
伝統あそび研究会
子どもの心理と福祉研究会

単位ではなく一つの集合体として見ており、

近年、九州でも各県の名を冠とする地域学は

そのような中、本学では長年にわたって、

るものであり、また、［食べる・見る・聞く・嗅

九州の歴史と文化を研究し、発信する役目を

ぐ・触る］の五感を投入した総合学でもあり

果たしてきました。

ます。
JR九州のクルーズ・トレイン“ななつ星”を
代表とするように、九州以外の方は九州を県

本年度から講義として開講し、大学のみな
らず九州各地のそれぞれの分野の第一人者を
招き、講演を行っています。

九州学シンポジウム第４弾は「別府大
学の建学の精神とは何か」（2017年
12月）
。法政大学の王敏先生をお招き
し、活発な討論が行われました。

地域連携推進センター
大 分キャラクター大賞
地域連携推進センターは、地域と大

に深め、教育、文化、歴史、生涯学習

学の協力関係を進展させるため、外部

など多方面にわたって積極的に地域貢

からの問い合わせに応じる総合窓口で

献を展開していきます。

大分県各市町村との包括交流協力協定
姫島村
（平成21年）

豊後高田市
（平成２2年）
中津市
（平成２6年）

定を締結し、地域との協力関係を築き
上げてきました。地域連携推進センター
は、自治体や企業との協力関係をさら

企業との協定

■ 地域連携推進センター
別府市北石垣82

宇佐市
（平成２7年）
九重町
（平成27年）

TEL.0977-86-6666

日田市
（平成１８年）

96

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

象徴するキャラクターデザインを募集しました。

開しています。企画展やシンポジウムを主催するなどして、そ

日出町
（平成22年）

はじめての試みでしたが、応募総数は564作品に

れぞれの分野での普及活動も積極的に行っています。

別府市
（平成１６年）

大分県
（平成26年）

及びました。受賞作品を含め一次審査通過作品

大分市
（平成22年）

は、国際言語・文化学科芸術系コースの卒業制作

臼杵市
（平成２６年）
由布市
（平成１８年）
旧挾間町
（平成１2年）

展と一緒に展示しました。

津久見市
（平成２7年）
佐伯市
（平成27年）

竹田市
（平成22年）

大分銀行、
大分銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合

貴重な考古学資料を展示している附属博物館と、香水コレク
ションなどを展示している大分香りの博物館の２施設を一般公

杵築市
（平成22年）

玖珠町
（平成27年）

（別府キャンパス1号館）

７年間実施してきた「大分ユーモアまんが大
賞」に続く公募事業として、大分県内の文化を

国東市
（平成22年）

す。
本学は、県内18の全自治体と協力協

附属施 設の 一 般公開

豊後大野市
（平成27年）
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別 府 大 学 国 際セミナー
本学の海外協定校の生徒を中心に台湾、韓国、中国、ロシアなどから参加しています。

国際交流

日本語の授業
場面別日本語会話
学外でのインタビュー
写真を使ったプレゼンテーション
生け花や茶道の専門用語学習 など

International EXCHANGE

Concept

日本文化体験
書道、華道、茶道、浴衣を体験
在学生との交流
大学、短期大学部各学科の特色に沿った内容
国際
交流

その他の活動
本学園の明星小学校との交流会
（上級クラスのみ）

本学は、
ヒューマニズムによって貫かれた
『地球は一つ』の理念を根底に、
『 教育・学術研究の国際交流』
を掲げ、積極的な国際交
流を推進しています。本学の国際交流の歴史は古く、昭和50年代にはいち早くハワイ大学と姉妹校締結を行い、2017年現在では
50校以上の海外大学と提携を結んでいます。
「 夏期国際セミナー」
をはじめ、留学生やインターンシップの受け入れ、最近では本格
的なビデオ会議システムを導入した遠隔交流講義なども実施しており、今後も学生・教職員を含めた活発な交流が期待されます。

国際交流

日本 語 教 育 研 究センター
留学生に対する日本語教育や留学生活の支援を目的に創設されたセンターで、日本での進学・就職、
母国での日本語に関わるビジネスで活躍するための日本語力をつける出発点です。
留学生日本語教育プログラム
留学生への初年次教育をはじめとして、大学
での学術活動に必要な日本語力の養成を目指
す日本語学習プログラムを提供しています。
短期留学生の受け入れ
学外研修旅行、地域交流活動

海外協定校

地元の中学生との交流会
毎回テーマを変えながら、ア
イスブレイク、グループワー
ク、プレゼンテーション、質
疑応答を通じて年齢や文化を
超えた交流を行っています。

ロシア

海外研修

イギリス
フランス
アメリカ
中国
韓国

発酵食品学科

国際経営学科

発酵食品製造が盛んな東南アジ
発酵食品製

国際感覚を養い異文化

ア、タイ王国への海外研修を行っ

を理解する目的で、毎

ています。現地の大学との交流

年、希望者を対象に海

等を通じて、タイの食文化に触

外での研修を行ってい

れ、日本食との違いや現地での

ます。2018 年はニュー
ジーランドを訪問し、

日本食の扱われ方について学び

台湾

ます。日本の食文化について改
めて考え、発酵食品等の製造に
生かすことを目標としています。
見学
地元発酵食品製造工場
バイオエタノール工場

ウボンラチャタニ大学農学部食品化学科との交流
お互いの食文化を英語でプレゼンテーション
お互いの国の発酵食品を紹介、試食
農業祭への参加
有機農法の米農場訪問・作業体験
農：精米、選別、商品のパッケージング
食：米を使ったお菓子の製造

海 外へ

別府市と姉妹提携にあるロトルア市で、市長やスタッフら
と交流を深めました。国際経営学科の学生が「別府大学が
別府市とロトルア市の提携強化の橋渡し役になりたい」と
表明するなど国際交流を意識した研修となりました。今後
も多くの国で見聞を広げられるような海外研修を行いたい
と考えています。

受け入れ

ニュージーランド

韓国
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中 国（ 香港を含む）

台湾

●

京東大学校

●

安東科学大学

●

復旦大学

●

中国文化大学

●

東明大学校

●

白石大学校

●

魯東大学

●

景文科技大学

●

佂山経商大学

●

浦項１大学

●

武漢科学技術大学中南分校

●

崇右技術学院

●

大邱カトリック大学校

●

東元大学

●

蘇州農業職業技術学院

●

中央警察大学

●

大慶大学

●

又松学園

●

中国海洋大学

●

稲江科技曁管理学院

仁済大学校

●

国立順天大学校

●

江蘇信息職業技術学院

●

明道大学

●

馬山大学

●

慶雲大学校

●

上海外国語大学賢達経済人文学院

●

崑山科技大学

●

漢拏大学

●

大邱科学大学

●

上海思博職業技術学院

●

徳林技術学院

●

西京大学校

●

東義科学大学

●

東義大学校

●

新安山工科大学

●

聖徳大学

●

永進専門大学

●

誠信女子大学校

●

漢陽女子大学校

●

威徳大学校

●

サイバー韓国外国語大学校

●

東西大学校

●

韓国外国語大学校

●

慶南情報大学

●

龍仁大学校

●

韓国伝統文化学校

●

水原大学校

●

建陽大学校

●

水原科技大学校

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

ロシア国立高等経済学院大学

受け入れ留 学 生 数
（平成29年５月１日現在）

ポール・ヴァレリー
（モンペリエ第三）大学

中国 146名
韓国 38名

野口 謙史郎 さん（左）

楊 䌢瀟さん
（中国出身）

●

●

ワイアリキ工科学院

日本

北京外国語大学
北京日本学研究センター

（福 岡 県 立 伝 習 館 高 校 出身）

ニュージーランド
●

中国

ハワイ大学

フランス

●

●

アイル
ランド

国際言語・文化学科

●

ロシア

日本

アメリカ

パリ第12大学・クレテイユ
国立教員養成所

イギリス
●

スリランカ 21名
台湾 5名

ウィンチェスター大学

タイ 1名

一回リメリック大学英語研修に参加しました。

京外国語大学北京日本学研究センターの楊䌢瀟

第 あっという間の２週間でした。授業はバリエー

北（ヨウブンショウ）です。修士論文を完成させる

ション豊富で、短期間で自分の英語力が上がっていく

ために別府大学に５か月間留学して、文学部国際言

のが手に取るようにわかりました。特に印象に残って

語・文化学科の高木伸幸先生のもとで井上靖の小説

いるのは、ディスカッションの授業です。まずリスニ

「敦煌」を研究しています。
「真理はわれらを自由にす

ング練習をして、その内容について議論します。文献

る」という別府大学の建学の精神に感心しており、こ

やネットで自分の考えを補強し発表します。有意義な

れから皆さんと一緒にわれらを自由にする真理を追求

学習時間でした。

したいと思っています。
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SUPPORT

サポート
Concept

安心して学びに専念し、
楽しいキャンパスライフを過ごせるよう、
入学から学生生活、各種研究支援、
就職やキャリア形成に至るまで、
きめ細かなバックアップをいたします。
Index

102

暮らしのサポート
学生生活
一 人 暮らしサポート（ 寮・アパート）

104

学 び のサポート
研 究・学 習 施 設
関 連 研 究 施 設・機 関

107

キャリアのサポート
就 職サポート体 制
就 職サポート（ 大 学 ）
就 職サポート（ 短 期 大 学 部 ）
学科別就職状況
教職課程
各課程
資格

116

100

学 費・奨 学 金

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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暮らしのサポート

Support of living

Student Life

Single Life

大学では自分で履修科目を決めたり、課外活動を行ったりと、自身で学生生活

学生生活

大学進学を機に一人暮らしをはじめようと思っている学生も多いはず。本学

をコントロールします。初めて親元を離れて一人暮らしをする学生も多い中、学

一人暮らしサポート

生生活全般で悩んだ時は、大学事務局をはじめ大学の各部門がサポートします。

（寮・アパート）

ではファンヴィレッヂ寮に加え、提携している下宿やアパートの情報を提供し
ます。
（問い合わせ先：学生課 0977-66-9622）

また担任制を導入していますので、学習面以外のことも担当教員に相談できます。
先輩たちの寮生活については「キャンパスライフ」P128〜129へ

学生生活や履修で困ったら、頼れる職員に相談

学生寮
● ファンヴィレッヂ寮
ファン
（平成30年２月完成）

大学事務局

場

所：別府大学テニスコート横

● 学生課

部

屋：個室

課外活動や奨学金などの学生
生 活 に お け る 相 談 窓 口 で す。

定

員：100名

設

備：エアコン、インターネット、TV配線、照明器具、キッチン、

悩んだり困ったりしたことが
あれば、いつでもご相談くだ
さい。

ユニットバス、洗面台、ロッカー、机、椅子、ベッドなど
※詳細はP126をご覧ください。

大学における学生対応の窓口です。主に右記の２部署を利用することになります。
大学にお

（大学から徒歩３分）
100室

● 教務課
科目履修などの窓口です。履
修登録での質問や課程の履修
などについて、説明やアドバ
イスを行います。

暮らしの情報

至湯布院

至鉄輪市街

● 生活に必要な施設
スーパー
マルショク

ガソリンスタンド

一人暮らしをしている多くの学生が、キャ
ンパスから JR 別府大学駅までの区間、通
称 “ 別大通り ” を中心にその周辺で生活し
ています。

ひょうたん温泉

■ コンビニエンスストア：5 軒

学生相談室

健康相談室

別府

■ 美容室：7 軒
■ 金融機関（銀行など）：4 軒
■ 病院：7 院

時は、非常勤の臨床心理士が相談に応じます。

に関する相談、有病者や体調不良者の生活指導、緊急時の応急処置等を行います。

■ 飲食店：31 軒

■ 弁当屋：3 軒

■ パン屋：1 軒

■ スーパー：1 軒

文献・史
史料（資料）の探し方、報告書・

本学の全教員は学生からの質問や相談

ありますが、担任制を導

レポートの書き方などを学習しなが

に応じるため週２コマ以上、オフィス

入しています。定期的に

ら、①「調べて」、②「まとめて」、③

アワーを設定し、特別な用事（学会出

面談の時間をもち、学習

「発表して」、④
「質問して」、⑤「議論

張や会議など）がない限り、その時間

面はもちろん、進路や生

して」、⑥「再び調べて」
、⑦「再び発表

帯は研究室に在室しています。講義に

活面などの相談・指導を学

する」という基本的な学修行為を身に

関する質問・相談や科目選択、履修登

生に行っていきます。

付けます。また、学生生活の送り方、

録などの学習面以外にも、卒業後の進

困ったこと、疑問に思うことなどにつ

路や大学生活など、どんな質問でも気

いてもフォローしています。

軽に相談してください。

● 温泉施設
九

“ 温泉地 ” で有名な別府ですが、観光施設以
外にも街中いたるところに一般の人が日常
的に利用する “ 公衆浴場 ” が点在していま
す。大学周辺のアパートや下宿で生活する
人の中には、このような公衆浴場を利用す
る人も数多くいます。アパートによっては、
入居者専用の温泉浴場を持っているところ
もあります。

郵便局

州

横

断

道

路

児童公園
桜ヶ丘
温泉

別府大学

信金

テニス
コート
正門

各学科・科で人数に違いは

別府
大学
から
徒

別府大学31号館
別府大学33号館

オフィスアワー

歩

内

基礎ゼミ

など

内
圏
5分
歩

担任制

■ コインランドリー：4 軒
■ 自動車学校：1 校

か
ら
徒

大分県別府県民
保健福祉センター

■ ドラッグストア：2 軒

教員が親身になってアドバイス

学

圏

■ 郵便局：1 軒

大

分

養護教諭が常駐している“保健室”です。学生が健康で健全な学生生活を送るために、健康
養護教諭

10

自分自身のことや友人関係で悩んでしまった
自分自身

斡旋下宿
大学関連施設
コンビニ
金融機関
医療機関
その他施設
バス停

別府大学サークルハウス
新学生寮

別府大学
短期大学部
NTT
上人小学校

温泉 ガソリンスタンド
スーパー
マルショク

● 電車での移動
JR別府大学駅から

郵便局
神社

※おおよその時間です。

約 20 分

JR大分駅

項は大学内設置の掲示板または専用ポータルサイト

川

JR別府大学駅

大学は高校と違いホームルームがないため、連絡事

九州横断道路

JR別府駅

木

ポータルサイト （HPの学生専用ページ）

信金
銀行

春

約4分

で入手します。学生全員に配信される情報や特定の

信組

JR別府駅から

学生に配信される情報など様々な伝達事項がこの

※おおよその時間です。

自動車学校

約1時間40分

ポータルサイトによって届きますので、定期的な確

至亀川

JR博多駅

別府大学駅

認が必要です。また、ポータルサイト内に個人連絡
用のメールが設定されていますので、こちらを利用
して教員や他の学生と連絡を取っていきます。ネッ
トワークの環境が整っているところであれば、自宅
や外出先からでも確認が取れます。
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TSUTAYA

約1時間10分

JR別府駅
トップページ
新規申請画面

JR小倉駅
上人ヶ浜公園

10 号
国道

約3時間30分

JR宮崎駅

至大分

別

府

湾
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学びのサポート

Support of Learning

Facilities

Facilities

本学では附属図書館をはじめ、学生の研究をサポートする研究施設がありま

研究・学習施設

す。施設内には専門的な設備や貴重な資料だけでなく、専門職員が常駐し、

別府大学では附属博物館をはじめ多くの研究施設・機関を擁しています。学

関連研究施設・機関

利用にあたって適切なアドバイスを行っています。

術研究を行う施設や機関にとどまらず、各自治体との共同研究や展示物の一
般公開、シンポジウムなどを通して研究成果を社会へと還元しています。

豊富な資料が研究をサポー
豊
富な資 料が研 究を
ト

附 属 博 物 館（ 3 3 号 館 ）
昭和29年に上代文化研究所附属の歴史

附 属 図 書 館（ 本 館 ）

博物館として発足し、当初から多くの
別府大学附属図書館は本館、ラーニング・コモンズ、大学院
図書室からなり、約30万冊、雑誌1,200タイトルを所蔵し、閉
架書庫以外は直接手にとってみることができます。利用方法
や必要な資料の探し方が分からないときは、１階カウンター
の図書館職員が適切なアドバイスを行います。また、インター
ネットサイト「OPAC」から館内の蔵書を検索することが可能
です。
開館時間

月〜金 8:30 〜 19:00・土 8:30 〜 15:00

休館日

日曜日・祝日・お盆・年末年始

●OPAC
本館の蔵書検索専用パソコンのほ
か、パソコン、携帯サイトから見る
ことができます。

考古学調査を行い、旧石器・縄文・弥生
時代の考古資料を中心に収集・展示をし
ています。集められた資料は調査報告
書としてまとめ、広く社会に公開され
ています。また、定期的に学術講演会
やシンポジウムなどを開催し、研究の
成果を社会へ還元することにも努めて

33号館は常設展や企画展のできる展示室や収蔵庫等の施設があり、博物館

います。

学芸員課程の分類整理・展示作業などの実習活動の場として利用されます。

アジア歴史文化研究所
昭和56年にアジア諸地域の人文・社会・
自然の各分野にわたる問題について調
査研究をいっそう発展させるととも
に、海外の関連研究機関との交流を深
め、あわせて別府大学の研究と教育の
発展に寄与することを目的に設立され
ました。本学の文化財研究所や大分県
内の各自治体などと共催でシンポジウ
ムを開催しています。

●新聞・軽雑誌コーナー

●積層書庫

●閲覧スペース

●ワロンルーム

全国紙やエリア紙などの様々な新聞を

各種研究機関の論文や紀要、郷土資料

１階から３階までの各フロアに設置し

ゼミや共同研究などグループ学習で利

読むことができます。また一般雑誌も

などの貴重な書籍や資料が保管されて

ています。座席は明るい日差しが差し

用することのできる個室です。

あり、最新の情報を得られます。

います。

込む東側にあります。

39号館（
（国際経営学部棟）の１階に設置されています。そのため、

歴史学・文化財学や日本語・日本

設立されました。自治体などとの共同

経済・経営・会計といった分野の書籍や雑誌を中心に排架されて

文学を中心とした文学研究科

研究や受託研究の実績は数多くあり、

います。従来の資料を提供するだけの図書スペースだけでなく、

（大学院）が研究で利用する書籍

県内外の古墳や諸遺跡の発掘、実測調

質量分析計などの最先端機器を使

平成10年度から文化財研究の成果

実相寺古墳群に含まれる鷹塚古墳の

い、科学分析や保存処理を行います

と公開の講習を兼ねた文化財セミ

査及び出土鉄器の分析研究、青銅製品
の鉛同位体比分析などを実施してきま

ています。

した。また、西日本を中心とした自治
体からの依頼で出土品などの科学分析
や保存処理も行っています。

NEW !!

自主研究として行われた大学近郊の

活動をさらに積極的に推進するために

り、自主学習やグループ学習がより行いやすいように設計され

ラ ー ニ ン グ ・コ モ ン ズ（ 1 8 号 館 ）

臼杵磨崖仏への100年のまなざし
（臼杵市共催、2015年）

平成10年に地域に根ざした教育・研究

大学院図書室

や資料を所蔵しています。

羅漢寺石仏の世界を考える
−彫刻・図像・禅宗−
（中津市共催、2015年）

文化財研究所

ラ ー ニ ン グ ・コ モ ン ズ（ 3 9 号 館 ）

学習スペース、ディスカッションスペースも広く設けられてお

風土記の時代と鷹塚古墳
（別府大学文化財研究所共催、2014年）

発掘調査

ナーを開催

メディア 教 育・研 究センター

18号館は2017年４月に建設さ
18号館は2017年４月
れ、1Fにキャンパスショップ、

教育と研究を支援するネットワークの
教育と研

2Fに大学史の展示室、3Fにアー

管理・運営と、学習を支援するために

カイブズ・センター、4Fにラー
ニング・コモンズと様々な機能
をもった建物として今後の役割

情報機器や教育装置、設備の整備を

学内は
Wi - F i
完備

行っています。

に期待されます。

18号館の４階にあり、明るい室内で

SUPPORT

ノートパソコンや

個人学習やディスカッションなどを行
うことができます。可変テーブルを
配置していますので、大人数などの
様々なニーズに応じて、机の大きさ

● パソコンやカメラなどの機器貸し
パ
やカメ

スマートフォンは

● パソコン教室・スタジオの貸出し

キャンパス内で

● 専門職員がセンター利用やICTにつ

W i - F i 接続可能

いての質問やトラブルなどに対応

や形を変えることができます。
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キャリアのサポート

Support of Career

System

Career
C
areer
areer Support
Suppo
Su
pport
rt

竹田市・大学連 携センター
別府大学文化財研究所竹田センター

宇佐教育研究センター

キャリア支援センターと各学科が密接に連携をとり、その学生に合った就職

就職サポート体制

サポートを行っていきます。なお、短期大学部に関しては特定の資格取得を
目的に構成されていますので、その科を中心とした就職サポートが行われます。

キャリア支援センター長挨拶

大

学での学びのすべてが豊かな人生につな

でも示されています。

がってほしいと教職員一同、学生の将来

県内には大企業はもちろんのこと、中小企業

について思いを馳せています。そのために、キ

でも今後伸び行く優良企業がたくさんありま

ャリア支援センターでは学生の思いを一人ひと

す。
今後、さらに企業開拓、求人開拓をすすめ、

り達成するため、「キャリア教育」と「キャリ
平成23年に豊肥地区での別府大学・同大学院の地域研究・調査活動、演

宇佐八幡を中心とする宇佐・国東地域の宗教文化の研究や、遺跡調査・発

ア支援」という大きな 2 本柱で体系的に学生の

各学科と密接に連携をとりながら学生一人ひと

習・実習の拠点として設立しました。旧双城中学校跡地を利用しており、

掘実習等の教育活動並びに県北地域の生涯学習の活動拠点として開設

サポートを行っています。

りに合ったきめ細かなキャリアサポートを進め

竹田市文化財管理センターと併用で講義室、演習室、宿泊施設などを備

しました。実習や演習の場としてだけでなく、多様な教育研修活動、スポー

え、大学や大学院のゼミ、演習、実習、調査研究に利用出来ます。

ツ、文化活動をはじめ、外国人留学生との交流の場としても利用されます。

今、地域創生や地方創生といわれていますが、 て、厳しい就職戦線を勝ち抜けるよう全力でサ
別府大学は創設以来、地域に根ざし、地域に貢

ポートしていく所存です。

献できる大学をめざしています。このことは、

日田歴史文化研究センター

研究機関

キャリア支援センター長

県内の大学では地元就職率が最も高く、企業、

下村 智

公務員などを合わせると60％を超えている数字

● 日本語教育研究センター
● 地域社会研究センター

平成29年度就職状況

● 健康・栄養教育研究センター
●就職率

● 発酵食品・加工食品地域共同研究センター

別府大学

別府大学短期大学部

●大学生が選んだ
県内人気企業ランキング

98.1％ 100％

● 幼児・児童教育研究センター

ベスト10社中

8社（20名）で内定獲得

地域に根ざした教育・研究活動を積極的に推進するために、平成10年
に設置されました。日田市は先史・古代遺跡、豆田の集落・町並み、咸
宜園など多くの史跡や文化財を擁しており、別府大学・同大学院の地域
研究・調査活動推進、演習、実習授業の拠点となっています。

大分香りの博物館

● 地域連携推進センター

● 合 格 ・ 内 定 獲 得 （大学・短大の合計、一部既卒も含む）

小・中・高教員

幼稚園・保育教諭・保育士

公務員

（㈱プランニング大分調べ）

金融・保険等
●県内就職率

23名 156名 34名 30名

別府大学

別府大学短期大学部

65.1％ 90.2％

その他、優良企業・資格職 多数
香りにまつわる国内外の約3,700品が展示されてお
り、国内では類をみない希少な博物館です。アロマ
体験やオリジナルの香水づくりを楽しめる体験型の

個別指導

博物館でもあり、近年は全国各地から多くの方が訪
れ、別府の観光スポットとしても注目されています。
また、発酵食品学科の食品香料コースでは、主に香
料の実習施設として利用するほか、学芸員養成のた
めの見学や実習の実践的な場としても提供されてい
ます。毎年開催される公開講座や、特別企画展の

求人や説明会などの情報提供

● キャリアカウンセリング

本学学生に向けた求人や合同企業説明会

● 履歴書・エントリーシート添削

や学内説明会などの情報を提供していま

● 面接対策（個人、集団）

す。センター内にある求人票やセンター
前の掲示板は要チェックポイント。

サポート内容

開催などを通して、香りの文化振興及び情報発信基
地としての役割も果たしています。
特別企画展

●「日中韓を中心とした香りの文化交流」
（2015年）
●「巨匠たちの紡いだ香り

キャリア支援セミナーなどの開催

就活ハンドブックの配布

●「日本の香り展」
（2012年）

就職活動をサポートするセミナーや対策

就職活動に必要な情報が詰まったハンド

●「ロココ時代の香りを辿る」〜マリー・アントワネッ

講座などを行います。詳細はP108をご覧

ブックを例年、就職オリエンテーション

ください。

で配布しています。

〜 ディナンおよびゲラン 〜 」
（2013年）

トの香水の再現＆ぴえすの香階音楽への誘い〜
●「国東半島宇佐地域世界農業遺産と香り（
」2016年）
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就職に関する情報提供
● 公務員採用試験に関する資料
（実施要項など）
● 教員採用試験に関する資料
（受験案内など）
● 民間企業に関する資料
（「受験報告書」
「個別企業データ」など）

キャリア支援ニュースの発行

就職支援システム

合同企業説明会や学内セミナーなどの最新情報

キャリア支援センターに届く最新の求人

を掲載しています。大学ホームページの在学生

情報を、大学ホームページから閲覧でき

● 大学院などの進学に関する資料
（募集要項など）

ポータルの Infomation で見ることもできます。

ます。

● 各種採用試験の受験参考書・問題集
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Finding Employment

大学のカリキュラムである「キャリア教育」と就職を担当するキャリア支援

就職サポート

センターが実施する「キャリア支援」の2本柱が大きなサポートになります。

（大学）

入学時から進路のことを意識し、段階的に知識や技術を身につけていく
ことで、希望する就職へと近づいていきます。

1 年次・前期

1 年次・後期

自己分析などを通じて自己の適性を把握するとともに、多種多様な社会人
と接することで、社会観を身につける

2 年次・前期

2 年次・後期

3 年次・前期

業界・企業研究を開始し、履歴書やエントリーシートの書き方、面接の
受け方などを学び、採用試験に必要なスキルを身につける

キャリア
教育

キャリア教育 Ⅰ

3 年次・後期

各種就活セミナー・インターンシップなどを通して社会人として必要なコミ
ュニケーション能力やマナーなどの社会人に必要な基礎能力を身につける

キャリア教育 Ⅱ

就職活動の流れや取り組み方に加え、面接の
受け方、履歴書やエントリーシートの書き方
など実践的なテクニックを学びます。

○第 1 回就職オリエンテーション
6月

○公務員試験受験対策講座Ⅰ期
10 月〜 11 月

キャリア支援

○公務員試験受験対策講座Ⅰ期
10 月〜 11 月

○進路懇談会

10 月

○公務員試験受験対策講座Ⅱ期
2月

○公務員試験受験対策講座Ⅱ期
2月

○ SPI 問題対策講座 11 月

○一般常識問題対策講座

○身だしなみ講座（リクルートスー
ツ着こなし編） 12 月
○時事問題対策講座

1月

○就活準備フェア
（業界＆仕事研究）
2月

就職オリエンテーション
３年次から３回行われる就職活動のオリエンテー
ションです。就職活動を行うにあたって必要な情
報を提供していきますので必ず参加してください。

○就職試験対策講座

○エントリーシート対 策（書き方、
着眼点）講座 4 月

○第 1 回就職相談会 11 月

○第 1 回身だしなみ講座（メイクア
ップ編） 4 月

□進路決定届の提出

○第 2 回就職相談会 1 月

○第 3 回就職オリエンテーション
4月
○第 2 回身だしなみ講座（リクルー
トスーツ着こなし編） 5 月
○直前セミナー（エントリーシート
の書き方と面接対策） 7 月

2月

○公務員試験受験対策講座Ⅱ期
2月

民間企業
採用試験の流れ

自己分析・業界・企業研究
インターンシップ
合同企業説明会・会社説明会

民間企業の採用スケジュール

エントリーシート・履歴書提出

従来の就職活動に比べ、採用情報の公開（３月）から選考開始（６月）までの期間が短縮され、志望企業の選択や
エントリーシート作成などに費やす時間が少なくなります。採用情報が公開される 3 月までに自己分析や企業研究を
重ね、3 月からの会社説明会への参加やエントリーに集中できる状態をつくりましょう。

選考（筆記試験・面接）
内定・内々定

※採用試験のスケジュールは経団連の方針や企業ごとに異なります。事前に確認してください。

公務員
採用試験の流れ

自己分析・採用試験対策
採用試験申込

公務員の採用傾向
自治体や職種によって異なるものの、学科試験、人物試験（面接）、論文などが課されます。早期からの学科試験対策は
もちろん、近年、人物重視の採用に重点を置く傾向も高いので、面接や集団討論の対策にも重点を置く必要があります。

就 活 準 備 フ ェ ア（ 業 界 ＆ 仕 事 研 究 ）
就職活動の事前準備を目的に、県内
就職活動
外から企業の担当者様を本学体育館
に招き、業界や仕事内容などを説明

〈参加企業〉 大分銀行、大分バス、大分トヨタ自動
車、大分県警察、大分県農業協同組合、デンザイ東亜、
大分みらい信用金庫、クロレラ本社、三信産業、ジョ
イフル、杉乃井ホテル & リゾート、トキハ、
別大興産、
マルミヤストアなど（一部抜粋、順不同）

合同企業説明会バスツアー

採用試験
合格

※採用試験のスケジュールは自治体や職種によって異なります。事前に確認してください。

身だしなみ講座
（リクルートスーツ着こなし編）
（メイクアップ編）

公務員試験受験対策講座

福岡で開催される合同企業説明会に本学からバ
福岡で開

就職活動を機にリクルートスーツ
就職活動

スをチャーターして参加します。昨年度は３回

を身につけることが多くなり、き

次生を対象に行っています。

実施しました。また、地元大分での開催にも２

ちんとした着こなしは採用試験の

Ⅰ期（10月〜11月・44コマ）と

回参加しました。

毎年、公務員志望の１〜３年

ための基本です。本学では外部講

Ⅱ期（２月・21コマ）の年２

展しているので、自分の興味がある

師を招き、スーツ選びのポイント、

回開講され、教養分野を中心

企業を選び、自由に質問ができる形

着用時の注意点などに加え、ビジ

とした講座を行っています。

式となっています。学生にとって一

ネスマナーも指導して頂きます。

警察官・消防士などの公安職

堂に多種多様な企業の担当者様と接

また女子学生を対象に面接試験の

や、教養分野の比重が大きい

することができる貴重な機会で、昨

ためのメイクアップのセミナーも

市町村職員、国立大学法人職

年は60社にご参加頂きました。

行っています。

員などの合格を目指します。

していただきます。ブースごとに出
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10 月

○身だしなみ講座（メイクアップ編）
12 月

2月

社会人としての基礎能力であるコミュニケーション
能力やプレゼンテーションを演習形式で学びます。

○第 2 回就職オリエンテーション
10 月

○公務員試験受験対策講座Ⅰ期
10 月〜 11 月

○就職試験対策講座

実際に企業などで 5 日間または 10 日間の
就労体験をします。

総合ゼミ Ⅱ

□進路登録カードの提出 4 月

4 年次・後期

3 年間の積み重ねてきた経験をもとに、希望する進路を決め、全力で取り
組んでいく

インターンシップ Ⅰ・Ⅱ
総合ゼミ Ⅰ

一般企業、公務員などの業種から県内で活躍してい
る方を講師として招き、実際の仕事内容などを学ぶ
ほか、キャリアデザインの基礎を身につけます。

4 年次・前期

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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Finding Employment

Finding Employment

短期大学部では2年間で資格の取得に加え、就職や進学などの進路を決定

就職サポート

しなければなりません。入学時より卒業後の進路について、科の就職担当と

学科別就職状況

（短期大学部）

クラス担任が中心となり指導を行います。多くの学生が取得した資格をいか

［平成29年度実績］

大学・短期大学部ともに、各学科で学んだことを生かせる職種を中心に幅広
い業種へ就職しています。
※2018年5月1日現在

して、地元である大分で就職し活躍をしています。
大

食物栄養科
1 年次・前期

1 年次・後期

調理と幅広い栄養についての知識を身につける

2 年次・前期

2 年次・後期

多様な実習を経験し、本格的な調理が出来る栄養士を目指す

学
文学部

国際言語・文化学科

各コースで培った個性を発揮し
教員だけではなく様々な企業へ
［就職先の一例］

栄養士
免許証取得

栄養士免許に関する科目を履修
病院実習（８月）

採用試験（筆記試験、面接試験など）
栄養士

就職ガイダンス（１月）

基礎演習

進路指導Ⅰ

就職ガイダンス（４月）
食物栄養科学部 3 年次編入 ※
（→卒業後、管理栄養士受験資格取得）

進路指導Ⅱ

栄養士免許取得に向けてのクラス単位でのきめ細かな指導に加え、就職活動で必要な履歴書の書き方、面接、一般教養試験対策など
を「進路指導Ⅰ ･ Ⅱ」で学びます。また多くの卒業生が栄養士として大分県内の保育園、給食受託会社、病院などに勤めており、様々
な場で生きた声やアドバイスを受けられるなど、卒業生とのつながりも強みの一つです。

※注意事項：取得できる免許・資格は、２年間の在籍では取得できない場合があります。特に栄養士あるいは管理栄養士養成施設以外の施設
（大学、
短期大学、専修学校）を経て編入学を希望する方は、
あらかじめ本学入試広報課（℡ 0977-66-9666）へお問い合わせください。

大分国際情報高等学校／別府溝部学園高等学
校／大分県立大分支援学校（講師）／大分大学
教育学部附属属小・中学校（非常勤）／大分市
立王子中学校（臨時）／沖縄県うるま市教育委
員会
（臨時）
／大分県警／警視庁／宇佐市職員
（臨時）／国東市職員（臨時）／㈱TOPHOME／
㈱エイジェック／ディップ㈱／㈱韓進イン
ターナショナルジャパン／㈱トキハインダス
トリー／㈱豊和銀行／クボタPHOTO㈱／㈱
亀の井別荘／㈱別府観光産業／（福）みのり村
／ANAテレマート㈱

生活関連サービス業・
娯楽業 2％

1 年次・前期

1 年次・後期

教育・保育現場を想定した専門科目を学び、実習に備える

2 年次・前期

2 年次・後期

実習を通して実践力を養い、資格の取得と進路を決定させる

小学校教諭（二種）
免許状取得

小学校教諭免許に関する科目を履修
小学校教諭︵二種︶

幼稚園観察実習（９月）

教育実習（10 月）

介護等体験実習（11 月・３月）

小学校教員採用試験
就職ガイダンス（２月）

基礎演習

進路指導Ⅰ

就職ガイダンス（４月）

進路指導Ⅱ

専攻科初等教育
専攻に進学
就職ガイダンス（９月）
（ → 卒 業 後、 小
学校教諭（一種）
免許状取得）

1 次試験（教養試験）対策として「進路指導Ⅰ ･ Ⅱ」やキャリア支援センターが行っている「教員採用試験対策講座」があります。2
次試験（実技試験〔音楽、体育、英語〕
、模擬授業）や 3 次試験（集団面接・討論、個人面接）を受験する学生は専攻科（初等教育専
攻）が実施する採用試験対策講座で指導を行います。※試験内容は平成29年度大分県の場合
幼稚園教諭（二種）
免許状取得

幼稚園教諭免許に関する科目を履修
幼稚園観察実習（９月）

保育所実習（２月）

金融業・保険業

専攻科初等教育
専攻に進学
（ → 卒 業 後、 幼
幼稚園教諭採用試験 稚園教諭（一種）
免許状取得）

幼稚園教諭︵二種︶
・保育士

保育士資格
取得

保育士資格に関する科目を履修
保育所実習（２月）

保育所実習（8・9 月） 幼稚園実習（10 月）
施設実習（8 月）

私立保育園採用試験

基礎演習

進路指導Ⅰ

就職ガイダンス（４月）

就職ガイダンス（９月）

進路指導Ⅱ

「基礎演習」や「進路指導Ⅰ ･ Ⅱ」
、就職ガイダンスを通して就職への心構えから履歴書、面接、一般教養試験の対策までを入学時か
ら学びます。県内の幼稚園や保育園から毎年多くの求人が寄せられ、学生は希望にあった就職先を受けていきます。公立の幼稚園教
員採用試験や保育士採用試験では、その試験に応じて担当教員が指導を行います。
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公務員 6％

製造業

4％
6％

9％

情報通信業
6％
運輸業・郵便業
2％

宿泊業・飲食
サービス業 3%

病院や介護施設など
医療・福祉の現場で活躍
不動産業・
物品賃貸業
10%

（特養）創生の里／（福）大分県社会福祉事業団
／
（福）シンフォニー／
（福）みずほ厚生セン
ター／メディケアおおつか／大分リハビリ
テーション病院／大分県済生会日田病院／中
村病院／大分県警／大分市職員／㈱上組／新
日鐵住金㈱／㈱サカイ引越センター／日産プ
リンス大分販売㈱／㈱アーバンリサーチ／㈱
ナフコ／㈱マルゼン／㈱トヨタレンタリース
博多／㈲アイユーホーム／日本マクドナルド
㈱

運輸業・郵便業
7%
製造業
7%

食物栄養科学部

公務員
14%

食物栄養学科

製造業

2%

卸売業・
小売業
5%

宮崎県職員／㈱ドラッグストアモリ／仁医会
公務員
病院／大久保病院／
（社福）大分県福祉会／
2%
（福）偕生会／高齢者総合福祉施設暘谷苑／
エームサービスジャパン㈱／㈱LEOC／日清
医療食品㈱／富士産業㈱／㈻別府大学／キッ
ドワールドこども園／ウェルネスダイニング
㈱／大分県私学振興青少年課
（嘱託）
／㈱鳥繁
産業／㈱ローソン／山荘無量塔／㈱ミュゼプ
ラチナム／㈱ABC Cooking Studio

大分国際情報高等学校／川崎町立池尻中学校
（臨時講師）／御船町役場（非常勤）／陸上自衛
隊／佐賀市教育委員会文化振興課／宮崎県立
西都原考古博物館（嘱託）／宮崎市生目の杜遊
古館
（嘱託）
／小林市立図書館
（臨時）
／㈱サン
ホーム／㈱クロレラ本社／宮崎ケーブルテレ
ビ㈱／九州西濃運輸㈱／㈱トキハ／㈱大分銀
行／㈱九州文化財総合研究所／㈱ジョイフル
／ハウステンボス㈱／（社福）大分県福祉会／
JAおおいた／㈱リクルートスタッフィング

宿泊業・飲食
サービス業 9%

学術研究・専門・
サービス業
3%
技術サービス業 3%

酒造や醤油製造などの
食品メーカーに就職

運輸業・郵便業
3%

卸売業・小売業
28%

マネジメントセンスを
生かし公務員や
様々な企業に就職

日出町職員／大分県警／佐伯市職員
（消防
士）／㈻別府大学明豊中学・高等学校
（非常
勤講師）／㈱熊野建設／㈱平和マネキン／㈱
MAPPA／大分交通㈱／生活協同組合コープ
おおいた／トヨタカローラ大分㈱／㈱トキハ
／㈱大分銀行／㈱豊和銀行／大分信用金庫／
㈱豊後企画集団／㈱ジェイテック／㈻別府
大学／JAおおいた／JAべっぷ日出／㈱オー
ティス

3%
3%

情報通信業
5%

金融業・保険業
5%

国際経営学科

［就職先の一例］

3%

製造業
10%

学術研究・専門・技術
サービス業 7%

国際経営学部

食物栄養科学部

生活関連サービス業・娯楽業3%
宿泊業・飲食
教育・学習支援業2%
サービス業 6%

管理栄養士・栄養士の
資格を生かし
自治体や病院、企業で活躍

医療・福祉
5%

3%
サービス業

公務員
教員 3%
5% 学芸員 司書
5%
建設業

公務員
11%

複合サービス事業
14%
医療・福祉
35%

卸売業・小売業
24%

複合サービス事業
生活関連サービス業・
娯楽業 3%

［就職先の一例］

人間関係学科

教員
3%
建設業
5%
製造業 3%

教育・学習支援業
5%

情報通信業

3%

不動産業・物品賃貸業
8%
卸売業・小売業
25%

金融業・保険業
17%

発酵食品学科
生活関連サービス業・
娯楽業 3％

学術研究・専門・
技術サービス業 3%

金融業・保険業

3%

宿泊業・飲食
サービス業
7％

［就職先の一例］
クラウン・フーズ㈱／ぶんご銘醸㈱／フン
ドーキン醤油㈱／㈱ざびえる本舗／㈱三協デ
リカ／㈱三宅本店／㈱山忠／九星飲料工業㈱
／中国醸造㈱／㈲亀の甲／臼杵市職員／ア
ミューズ㈱／コスモス薬品㈱／西日本フード
㈱／㈱かば田食品／㈱武田メガネ／㈱デンザ
イ東亜／長崎県南農業共済組合／㈱東洋環境
分析センター／ロイヤルホールディングス㈱
／㈱晃暉

栄養士・管理栄養士
80%

製造業
47%

卸売業・小売業
30%

公務員
4%
農業・林業

3%

短期大学部
食物栄養科

初等教育科

栄養士の資格を生かして
保育園・病院・給食受託会社
などに就職

小学校・幼稚園・保育園
への就職が約90%

保育士採用試験
就職ガイダンス（２月）

4％

史学・文化財学科

教育実習（10 月）

私立幼稚園採用試験

幼稚園観察実習（９月）

教員

15％

建設業
卸売業・小売業
29％

文化財関係専門職は
九州・全国でも
トップクラスの採用実績

2％

司書

文学部

［就職先の一例］

サービス業

宿泊業・飲食
医療・福祉
サービス業 4％
9％
学術研究・専門・技術
サービス業 2％

［就職先の一例］

初等教育科

文学部

企業・団体等
25％

保育園
23％

［就職先の一例］
アソカ保育園／さくらんぼ保育園／すみれ保
育園／鶴崎保育園／和光保育園／おおのルン
ビニこども園／大在こども園／五反田病院／
聖陵岩里病院／（特養）楼蘭／（福）偕生会／栄
食メディックス㈱／㈱ニチダン／日清医療食
品㈱／大分県職員（嘱託）／日本郵便㈱／吉伴
㈱／㈱サマンサタバサジャパンリミテッド／
大分みらい信用金庫／JAおおいた

公務員

2％

こども園
12％

給食受託会社
21％
施設
13％

病院
4％

小学校

企業・
施設 団体等
5% 5%

［就職先の一例］
中津市立豊田小学校
（臨時）／佐伯市職員
（保
育士・幼稚園教諭）／大阪市職員
（幼稚園教
諭）／豊後高田市職員
（幼稚園教諭）／別府市
立幼稚園
（臨時）
／のだ山幼稚園／別府大学附
属幼稚園／明星幼稚園／よいこの森こども園
／大在こども園／緑が丘こども園／大分市職
員
（保育士）／アソカ保育園／もみの木保育園
／城東保育園／南春日保育所／（福）別府発達
医療センター／別府光の園／㈱豊和銀行／㈱
オーシートラベル

1%

公立保育園・
幼稚園 1%
公立幼稚園

3%

幼稚園
13%

保育園
40%

こども園
30%

公立保育園
2%
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Teacher's Training Course
所定の単位を修得すると、各学科認定教科の教員免許状を取得できます。そのうえで
教師となるためには、公立学校であれば各自治体が行う採用試験、私立学校であれば
その学校が行う採用試験に合格しなければなりません。別府大学では教職課程の教員
と各学科の教員が連携して、学生のサポートを行うほか、教員を希望する学生有志の
集まりである「模擬授業の会」で、お互いに切磋琢磨し、夢を現実にしようとしています。

教職課程

教 員として 活 躍 する先 輩 からの メッセージ
年目を迎えていますが、私は第６期の
副代表を務めていました。教員を目指

取得できる教員免許状

す３〜４年生の学生が多いときで20名
ほど 参加し、学習指 導 案の 作成や模

大学

擬授業の実施、意見交換会などを行い
中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

免許状種別
国語
国際言語・
文化学科
文学部

社会

理科

●

史学・
文化財学科

美術

英語

国語

●

●

●

地理
歴史

公民

国際経営
学部

美術

商業

英語

●

●

●

栄養教諭
一種免許状

●

た学生同士が、お互い励まし合いなが
ら取り組んだ経験は、現在の実務にも
役立っています。
卒業後、２年間の講師を経て、教員

●
豊後高田市立田染中学校 教諭

●

●

●

えています。クラス担任となり、実際に
生徒たちと向き合うようになってからは
大変なこともありますが、私が指導し

●

「模擬授業の会」で得たもの

国際
経営学科

●

●

●

●

（2019年３月大学卒業生）

家庭科

ようになると、うれしくなりますね。

策講座 」では、教職 教養から専門試

たいという夢を持ちはじめたの

験に至るまで、過去の問題解説や模擬

後 輩たちへアドバイスを言わせてい

ですが、中学生の頃に出会った国語の

試験など教職課程の先生が中心となっ

ただくと、あこがれの教壇に立つまで

先 生の授業がとても楽しく、私もこの

て、一次試 験に関する指 導をしてくだ

は厳しい道のりの連続ですが、あきら

先生のように生徒に寄り添える先生に

さいます。

めずに夢を持ち続 けること。 そして、

なりたいという思いが強まりました。

特徴的なのが「模擬授業の会」で、

何事にも誠実に取り組んでいくことが、

大学では日本 語・日本 文学コースを

これは学生が自主的に立ち上げ、運営

きっと結果に結びついてくると思いま

選択したのですが、自分の好きな作品

しているもの。既にスタートしてから10

す。頑張ってください！

や興味のある作品を深く読み進めるほ

（参照）短期大学部
中学校教諭
二種免許状

たことで生徒に変化や成長が見られる

学生の頃から学校の先生になり

小

国際言語・文化学科｜大分県立大分支援学校（講師）、学校法人渡邊学園大分国際情報高等学校、宮崎県立
本庄高等学校
（書道/非常勤講師）
、大分大学教育学部附属属小・中学校
（書道/非常勤講師）、中津市立緑丘中
学校（臨時講師）、大分市立王子中学校（臨時講師）、学校法人溝部学園別府溝部学園高等学校
史学・文化財学科｜川崎町立池尻中学校（臨時講師）、学校法人渡邊学園大分国際情報高等学校、鹿児島市
立鴨池中学校
（臨時講師）
国際経営学科｜学校法人別府大学明豊中学・高等学校（非常勤講師）

教員就職状況

食物栄養科

の田染中学校で２年目の教員生活を迎

文学部 国語言語・文化学科
日本語・日本文学コース
（平成24年度卒業）
大分県立別府鶴見丘高校出身

●

発酵
食品学科

採用試験に合格し、現在は豊後高田市

安部 詩織さん

●

食物
栄養学科

免許状種別

ます。先 生になりたいという夢を持っ

司書教諭

●

●

人間関係
学科

食物栄養科
学部

理科

か、方言や文学史、古典など日本文学
栄養教諭
二種免許状

●

小学校教諭
二種免許状

小学校教諭
一種免許状

幼稚園教諭
二種免許状

幼稚園教諭
一種免許状

に関する全体の学習ができたことはよ

司書教諭

かったです。

●
●

初等教育専攻

●

●

科/科目の授業実践力の向上を目指し模擬授業を年間50回以上行っていま
す。模擬授業の実施に向け、日程を組んだり履修者同士で学習指
同じ夢をもつ学生同士が切磋琢磨しています。この会から近年

員採用試験に向けたプログラムが準備

●

教職課程を履修する学生が主体となって企画・運営をしている会で、各教

導案を作成したり、授業後に意見交換を行ったりするなどして、

別 府大 学 では、 難 関といわれる教

●

初等教育科

模擬授業の会
とは

では教員採用試験合格者が輩出されるようになってきました。

されています。「採用選考試 験受験 対

※短期大学部の教員就職状況（2017年３月卒業生）はP89（初等教育科）を参照

教 員 免 許 取 得 と 教 員 採 用 の 流 れ（ 大 学 の 場 合 ）
1 年次後期

教職課程履修
説明会

2年 次 前 期

［

教職に関する
科目
履修開始

2年 次 後 期

］

※短期大学部の場合はP110を参照

3年次前期

［

介護等
体験実習指導
受講

3年次後期

介護等体験実習
社会福祉施設
５日間

］ （

4年次前期

介護等体験実習
特別支援学校
２日間

） （

4年次後期

教育実習

）

（例年、５〜10月の間で、高等学校10日間以上／中学校15日間以上）

教育職員
免許状の取得
（卒業時）

教員採用試験の流れ（大分県の場合）
募集要項掲示
（４月）

SUPPORT

教員採用選考試験受験対策講座
教員

本学の教員らが過
本学の教員らが過去問題を中心に教職教養
・専門科目について分か
りやすく解説し、採用試験受験に向けて実践的な講義を行います。

SUPPORT

介護等体験実習
介護

小、中学校教諭普
中学校教諭普通免許状取得希望者は社会福祉施設・特別支援学校などで体
験実習を行わなければなりません。介護の意義や心得などを事前に指導します。

１次試験
（７月）

SUPPORT

２次試験
（８月）

３次試験
（９月）

合格発表
（10 月）

教育実習
教育

中学校や高等学校
中学校や高等学校などに行き、
授業や学級・ホームルーム活動、課外活動などの教育活動を実
習します。事前指導や実習後の事後指導をしっかりと行うことで、実習を意味あるものとします。

※
〈教職課程について〉教育職員免許法の改正に伴い、教職課程（小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の各免許状）については、現在、文部科学省へ認可申請中です。
このことにより、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。
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Courses

Qualification
別府大学では教職課程に加えて、5つの課程があります。各資格に関連する科目を履
修することで、それぞれの資格を取得できます。

各課程
学芸員

資

就職を優位にする資格取得。また保育士や栄養士などは資格がなければ就けない職
業です。本学では学科や科が中心となって資格取得をサポートしていきます。

格

※資格名の右に記載している学科・科で、それぞれの資格を取得できます。

ピックアップ資格

司書

履修によって資格取得
人間関係学科

○勤務場所

○勤務場所

美術館、博物館、資料館など

公立図書館、学校図書館、大学図書館など

○主な仕事内容

○主な仕事内容

博物館等の専門職員として、施設内に保管する資料などの収集、

図書館に置かれる専門職として、図書館資料の選択、発注及び受

研究、整理分類・保管、展示などを行います。

け入れから、分類、目録作成、貸出業務、読書案内などを行います。

別大だから出来るサポート！
学内の附属博物館や大分香りの博物館な
どで、日常に博物館で働いている学芸員
から実習を受けることが出来ます。

公認心理師

別大だから出来るサポート！
毎年、夏期に開講される司書・司書補講習。
多くの司書と司書補を送り出してきた経
験豊富な教員がサポートします。

認定心理士

主な勤務先：病院、福祉施設、学校

国民の心の健康増進を目的とした「公認心理

｢公益社団法人日本心理学会｣ 認定の心理学

ニュー（献立）の作成を行います。また、調

師法」が2017年に施行され、2018年に日本

の基礎資格。大学で心理学の標準的な基礎

理方法の改善等、栄養面から健康な食生活の

で初めての心理職の国家資格である「公認心

知識と基礎技術を修得したことを認定します。

アドバイスも行っていきます。

栄養学に基づき、栄養バランスの取れたメ

理師」が誕生します。主な業務として心理に
関する支援を要する人やその関係者の相談に
応じて、助言や指導、援助などを行います。
本学では、2018年度入学生から公認心理師

文化財専門職に
合格した人数
（平成29年度）

レクリエーション
イ ン スト ラ ク タ ー

初等教育科

初等教育科

保育士

主な勤務先：保育園、幼稚園、小中学校

主な勤務先：保育所

手遊び、集団ゲーム、スポーツ、健康体操な

乳幼児の保育と保護者に対して保育に関する

どを行うにあたり、コミュニケーション促進や

指導を行います。近年では男性の保育士も増

協調性などのアクティビティの特長を理解し、

加しており、今後の活躍が期待されます。

プログラムを組み立て指導していきます。

司書教諭
受験資格取得

○勤務場所

特定の科目を履修することで受験資格を得ることができます

小学校・中学校などの学校図書館

人間関係学科

社会福祉士

○主な仕事内容

文 書 館 専 門 職 員（ ア ー キ ビ ス ト ）

食物栄養科

主な勤務先：私設のカウセリングルーム、
児童相談所

※学部で科目を履修・卒業後、大学院で科目を履修・修了も
しくは一定期間の実務経験が必要です。

6名

食物栄養学科

栄養士

主な勤務先：病院、学校、司法、警察、
福祉施設

を取得する科目をスタートします。

伝統の学芸員課程
九州で最も歴史がある別府大学の学芸員
課程。400名の卒業生が博物館や自治体
の文化財担当者として活躍しています。

科目を履修すると資格を得ることができます

人間関係学科

人間関係学科

精神保健福祉士

国際経営学科

税理士

学校図書館（図書室など）に置かれる教員のことで、図書の選択、

主な勤務先：高齢者福祉施設、障害者福祉施設

主な勤務先：精神科医院、保健所、保健福祉センター

主な勤務先：税理士事務所、会計事務所

○勤務場所

購入、運営、読書相談、読書指導などに携わります。

さまざまな理由から日常生活が困難な人たち

精神障害のある人に対して助言や指導、援助

法人企業や個人経営者の税務処理を行う税

国、都道府県、市町村の公文書館

※司書教諭の資格取得のためには、教諭（小学校、中学校、高等学校、特別支援
学校）の免許状を有していることが必要です。

に対して助言や指導、援助などを行い、生活

などを行い、社会参加や社会復帰へのサポー

務・会計の専門職です。税務署提出書類の作

向上へのサポートを行います。資格取得には

トを行います。資格取得には国家試験に合格

成や税金の相談に対するアドバイスなどを行

国家試験に合格することが必要です。

し、登録することが必要です。

います。法律学又は経済学に属する科目を1

○主な仕事内容
古文書、公文書から音声映像、電子記録にいたるまで、文化遺産
になる記録資料を保存公開する公文書館において、記録資料の移

日本語教員

管収集、整理、保存、提供、調査研究に携わります。

税理士試験の合格で資格が取得できます。

人間関係学科４年
人間関係学科４年生を対象に、社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験合格を目指す学生に開
講をしています。専門学校の講師が、過去問題などを中心に分かりやすく解説します。

○勤務場所
別大だから出来るサポート！
貴重な文献や専門機器が設備さ
れている学内のアーカイブズ・
センターで実習を行います。

科目以上履修した者に受験資格が与えられ、

SUPPORT 社会福祉士
・精神保健福祉士国家試験受験対策講座
社

国内の日本語学校や大学の日本語教育センター、国際交流関係の
食物栄養学科

団体、海外の日本語学校など

管理栄養士

○主な仕事内容
日本語を母国語としない人々に対して、日本語を教えます。
また、日本文化について教えることも役割の一つです。

主な勤務先：病院、福祉施設、学校

フード
スペシャリスト

食物栄養学科
食物栄養科

フード
サ イ エ ン テ ィ スト

発酵食品学科

栄養指導の企画や傷病者の療養に必要な栄

主な勤務先：食品メーカー、食品流通業、
食品小売業、飲食業

主な勤務先：食品メーカー、検査センター、
研究所

養の指導、大規模給食施設における管理業

「食」に関する総合的･体系的な知識・技術を

食品に関する科学的な知識をベースに、食品

務や労務管理を行います。資格取得には栄養

身につけ、豊かで安全かつバランスのとれた

関連の技術者として働くスペシャリストに与え

士の資格を取得したうえで、管理栄養士国家

「食」の提案力を持つ専門家。指定科目の履

られる称号です。資格を取得するためには、

修後に日本フードスペシャリスト協会が実施す

指定された科目を履修し、食品科学技術認定

る資格認定試験に合格する必要があります。

証書を取得する必要があります。

試験に合格する必要があります。
SUPPORT 管理
管理栄養士国家試験受験対策講座

資格を取得できる学科

文学部

国際経営学部
食物栄養科学部
短期大学部
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学芸員

司書

司書教諭

国際言語・文化学科

●

●

●

史学・文化財学科

●

●

●

人間関係学科

●

●

国際経営学科

●

●

食物栄養学科

●

発酵食品学科
食物栄養科

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

●

●
●

●
●

文書館専門職員

日本語教員

食物栄養学科４年
食物栄養学科４年生を対象に開講。
管理栄
養士免許を持つ外部講師が、模擬問題を中
心に分かりやすく解説します。

●
●

任用資格取得

科目を履修すると任用資格を取得することができます。任用資格とは当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格です
人間関係学科

社会福祉主事

初等教育科

食物栄養学科

食品衛生監視員

発酵食品学科

食物栄養学科

食品衛生管理者

発酵食品学科

主な勤務先：都道府県、市町村の福祉事務所

主な勤務先：港湾・空港の検疫所、保健所

主な勤務先：食品メーカー

各種行政機関で保護・援助を必要とする人のた

食品生産者や製造業者、販売業者への検査

食品の製造や加工を行う施設で、衛生管理を行

めに相談・指導・援助の業務を行います。

や指導、また食中毒が発生した場合は調査や

う責任者。食品衛生法上の違反や従業員の衛

※任命されることで資格が有効

行政処分などの対応を行います。

生管理が出来ているかなどをチェックします。

※任命されることで資格が有効

※衛生管理の職に就くことで有効
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School Expenses

学

Scholarship
大学進学においては、受験から卒業まで入学検定料や学費など様々な費用がかかります。
本学では保護者の経済的な負担を軽減するために授業料の分納制度を設けております。

費

入学検定料
料・学
学費

（ 単 位：円 ）

入学について明確な意志を持つ者のうち、学業が優秀だが経済的理由で修学困難な者
に対し、入学金や授業料を減免する奨学生制度を設けています。減免には、入学金全額
免除、授業料全額免除、及び授業料半額免除があります。
「学業が優秀」とは、高校の評
定平均値3.5以上が一つの目安です。
「経済的理由」
は、
関係書類を精査して判断します。

奨学金
別府大学

奨学生を希望する者は指定校推薦、推薦1期、A日程、B日程及びセンター試験利用１期試験のいずれかを受験しなければなりません。

検定料（大学・短期大学部ともに）
入学試験検定料

30,000

センター利用入試検定料

15,000

減

免

区

入学金全額免除
授業料全額免除

学部別

納入金内容

入

学

期
分

＊委託徴収金（初年度のみ）…同窓会入会金20,000円、後援会費10,000円

科別

納入金内容

入

学

金
①
授
業
料
施 設 設 備 費
教 育 研 究 料
＊
委 託 徴 収 金
小
計
②
授
業
料
小
計
③
学 費 計 ② ＋ ③
初年次計①＋②＋③

後期分

後期分

食物栄養科学部
200,000
420,000
130,000
120,000
30,000
700,000
420,000
420,000
1,120,000
1,320,000

前 期 分

前

金
①
授
業
料
施 設 設 備 費
教 育 研 究 料
＊
委 託 徴 収 金
小
計
②
授
業
料
小
計
③
学 費 計 ② ＋ ③
初年次計①＋②＋③

文学部／国際経営学部
200,000
340,000
100,000
110,000
30,000
580,000
340,000
340,000
920,000
1,120,000

食物栄養科
200,000
295,000
130,000
120,000
25,000
570,000
295,000
295,000
865,000
1,065,000

初等教育科
200,000
295,000
130,000
100,000
25,000
550,000
295,000
295,000
845,000
1,045,000

＊委託徴収金（初年度のみ）…同窓会入会金20,000円、後援会費5,000円

2年次以降
学部・科
納入金内容
前期
後期
合

計
計
計

大
文学部／国際経営学部
550,000
340,000
890,000

学
食物栄養科学部
670,000
420,000
1,090,000

短期大学部
食物栄養科
初等教育科
545,000
525,000
295,000
295,000
840,000
820,000

専攻科

入

前期分

学
金
①
授
業
料
教 育 研 究 料
＊
委 託 徴 収 金
小
計
②
授
業
料
小
計
③
学 費 計 ② ＋ ③
初年次計①＋②＋③

全学部

200,000円
680,000円

食物栄養科学部

840,000円

文学部・国際経営学部

340,000円

食物栄養科学部

420,000円

後期分

入

前

学
金
①
授
業
料
施 設 設 備 費
教 育 研 究 料
＊
委 託 徴 収 金
小
計
②
授
業
料
小
計
③
学 費 計 ② ＋ ③
初年次計①＋②＋③

平成29年度実績

初年度のみ

5名

4年間※

11名

4年間※

20名

※奨学生は不適格と見なされた場合、奨学生資格を喪失します。（提出書類に虚偽があった場合・懲戒の処分を受けた場合等）出願資格・手続・選考等の詳細に関しましては、
別府大学入試広報課（電話0977-66-9666）へお問い合わせください。また、2019年度入学試験要項でも詳細を記載しております。

別府大学短期大学部
選考試験を10月と２月の年２回実施。共に国語（現代文のみ）と面接を行います。検定料は無料です。
減

免

金

額

期

間

平成29年度実績

入学金全額免除

200,000円

初年度のみ

1名

授業料全額免除

590,000円

2年間※

1名

授業料半額免除

295,000円

2年間※

10名

募集時期 入学の前年度
採用人数 大学、短大とも若干名
申請資格 スポーツ・文化に秀でるとともに、学業にも努め、本学学生の模範となるような学生
特待内容 入学金免除、授業料免除（全額免除・半額免除）

日 本 学 生 支 援 機 構（ J A S S O ）奨 学 金 制 度
大学院

期
分
後期分

文学部／国際経営学部
200,000
340,000
100,000
110,000
30,000
580,000
340,000
340,000
920,000
1,120,000

間

別府大学スポーツ・文化特待制度

初等教育専攻
220,000
275,000
60,000
25,000
360,000
275,000
275,000
635,000
855,000

3年次編入学
学部別

期

別府大学入試広報課（電話0977-66-9666）へお問い合わせください。また、2019年度入学試験要項でも詳細を記載しております。

＊委託徴収金（初年度のみ）…同窓会入会金20,000円、
後援会費5,000円

納入金内容

額

※奨学生は不適格と見なされた場合、奨学生資格を喪失します。（提出書類に虚偽があった場合・懲戒の処分を受けた場合等）出願資格・手続・選考等の詳細に関しましては、

専攻科
納入金内容

授業料半額免除

金

文学部・国際経営学部

別府大学短期大学部

別府大学

分

食物栄養科学部
200,000
420,000
130,000
120,000
30,000
700,000
420,000
420,000
1,120,000
1,320,000

納入金内容

区
研究科

入
学
金
授
業
料
教 育 研 究 料
＊
委 託 徴 収 金
合
計

文学研究科（博士前・後期、修士課程） 食物栄養科学研究科（修士課程）
150,000
150,000
400,000
400,000
200,000
400,000
30,000
30,000
780,000
980,000

＊委託徴収金（初年度のみ）…同窓会入会金20,000円、後援会費10,000円

分

第一種（無利子貸与）奨学金

第二種（有利子貸与）奨学金

新規採用実績（平成29年度）
一種

二種

大学院修士・博士前期課程

50,000円又は88,000円

5、8、10、13、15万円（自由選択）

4名

1名

大学院博士後期課程

80,000円又は122,000円

5、8、10、13、15万円（自由選択）

0名

0名

自 宅：54,000円、2、3、4万円
自宅外：64,000円、2、3、4、5万円

2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12万円
（自由選択）

134名

131名

自 宅：53,000円、2、3、4万円
自宅外：60,000円、2、3、4、5万円

2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12万円
（自由選択）

99名

47名

大

学

短期大学部

※第二種奨学生の貸与年利率は、上限３％となります。 ※採択実績は予約採用者も含みます。

＊委託徴収金（初年度のみ）…同窓会入会金20,000円、後援会費10,000円

自治 体・民 間 育 英 団 体 奨 学 金

次年度以降（年額）
学部
納入金内容
前期
後期
合

計
計
計

大
文学部／国際経営学部
550,000
340,000
890,000

学
食物栄養科学部
670,000
420,000
1,090,000

募集時期 入学後

※詳細は各自治体、団体にお問い合わせください。

採用人数 自治体・団体で異なります。
申請資格・奨学金額等 自治体、団体で異なります。
※大学に募集依頼がある自治体としては、山口県、長崎県、宮崎県など。団体としては、交通遺児育英会（貸与）、あしなが育英会（貸与）などがあります。
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2019年度
（平成31年度）
入試情報
入学定員
〈別府大学〉

（人）

文学部
国際言語・文化学科 史学・文化財学科
入学定員
推薦入試
AO入試
募集人員
一般入試
センター利用入試

100
40
10
35
15

人間関係学科

国際経営学部
国際経営学科

70
28
7
25
10

100
40
10
35
15

100
40
10
35
15

〈別府大学短期大学部〉

70
28
7
24
11

50
20
5
18
7

●詳しくは入試広報課へお問い合わせください。℡.0977-66-9666

（人）

短期大学部
食物栄養科
初等教育科

食物栄養科学部
食物栄養学科
発酵食品学科
入学定員
推薦入試
AO入試
募集人員
一般入試
センター利用入試

50
35
若干名
10
5

200
140
若干名
40
20

●詳しくは入試広報課へお問い合わせください。℡.0977-66-9666

入試スケジュール
〈別府大学〉

エントリー

試

験

入試内容

指定校推薦

面接

推薦1期

9月

10月

11月

スポーツ・文化推薦

面接

推薦2期

小論文等・面接

一般入試

A日程1/A日程2

学力等試験

一般入試

1月

B日程

学力等試験

本学
2/1：本学・広島・北九州・福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿
児島・沖縄（実技試験は本学のみ）
2/2：本学・福岡（実技試験は本学のみ）
本学

大学入試センター試験の得点

一般入試 C日程
センター利用2期

小論文等・面接

2月

一般入試

口頭試問

11/27~12/5

12/8

D日程

3月

1/7~1/25

2/1~2/2

2/9

2/5~2/14

2/20

本学

2/27

2/19~2/28

本学

エントリーシート・課題・面接

AOⅡ期

●詳しくは入試広報課へお問い合わせください。℡.0977-66-9666

3/7

3/14

3/11~3/18

大学入試センター試験の得点

AOⅠ期

合否発表

12/15

大学入試センター試験の得点

センター利用3期

試験日

11/1~11/12 11/17 11/27

本学・北九州・福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
（実技試験は本学のみ）

センター利用1期

8/1~8/21 8/27~9/3

本学

9/8

3/22

3/23

9/14
8/25~3/7 願書出願期間及び面接日はエントリー時に決定、合格発表は面接日から10日以内

※食物栄養学科はスポーツ・文化推薦を実施しない。

〈別府大学短期大学部〉
試

出願期間

本学・北九州・福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

小論文等・面接
※

試験会場

スケジュール
12月

エントリー

験

入試内容

試験会場

指定校推薦

面接

推薦1期

小論文・面接

スポーツ・文化推薦

面接

推薦2期

小論文・面接

本学

9月

10月

スケジュール
12月

11月

出願期間

1月

試験日

2月

合否発表

3月

11/1~11/12 11/17 11/27

本学・沖縄

11/1~11/12 11/18 11/27
11/27~12/5

一般入試

A日程

学力試験・面接

本学・北九州・福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

一般入試

B日程

学力試験・面接

本学

センター利用1期

大学入試センター試験の得点

一般入試 C日程
センター利用2期

小論文・面接

センター利用3期

大学入試センター試験の得点

AO

エントリーシート・課題・面接

12/8

12/15
1/7~1/25

2/1

2/9

2/5~2/14

2/20

本学

2/27

2/19~2/28

大学入試センター試験の得点

3/8

3/14
3/11~3/18

本学

3/23

11/1~3/7 願書出願期間、面接日及び合格発表等、エントリー時に決定

●詳しくは入試広報課へお問い合わせください。℡.0977-66-9666

奨学生試験
出願期間

学校別

対象入試

免除内容

出願資格

指定校推薦入試
大学

短大

推薦1期入試
A日程
B日程・センター1期
1期
2期

採用方法

9月

10月

11月

書類審査・学力試験
入学金全額
授業料全額
授業料半額

本学への入学について明
確な意志を持つ者のうち、
学業優秀で経済的な理由
で修学が困難な者

スケジュール
12月

1月

試験日

2月

採否発表

3月

12/3~12/10 12/15 12月下旬
11/1~11/12 11/17 11/27

書類審査・対象試験の得点

1/7~1/25

2/1~2/2
2/5~2/14

書類審査・学力試験・面接

11/1~11/12 11/17

2/9
2/20

2/27

12月上旬
1/7~1/25

2/1

2月下旬

●詳しくは入試広報課へお問い合わせください。℡.0977-66-9666
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CAMPUS LIFE

キャンパスライフ
Concept

楽しみにしていた大学生活。
興味ある研究に没頭するもよし。
友達との絆を深めるもよし。
新たな挑戦を試みるもよし。
別大生のキャンパスライフをご紹介します。
Index

122

別府大学 Campus Map

126

ベツダイスタイル
寮紹介
寮暮らし男子編
寮暮らし女子編
アパート暮らし男子編
アパート暮らし女子編

132

学びもサークルも青春全開!
強化部
ブカツの主役

120

134

私たちのべっぷ散策ガイド

136

教えて別大ライフ

138

キャンパスカレンダー

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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たら
気がつい に
中庭
みんな
ん
んでいる
足を運
ね〜
ですよ

物館
大分香りの博

中 庭

キャンパスにステキ博物館! しかもカフェ&足湯付!
観光スポットとしても人気の 香り をテーマにした『大分香りの博物館』をキャンパス内にオープン。膨
大な数の香水コレクションや香りの歴史学など、充実した展示は圧巻です。自分オリジナルの香水も作
れ、女子力アップにもピッタリ! 併設のカフェ『サ・サンボン』ではサラダがオススメ。ハーブガーデン
では、ほっこり足湯も楽しめます♪
物館、
自慢の博
ぜひぜ ひ
てね♥
立ち寄っ

4月上旬は各サークルが
机を出して新入部員を募集！

ふらりと立ち寄ってしまう別大の磁場空間?
授業の合間やランチを終えたあと、自然とみんなが集まってくる中庭。友達とのオシャベリや待ち合わせ、
木陰で本をめくる人も。晴れた日に過ごす中庭でのひとときは、なんだかシアワセな気分になってきます。

別 府 大学
私たちのお気に入りの場所を紹介します。
充実した学生生活を送れるように、キャンパスにはさまざまな施設が揃っています。
より専門的な分野を学ぶ施設や、空いた時間に友人とくつろげるスペースまで
みんなに知って欲しい別府大学の
みんなに知って欲しい別府大学のキャンパス情報を紹介します!

学 食

Bʼ s キッチン和
（なごみ）

売り切れないうちに
早く買いに
行かなくちゃね

いこい の 広場
（学生食堂前）

ズ
ニングコモン
39号館ラー

出張販売
売り切れ御免の人気店

学習にも憩いにも利用可のリラックス空間

お昼になると学内にやってくる『木村パン』は、学生
学
に超人気。ランチだけでなく、ちゃっかりおやつに買
ちゃっかりおやつに
ってお く学 生 も 。正 門 前 に 現 れ る ク レ ー プ 移 動
販 売 車『Sunny s』には、スウィーツ女子が行列を
作ります。

国際経営学部棟の39号館１階に設置されているラーニングコモンズは、自
習をする者、学生同士で雑談をする者、飲食する者など自由に利用できる場
所。スペースも広く、パソコンや雑誌・図書なども置いてあり、リラックスでき
る人気空間となっています。

やっぱり学食の雰囲気っていいよネ!!
別大の学食は、キャンパス北側の『B sキッチン和』と南側の
の『B sキッチン36』の2カ所あります。ランチタイムにはワイワイ
ランチタイムにはワイワイガヤガヤ賑やかな空間になり、
カフェタイムを楽しむ学生も。天気のよい日は学食前の『いこいの広場』
こいの広場』で青空ランチもgood

Bʼ s キッチン 36
（サブロー）

EN
RUZ
M Apas
sh o p

木村パン

Su n n
ny
y ʼs
s

ca m

を
の中
で頭
ココ リ
す
キ
スッ するんで
整理

2017年4月 NEW OPEN!
文具、書籍、雑誌、弁当、
ドリンク、お菓
子などキャンパスライフに欠かせない
ものが購入できるお店。教科書もここ
で購入できます。
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よっ
しゃ
!
今日
も張
り切
キャ
って
ンパ
スへ
Go!!

眺め
34号館からの

別府大学

最高の環境で
学ぶことのしあわせ
青い空、まばゆい太陽、きらめく海、
豊かな緑、そして静かにたなびく湯
けむり…。34号館の窓から広がる
別府湾を見ていると、別府大学がい
かに素晴らしい環境で学べるかを
実感できますよ。

私たち
私た
ち の お 気に入りの 場 所を紹
所を紹介します。
介します。

33号館

▼
31号館

36号館

▼

▼
34号 館
35号館

▼

▼

▼

▼

2 3 号館

新 1号 館

▼

本館

2号 館

▼

▼

▼
25 号館

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

附属看護
専門学校

▼
2 2 号館

32号 館

39号館

大分
香りの
博物館

第1
体育館

4号 館

メディア
教育・研究
センター

附属
幼稚園

剣道場

▼

附属図書館

武道館

▼
3号館
駐車場

学内は無 線 L

▼
屋内
プー ル

1 4 号館
守衛室

▼

▼

▼

うふ ふ 。
これ は 使
える ♪

AN完備

パソコンもスマホも
サクサクつながる
キャンパス 内ではどこでも
Wi-Fiがつながります。便利
で使えるサービスとして、
て、す
っかり定着しています。

第2
体育館

▼

第2体育館

別府大学通り

先生たちの研

正 門
ファン
ヴィレッヂ
寮

別 府 な らでは の 施 設とい
えば、第2体育館と屋内プ
ールに付いている温泉!
トレ ー ニ ン グ で 汗 を 流し
たあとの温泉は、とっても
気持ちいいですよ。

ルームあり!
トレーニング

歴史、自然科学、工学、産業、芸術…。蔵書数約30万冊、雑誌1,200タイトルを誇る附属図
書館は重宝します! 次の授業に備えて、資料の下調べをしたり、雑誌で知識を広げたり、有意
義な時間を過ごせます。

▼

女子学
生
利用し もたくさん
ていま
す。
ジムで
健康美
をUP!!

気軽に研究室を訪ねよう

別府大学駅から大学正門まで続く学生街

授業だけではわからなかったこと、もっと深く知りたいことなど
は、研究室へ直接聞きに行こう。気さくに答えてくれますよ。

JR別府大学駅から徒歩約10分。ゆるやかな坂道を登っていくと、
別府大学の石垣の塀が見えてきます。通り沿いには食堂やコンビ
ニ、美容室、ショップなど、学生街らしい雰囲気が漂っています。

交 通アクセス

▼

JR日豊本線

別府大学駅

▶ 徒歩 約10分

▶

別府駅から上り普通電車に乗りかえ、別府大学駅（4分）

大分自動車道
大分空港

別府IC

▶ 車 約7分

▶

大分空港

▶ バス 約50分

▶

別府大学キャンパス

サ ークル
ハウス

授業
に遅
刻し
時間
ない
管
よう
理を
しっか
りし
よう
！

温 泉 あり!

トレーニングルーム
でカラダを
リフレッシュ!

究室

圧倒的な蔵書数で学びをサポート

大分空港→別府国際観光港前下車（約40分） 別府大学経由鉄輪行に乗車、別府大学前下車（約10分）
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寮の設備
◀談話室
各階の中央部分にテーブル、ソファ、
テレビ に 加 え、アイランドキッチン
を設置しています。窓からは別府湾
を一望でき、寮生の憩いの場となっ
ています。自慢の手料理を振る舞っ
てみんなで楽しむこともできます。

成した
2 月に完
介！
2018 年
生寮を紹
新しい学

▶寮監
常 時ファンヴィレッヂ 寮で、寮 の
管理・監督を行っています。急病人
が 出 た 際 の 病 院 へ の 付き添い や
朝晩の点呼等、寮生の安全や健康
を一番に考えています。親元を初
め て 離 れ るという 方 も 多く心 配
な点があるかも知れませんが、ス
ムーズ に 新 生 活 が 送 れ るよう に
サポートします。

▲食堂
朝夕の食事は食堂で提供されます。併設の厨房で作るので、出来たてで栄養のバランスが取
れたおいしい食事を食べることができます。また、寮生の集まり等もここで行います。みんなで
イベントを決めたり意見を出し合って寮生の住みやすい環境を作って行きます。

ファンヴィレッヂ寮

DORMITORY DATA

フロア図

寮生の一日

【寮費等】

0時

23時

30,000
部屋代 28,000（インターネット料金を含む）
寮 費
共益費
4,000
食 費
25,800（毎日朝夕のみ）
1ヶ月分合計
57,800

自由

20時

※寮費は4〜2月までの11ヶ月分（352,000円）を一括納入してもらっていますが
前・後期の分納も可能です。分納を希望する場合は学生課までご連絡ください。
※電気、ガス、上下水道代は個人負担です。

▼洗濯機

寮の門限が23時になっ
ているので、生活のリズ
ム を 整 えて 集 中 して 勉
強 に 取り 組 む こと が で
きます。

入寮費

就寝

各部屋の中に洗濯機を置くスペース
はありますが、その他に2階と4階に
コインランドリーを設置しています。

■2〜4階
【主要室】 •寮室：27室/階
•談話室

寮室

夕食

7時

17時

【個室設備】

▲セキュリティ

起床・清掃・朝食

ユニットバス、シャワートイレ、エアコン、TV端子、ベッド、机、イス、
インターネット環境、
ミニキッチン

2・4階：コインランドリー
3階：自動販売機

授業等

寮室

談話室

エントランス、各フロアの入口、部屋の入
口の3箇所にドアがあり、全てカードキー
で開けて入ります。セキュリティ面の充実
で安心した生活を送ることができます。

9時

（ガス設備はありません。必要に応じてIHヒーターをご準備ください。）

寮室

12時

寮室

間取り

■１階
ベランダ

【主要室】 •寮室：19室
•寮管室
•食堂・厨房

ベランダ

▼ミニキッチン
お昼ご飯や軽食などを作
る の に は ぴ っ たり の ス
ペースになっています。

Aタイプ

寮室

Bタイプ
▲郵便受け

▲デスク

収納
浴室

広い収納スペースを確保
した ので、部 屋 の 片 付 け
もラクラクです。

収納
浴室

バス・トイレ・洗面台
が 一 緒 に なって い
て、1人で生活するに
はちょうど良 い サイ
ズです。

▲収納

ミニキッチン

▲ユニットバス

ミニキッチン

備え付けの勉強机と収納ボックス
があります。持ち込む荷物が少なく
てとても便利です。

自動販売機

部屋ごとに郵便受けを設けていますので、
個人宛郵便物の受け取りができます。

寮室
食堂

▶自動販売機
1階と3階に自動販売機を設置して
います。いつでも使用可能です。

玄関▶
寮管室

靴入

踏込

踏込

厨房

靴入

洗濯機パン
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生
らし別大
男子寮暮 部屋に潜入
お
の
原野くん

寮 暮らし
女 子 編

生
らし別大
女子寮暮 部屋に潜入
お
の
前田さん

前田 純子

さん

文学部 史学・文化財学科
（熊本県立荒尾高校出身）

寮 暮らし
男 子 編

原野 孝

さん

文学部 史学・文化財学科
（福岡県立福島高校出身）

しっかりとした防音設備で
快適な生活を送っています

こだわりのイスと机で自 分 色にカスタマイズ
せっかくの個室なので自分好みのイスと机を揃えました。レポートを書くのも勉強するのも良い気分で捗ります。テレビを見
たりゲームをしたりと1日の多くの時間をこのイスの上で過ごしています。寮生活は門限があり、アルバイトは20時までと制
限がありますが、次の日に備えたり課題をする時間を確保することができます。規則正しい生活をしてしっかりと勉強をした
い学生にはおすすめです。卒業後は学校の先生になりたいと思っているので、今はこの状況に身を置いて勉強に励んでいま

▲おしゃれアイテム
大学生にもなればおしゃれをして出歩
きたいものです。帽 子 や サングラス は
昔から集めるのが好きで、お気に入り
の物を選んで寮に持ってきました。

新築の寮に入ってからは隣部屋の人の音を気にしたことがありません。静かな環境で勉強に集中できています。今は
教職と考古学を平行して勉強しています。将来は公務員として発掘調査員を目指していて、自分が発見したことをより
上手に伝えられるように教職にも取り組んでいます。勉強に疲れたら窓から見える別府湾を眺めています。休みの日
は近くの温泉に出かけて１人で長風呂することもあります。湯の町に住む特権ですね。

す。
▶寮生アンケート

◀マグカップ

僕、実はこう見えて寮長なんです。みんな
が 快 適 に 過ご せるよ う にアン ケ ートを
取って、寮 生 活 に 意 見 を取り入 れていま
す。今度は寮のみんなで水族館に行こう
と計画をしているところです。何か困った
ことがあれば相談してくださいね。

▼教職と考古学のテキスト

勉強のおともに大好きなブ
ラックコ ーヒー を飲んでい
ます。
ドリップして飲むのが
私のこだわりです。

小学校２年生の頃から考古学に関
わるお仕事がしたかったので、好き
な 勉 強 ができて 充 実した 日々を過
ごしています。教職と考古学の二刀
流ですね。

◀テレビゲーム
テレビ ゲ ーム が 趣 味
なので、たまにこうし
て ストレ ス 発 散 をし
ています。周りの部屋
の人に迷惑をかけな
いよう に 音 に は 気 を
つけています。

■ファンヴィレッヂ寮

洗濯機パン

Q.インターネット環境はどうなっていますか。

■入寮費：30,000円（入寮時のみ）
■寮費：32,000円（11ヶ月分を一括払い）

A.インターネット利用料金は寮費に含まれています
ので、ルーターを設置すればすぐに使えますよ。
Q.門限はありますか。

踏込
浴室・WC

※インターネット料金含む。電気・ガス・上
靴入

ミニキッチン

下水道は個人負担です。
■食費：25,800円（１ヶ月分）
（ 朝・夕２食）
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■ファンヴィレッヂ寮

靴入 ミニキッチン
ベランダ

■鉄筋構造4階建
■男女とも入寮可（1年契約）

大学に入ってからギター
を始めました。たまに小さ
な音で練習しています。

寮 生 活 を送 る 男 子 に は 必 須アイテム だと
思っています。これひとつで袋麺を作って
食べられます。遅くまで勉強してお腹が空
いたときはとても助かります。

収納

踏込

ベランダ

収納

浴室・WC

▶ギター

▶ヌードルクッカー

■鉄筋構造4階建
■男女とも入寮可（1年契約）
■入寮費：30,000円（入寮時のみ）
■寮費：32,000円（11ヶ月分を一括払い）
※インターネット料金含む。電気・ガス・上

A.23時が門限です。点呼は朝のみです。

洗濯機パン

下水道は個人負担です。
■食費：25,800円（１ヶ月分）
（ 朝・夕２食）

▲家用のモップ
以前も寮に住んでいたこともあり、部屋を綺
麗にする クセが抜けません。毎日入念に掃
除をしています。モップもウエットとドライの
両方を使ってきれいに拭き上げます。

Q.外泊はできますか。
A.基本
A.基本は出来ません。
ゼミの合宿や実家への
帰省など限られた場合のみ許可されます。
帰省
Q.男女の区別はどうなって
いますか。
A.1・2
2階が男子の階で、3・4階は
女子
女子の階となっています。
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大生
暮らし別
潜入
アパート
に
のお部屋
紙本くん

ア パ ート
暮 ら し
女 子 編

大生
暮らし別
潜入
アパート
に
のお部屋
池谷さん

池谷 みずき さん
食物栄養科学部 食物栄養学科
（神奈川県立七里ガ浜高校出身）

ア パ ート
暮 ら し
男 子 編

紙本 大

さん

文学部 史学・文化財学科
（福岡県立朝倉高校出身）

スポーツ大好きアクティブ 派のベツダイB O Yは
陽当たり良好 、シンプルライフを満 喫 中
「サークルはソフトテニス部だけど、サッカーが好きで好きでたまりません」。なじんだ座椅子にドカッと座ってサッカー中
継の観戦が、幸せなひとときという紙本大さん。角部屋で陽当たりがいいこの部屋は、自ら不動産屋で探しあてた自慢の城。
大学に近くて、静かで住み心地がよく、あまりにも快適なので久留米の実家から父親もよく遊びにくるんだとか。気をつけな

▲リクルート用セット
いよいよ就活へ出陣の時期。リクル
ートスーツ は 2 着 準 備 。ネ クタイの
締め方を練習しなくては（笑）。

九州にあこがれて別大生となったギター女子は
ブルーでまとめたお部屋でのびのび暮らす
生まれも育ちも神奈川県横浜市という池谷みずきさんは、
「 大学時代は親元を離れ、あこがれの九州で栄養学を学
びたい!」と別府大学へ進学。 オートロックは必須 という両親の意向を取り入れ、初めてのひとり暮らしをスタート
させました。高校時代からバンド音楽が好きで、自らもギターを弾く彼女。勉強の合間をぬって通ったライブハウスで

ければならないのが、自己管理をしっかりすること。
「 健康管理、食事管理、時間管理など、甘えた生活に慣れてしまうと、すべ

は、お気に入りのインディーズバンドとも出会えました。好きな色はブルー、ガンプラ作りも楽しむという男前な一面

て自分に返ってきますからね」。就活を控え、あらためて自らを厳しく戒めるのでした。

を持ちながら、女子力高めなアイテムも。大分の4年間で、社会人女性としてのタシナミを、しっかり磨きあげます!
▶

◀サッカー選手・ジェラードの

レプリカユニフォーム
好きなサッカー選手は元イングランド代表のジェラ
ード選手! 自慢のレプリカユニフォームは部屋の一
番目立つところに飾ってます。

▶クマのキャラグッズ

デジタル時計

早朝バイトの5時半起きをサポートして
くれるのは、中学時代から愛用している
デジタル目覚まし時計。

◀
◀サッカー関連グッズ

入学と同時にソフトテニス部に入っ
て、スポーツ振興部の幹部も引き受
け る。
「 高 校 時 代 はス ポーツ 部 のマ
ネージャーどまりだったので（笑）」。

コルクボード

■8帖ワンルーム
南

■バストイレ別、バルコニー、エアコン、
クローゼット、CATV、電気コンロ、

Q.温泉に行くことはありますか?

■鉄筋コンクリート・2006年3月築

そして大学に近くて静かなこと
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大切にしている女子力アイテムは、研修でフランスに
行ったときに購入したオリジナルブレンドの香水。や
さしい香りがお気に入り。

Q.大分の方言には慣れましたか?

■家賃：45,000円・オートロック付
A.近くの銭湯に行きます。
せっかく別府に住むんですから（笑）。
Q.持ってたほうがいいものは?

ネット専用回線、プロパンガス
■選んだポイントは陽当たりのよさ、

◀コスメセット

思い出がいっぱい詰まっ
た写真を、友達がコルク
ボードにまとめてプレゼ
ントしてくれました。

A.別府は坂道が多いので原付バイクがあると便利です。

キッチン

玄関
浴室 WC クロー
ゼット

洋室7.5帖

ベランダ

洋室8帖
クロー
浴室 WC ゼット

ベランダ

キッチン

高校時代はYUIのコピー曲を、ギターを弾きながら歌
っていたそう。入学後はエレキにも挑戦。隣人の迷惑
にならないよう練習中。

◀友達からもらった

■家賃：35,000円
玄関

▲アコギとエレキギター

カラーボックス

入 学 時 に 近くの ニトリで買ったカ
ラーボックスにはマンガやDVD、
雑 誌 類 を整 理 整 頓して 収 納 。もち
ろん 授 業 のプリントもキ チンとフ
ァイルに綴じて、しっかり勉強して
ます!

バイト代 もジェラ ード関
連グッズに投入。ネットで
見つけた掘り出し物がた
くさんありますよ。

■木造・2002年8月築

◀ソフトテニスのラケット

気 がついた ら、
ドッサリ集
まっていたクマのキャラグ
ッズ。幼少時から持ってい
るクマさんも、別府に連れ
てきました。

■7.5帖ワンルーム
南

■バス・トイレ別、エアコン、オートロック、
室内洗濯置、CATV、防犯カメラ、

A.最初はとまどいましたが、
今では可愛い言葉に聞こえます（笑）。
Q.アルバイトの経験は?

電気コンロ、インターネット、プロパンガス
■別府は銭湯がたくさんあり、しかも格安!
美肌にもオススメです（笑）。

A.ときどきアイスクリーム屋さんで。バイトを頑張りすぎて
勉強の妨げにならないように注意を!
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サークル
紹 介

ルの
人気サーク
!
部長を直撃

〜サークルで学生生活を思いきりエンジョイ♪〜
学 生 生 活にプラスアルファの楽しみをトッピングする早道は、サークルに加 入すること。
同じ趣 味を持つ仲 間たちとの出会いが、素敵なキャンパスライフを演出します!

別 府 大 学は、多くの人に夢や感動を与えられる学生を応援します。

強化部

強 化 部は、文 武 両 道の精神のもと、多くの学 生に親しまれるクラブを対 象に、
学 生たちが自由 闊 達で積極的なサークル活動ができることを願って指定しています。
監督

岩本 貴光

部長

阿部 剣征

【過去の主な戦績】

剣道部

※岩本 貴光監督就任から
（女子） 第38回大分県女子剣道選手権大会／優勝
第56回全日本女子剣道選手権大会／出場、優秀選手賞（小松悠香）
第64回全九州女子学生剣道大会／準優勝
第35回全日本女子学生剣道優勝大会／出場
第51回全九州女子学生剣道選手権大会／準優勝（津田知佳）
（男子） 第63回全九州学生剣道大会／準優勝
第64回全九州学生剣道大会／準優勝
第62回西日本学生剣道大会／準優勝
第63回全日本学生剣道優勝大会／出場
第64回全日本学生剣道優勝大会／出場
第65回全日本学生剣道優勝大会／第３位
第65回全日本学生剣道優勝選手権大会／出場
第65回全九州学生剣道選手権大会／第３位（水野秀章）
【今後の目標】
現在、女子30名、男子41名で部訓である、
「 破天荒」
を胸に日々精進してい
ます。女子主将の小松、男子主将の水野を中心に「日本一」
を目標に稽古に
励んでいます。目標に一歩でも近づけるよう、一人ひとりが別府大学剣道部
の一員という
「自覚」
と
「責任」
を持ち、今後も努力していきたいと思います。

硬式野球部

部 長
監 督
コーチ
コーチ

中山 昭則
井手口 謙二
野口 昂平
推葉 貴紀

【過去の主な戦績】
第44回九州地区大学体育大会（九州インカレ）／優勝、第58回九州地区大学野球選手権大
会（秋）／優勝、第77回九州地区大学野球選手権大会（春）／優勝、第78回九州地区大学野
球選手権大会（秋）／優勝、ユニバーシアード記念全九州大学野球選手権大会／出場5回
【年間出場する主な大会】
九州地区大学野球選手権大会北部九州ブロック
（春）
、九州地区大学野球選手権大会北部九州
ブロック
（秋）
、九州地区大学体育大会
（九州インカレ）
、九州地区大学野球選手権大会新人戦
【今後の目標】
現在、
部員数86名で、
九州地区大学野球連盟北部九州ブロック1部に所属しております。全日本大学
野球選手権大会、
明治神宮野球大会の2大全国大会出場を目標に掲げ、
日々精進しております。

フットサル
部

コーチ 塩野 海風

姫野 剛汰

吹奏楽団

中山 瑞稀

さん

食物栄養科学部 食物栄養学科
（福岡県筑紫台高校出身）

小峰 将裕

さん

文学部 人間関係学科
（大分県立大分商業高校出身）

顧問

河野 伸弘

さん

文学部 史学・文化財学科
（長崎県立西陵高校出身）

試合で流す汗は
セイシュンの宝物です

演奏している時の緊張感が
たまらなく好き

星空を楽しむロマンに
あらためて魅了されました

中学、高校とサッカーをやっていましたが、大学に入って
フットサルも楽しむようになりました。少しルールが違うの
で最初はとまどいましたが、試合展開がスピーディーなと
ころにフットサルの面白さを見いだしています。市リーグ
に参戦しているので、週末は試合で汗を流すことが多
いですね。全員が一体となってボールを追いかける時間
は、
なんともいえない満喫感があります。毎年女子も含
めて多くの部員が入ってきます。キャプテンを任されてい
るのですが、
リーダーシップを発揮して、
しっかりチームを
まとめていくよう心がけています。

高校の吹奏楽部でクラリネットを始めました。沖縄出身
の両親は明るくて音楽好きなので、私も影響を受けた
のかもしれません
（笑）。別府大学の吹奏楽団はコンク
ールなどでも有名ですが、初心者で入部してくる新入生
にも先輩がやさしくリードして教えるので、気がついたら
すっかりハマッてしまったという部員もたくさんいます。趣
向を凝らした企画で繰り広げる定期演奏会は毎年のお
楽しみで、みんなでワイワイ話しあいながらプログラムづ
くりにチャレンジしています。楽しくて楽しくてたまらない
吹奏楽。生涯を通じて続けていきたいですね。

入学してすぐ、先輩からの勧誘で入部しました。正直な
ところ、
それまで星にあまり興味がなかったのですが、
な
ごやかな雰囲気にひかれ、大学時代に友達をたくさん
作っておきたいなという思いもあって入部したのです。
活動は近くの十文字原や大分市の霊山寺の展望台に
出かけて天体望遠鏡を覗くのですが、初めて参加した
時はダイナミックで美しい星空の魅力にすっかり圧倒さ
れました。天文部は親睦活動も盛んで、賑やかで元気
な部員が多いから、
すぐになじむと思います
（笑）。僕らと
一緒に学生生活を思いきり楽しみましょう!

柔道部

監督

阿部 淳

【過去の主な戦績】
九州学生柔道優勝大会 女子３人制／優勝（平成29年度）、準優勝（平成27・28年度）
全日本学生柔道優勝大会 女子３人制／第３位（平成28年度）、ベスト８
（平成29年度）
【年間出場する主な大会】
九州学生柔道優勝大会、全日本学生柔道優勝大会、九州学生柔道体重別選手権大会
【今後の目標】
昨年度は20年ぶりに九州学生柔道優勝大会女子３人制で優勝することが出来ました。
今年度は全日本学生優勝大会での上位進出と個人戦での全国大会出場を目指します。

クル
その他サー

体育系
● ソフトテニス部

●

硬式庭球部
● 弓道部
● 水泳部
● 空手道部
● 少林寺拳法部
● アーチェリー部

● サッカー部

●

なぎなた部

天文部

吹奏楽団

音楽監督 安部 えつ子
副 顧 問 中山 瑞稀

サッカー部

ソフトテニス部

●

バドミントン部
合気道部

● フッ
トサル部
●

ハンドボール部
バレーボール部
● バスケッ
トボール部
● 陸上部
●
●

卓球部

● ワンダーフォーゲル部
● ヨッ
ト部

少林寺拳法部

文化系
【過去の主な戦績】
平成28年度全日本学生なぎなた選手権大会／団体第３位
平成29年度九州なぎなた選手権大会／団体優勝、個人２位（大野涼香）
平成29年度西日本なぎなた選手権大会／個人２位（中島杏佳）
【年間出場する主な大会】
全日本学生なぎなた選手権大会、九州なぎなた選手権大会、西日本学生なぎなた選手権大会
【今後の目標】
現在、週6日の練習を続け、鍛錬に勤しんでいます。今後の目標としては、7年前に3年連続達成
した全国制覇をすることです。そのためにも、次の大会から結果を残していきたいと思っています。
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【過去の主なコンクール歴】
第62回九州吹奏楽コンクール／銀賞、第42回九州アンサンブルコンテスト／金賞、
第43回九州アンサンブルコンテスト／銀賞
【主な活動】
定期演奏会開催、吹奏楽フェスティバル出場（大分、別府）
地域連携イベントなどでの演奏（大分市中央子どもルーム、天ヶ瀬町）、他校との合同練習会
【今後の目標】
現在、週5日の練習に励んでいます。目標は吹奏楽コンクール、
アンサンブルコンテスト九州大会での
金賞受賞を第一目標に掲げ、
その活動を通して音楽性はもちろんのこと協調性や人間性、社会性を
学ぶ場でありたいと学生一人ひとりが自ら考え充実した活動になるように、今後も努力していきます。

写真部

箏曲愛好会

イラスト研究部

MAP
（企画・運営）
演劇部
● ギター愛好会
● 現代視覚文化研究会
● 器楽部
● フォークロッククラブ
● 写真部
● 弥次喜多倶楽部

天文部
温泉愛好会
● MEDIA COMMUNICATION愛好会
● SHINKEN
（心理学研究）
● 手話サークルHELLC
● 箏曲愛好会
● イラスト研究部

●

●

●

●
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一緒に別府のまちを
満喫しましょう♪

03

地獄めぐり
（海地獄）

別府観光の定番といえば地獄めぐり。コバルトブルーが
美しい海地獄、真っ赤な熱泥の血の池地獄など、バラエ
ティ豊かな地獄を堪能できます。
■DATA 別府市大字鉄輪559-1 ☎0977-66-1577
（別府地獄組合事務所）／年中無休／8:00〜17:00

「おんせん県おおいた」の本拠地といっても差し支えない別府温泉。日本一の源泉数と
湧出量は、私たちの自慢でもあります!

せっかく別府で学ぶんだったら、別府のまちを

隅から隅まで楽しまないと卒業後に後悔してしまうかもしれませんよ。別府大学から足
友達
写 と自
真
をパ 撮り
チリ
♪

04
0

を延ばせるオススメスポットを、ちょっぴりご紹介します♪

短期大学部
食物栄養科

鉄
鉄輪温泉には江戸時代から伝わる地獄蒸し料理を
体験できる施設が人気です。温泉蒸気を利用した地
体
獄釜で作った、大分の海の幸、山の幸を召し上がれ。
獄釜
■DATA 別府市風呂本5組 ☎0977-66-3775／
■
第3水曜休／9:00〜21:00
第3

05

短期大学部
食物栄養科

藤澤 朋香 さん
（大分県立三重総合高校出身）

地獄蒸し工房
かんなわ
鉄輪

望月 泉見 さん

湯けむり展望台

06

別府発B級グルメ

大分名物・とり天

（別府市立別府商業高校出身）

別府市内には大分名物・とり天が食べられるお店が、たくさ
んあります。なかでも東洋軒は、とり天発祥の店。大正15年
創業の老舗レストランで味わう、とり天は格別の美味しさ!
■DAT A 別府市石垣東7-8-22 ☎0977-23-3333／
年中無休／平日11:00〜15:00・17:00〜22:00・土日
祝 11:00〜22:00

別府ロープーウェイ

NHKが募集した「21世紀に残したい日本の風景」で富士山に
次いで全国第2位に選ばれた別府の湯けむり。鉄輪温泉の湯け
むりや扇山、鶴見岳も一望できる展望台の歌碑には「ゆけむり
の 風と遊べる 小春かな」という句が刻まれています。
■DATA 別府市鉄輪東8組 ☎0977-21-1111（別府市観光課）

02
明礬温泉

01

十文字原公園
十文字原展望台

十文字原展望台

大分

眼下に広がるダイナミックなパノラマ風景に、おもわず感動の声をあげてしまう十文字原の
展望台。別府の街並みはもちろん、国東半島から大分市の高崎山や大銀ドーム、遠くは四国の
佐多岬まで見渡せます。
「 日本の夜景100選」にも選ばれているんですよ。
■DATA 別府市十文字原 ☎0977-21-1111（別府市観光課）

自動

03

別府IC

01
日出

車道

07

→

別府大学通りを下ってすぐの上人ケ浜にある「別
府海浜砂湯」では、ポカポカの砂に埋もれて別府
湾の眺めを楽しめます。
■DATA 別府市上人ヶ浜 ☎0977-66-5737
【3月〜11月】8：30〜18：00（最終受付17：00）
【12月〜2月】9：00〜17：00（最終受付16：00）

九州

海地獄

分
■

道路

大

横断

←

ラクテンチ

04
地獄蒸し工房鉄輪
湯けむり展望台

■

別府大学

別府市役所

別府海浜砂湯

05
JR日豊本線

■

06
別府駅

別府大学駅

東洋軒
国道10号
上人ヶ浜公園

08

07
07

別府海浜砂湯
別府市美術館

みょうばん

02

明礬温泉 湯の花小屋と
地獄蒸しプリン
はっとう

別府八湯

日本の源泉の約1割にあたる約2,300の源泉がある別府温泉
は、八つの温泉地に分類され、
「 別府八湯」と呼ばれています。別
大生になったことを機に、88の温泉をスタンプラリーでまわる
「別府八湯温泉道」にチャレンジしてみては? すべて集めれば
温泉道名人の称号を与えられますよ。
■別府八湯温泉道事務局 ☎0977-24-2828（土・日・祝休）

り
いき
を思
別府 でね♪
ん
楽し

十文字原高原から九州横断道路へ向かう道すがら、わらぶき屋根の湯
の花小屋が建ち並びます。ここ明礬温泉は、市内でもっとも標高の高い
場所に位置する温泉地帯。苦味が効いたカラメルと濃厚な味わいがくせ
になる岡本屋売店の地獄蒸しプリンは、別府スイーツの代表格です。
■DAT A 別府市明礬4組 ☎0977-66-3228／年中無休／営業
8:30〜17:30（売店〜18:30）

08 上人ヶ浜公園
フェ
フェニックスやヤシの木が南国ムードを漂わせる上人ケ浜公園は、
海沿いの公園で、別府国際観光港から出航するフェリーを眺めて
海
いると、旅情を誘われます。別府大学通りを下ってすぐの場所にあ
い
り、別府大学駅にも近いので、帰り電車の待ち時間に足を運んでみ
てもいいかも。
て
■DATA 別府市上人ヶ浜町504-1 ☎0977-21-1111（別府市公園緑地課）
■D

134

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

BEPPU UNIVERSITY | BEPPU UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE 2019

135

学生仲間が
よく集まる場所は？

自分で時間割を
作るって本当？

日替わり定食は驚きの300円!
毎日4種類の中から選べます。

学食の人気メニューは？

A. 取得したい免許や
資格に合わせて、
自分だけの学びプランを
設計しましょう。

授業と授業の間には高校と同じように 移動と休憩 の時間があります

料理に例えるならば、高校までの時間割は「フルコー

し、時間割の組み方によっては「3限目は空き時間」
というような場合も

ス」、大学での時間割は「バイキング」です。自分の好

あります。そういった空き時間には、中庭や学生ホール、学食のラウンジ

みに合わせて、担当の教員や先輩たちと相談しなが

などで過ごす人もいれば、サークル活動の拠点 サークルハウス で過ご

A. 中庭、学生ホール、学食ラウンジ、
サークルハウスなど、空き時間は
思い思いの場所に集まります。

ら時間割を組んでいきます。学科によって違いはあり

す人もいます。
もちろん、図書館やラーニングコモンズ、空き教室で自習

ますが、必ず取らなければならない授業もありますし、

をすることもできます。

一度に登録できる上限も決まっていますので、
よく考

A.安くて美味しい
人気メニューが勢揃い

日替わり
「ニラ豚炒め定食」

えて選ぶ必要があります。

学生食堂は「和（なごみ）」
と
「サブロー」の2か所
日替わり
「照り焼きチキン定食」

があります。どちらの学生食堂でも人気があるメ

ホームルームって
ないんですか？

ニューは「日替わり定食（300円）」です。1か所
に2種類の日替わり定食がありますので、合計で
4種類から選ぶことができます！もちろん日替わり
定食以外にも、日替わり以外の定食や丼物、
ラ

A. 連絡事項は自分で
確認していきます。

ーメン・うどん・そばなどの麺類、
ピザ・グラタン・パ
スタなどの洋食系、
もちろんデザートも用意されて
和洋中からデザートまで
豊富なメニュー

いますよ♪

高校と違い、大学ではホームルームがありません。

天津飯300円

連絡事項や授業案内などは、学内に設置されてい
る各掲示板に貼られます。学科の連絡事項につい
ては、各学科担当の先生から学内メールなどを通じ

授業ってどんなスタイル？

て連絡が来ます。大学に関する情報などは大学の
ホームページに随時掲載されるので、毎日確認して

A.さまざまな授業スタイルがあります。

おくと安心です。
安心です。

広い教室に大人数を集めて授業を行う場合もあり
ますが、別府大学では、多くの授業で少人数制を採
用しています。少人数で授業を行うので、先生との
距離が近くわからない所があれば、質問しやすい環
境になっています。一方的に先生が授業を進めるだ
けでなく、生徒と授業内容を討論する授業スタイル
もあります。いずれのスタイルも、授業内容を理解し
やすい工夫が施されています。

別府で暮らすからには
温泉巡りも満喫したいのですが？
じっくり調べ物を
したいのですが？
A . 図 書 館 、博 物 館 、
ラーニングコモンズなど
豊富な資料が揃っています。
授業の予習・復習からレポートの作成、
プレゼンテーシ
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アルバイトは
できますか？
A.いろいろな職場で
活躍できます！
大学に募集案内を掲示しています。職種
はイベントスタッフやイベントの補助、飲食

ョンの準備など、大学では今まで以上に 調べもの をし

店や長期休暇時に賑わうテーマパークの

ていく必要があります。そういった時によく利用されるの

スタッフなど、幅広く募集しています。職種

が図書館やラーニングコモンズです。学科によっては、

にもよりますが、時給は737円〜1,000

専門の資料を保管している部屋があったりしますので、

円が基本になっています。もちろん、募集

そういった資料室を活用している学生も多くいます。併

案内以外にも自分でアルバイト先を探す

せて、学内全域に設置されている無線LANにより、
イン

ことも可能です。
しかし本分は学業なので

ターネットの利用もできますので、
じっくり・快適に作業を

アルバイトに力を入れすぎないように注意

進めることができます。

です！

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/

A. 個性豊かな別府八湯を
存分にお楽しみあれ。
温泉の源泉数、湧出量とも日本一の別府温泉。
市内には8つの代表的温泉地があり、
これらは総
称して 別府八湯 と呼ばれており、いずれも個性
豊かな温泉です。数多くの市営温泉や共同温泉
などが点在しており、別大生の御用達は桜ヶ丘温

鉄輪地区まで足を延ばせば、薬草が敷き詰められた石室に横たわって
薬草が敷
敷き詰めら
られた石室に横たわって
サウナさながらに汗を流す
が人気です。
さながらに汗を流す『鉄輪むし湯』

泉のようです。88か所の温泉を巡る 別府八湯温
泉道 というスタンプラリーも行われているので、在
学中に制覇してみてはいかがでしょう。ちなみに、
文化系サークルには 温泉愛好会 というサークル
もありますよ！

『ひょうたん温泉』は、
ミシュランガイドで日本唯一の三ツ星を獲得した名湯。
ドで日
日本唯 一の三ツ星を獲得した名湯。
岩風呂など温泉の種類も豊富です。
露天風呂、瀧湯、歩行湯、岩風呂など温泉の種
泉の種
種類も豊富です
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キャンパス
カレンダー

入学式で胸を膨らませ、オリエンテーションが終われば、いよいよ大学生活に突入!
新しい仲間たちとの1年間を有意義に過ごすため、
大学行事とにらめっこしながら、計画を立てておくといいかもしれません。
前・後期合わせて2回の学期末試験に、キャンパス中が盛り上がる「石垣祭」、
ゼミやサークル独自の行事も楽しみです。
別府大学ならではのキャンパスライフを、存分に満喫しましょう!

4月
●入学式
●オリエンテーション
●サークル紹介

5月

6月

7月

8月

●第2次

●体育祭

●補講期間

●前期末試験

●集中講義期間

●夏期休業

●前期卒業式

●別府大学

●後期入学式

オリエンテーション
●さつき祭

●前期開講

国際セミナー

9月

10月

11月

12月

1月

2月

●石垣祭
（学園祭）

●集中・補講期間

●講義再開

●大学院最終試験

●冬期休業

●後期末試験

3月
●卒業式

●論文提出

●後期開講

●履修登録票提出

（大学・短大）

138

詳しくは WEB サイトへ www.beppu-u.ac.jp/
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入試情報や在校生の活動、学内で開催された公開講座等の情報を随時更新。また教
員紹介や大学が発行している広報紙（Be-News）等、大学の最新情報を掲載してい
ます。FacebookやLINE@でも情報を発信しています。
別府大学

検索

入試情報
入試に関する全ての情報を入手できます。

資料請求
願書などの入試資
料や過去入試問題
等を請求できます。

入試情報
入試に関する情報を
随時更新。

Facebook
LINE@
公式Facebookはここから
入ります。

イベント情報

LINE@の案内はここです。

学会や公開講座など
学内で開催される
セミナー等の情報を紹介。

オープンキャンパスの内容

大 学

時間／10：00 〜14：30（受付 9：30〜）

●全体説明会(10:00〜10:30)
●学科別セミナー(10:45〜14:30)
●保護者対象説明会(13:00〜14:00)
●各種相談受付(入試相談ほか／随時)

短 大 ●科別セミナー(10:00〜14:30)
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●各種相談受付(入試相談ほか／随時)

別府大学
別府大学短期大学部
BEPPU UNIVERSITY / BEPPU UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE

大学
文学部
国際言語・文化学科
史学・文化財学科
人間関係学科

国際経営学部
国際経営学科

食物栄養科学部
食物栄養学科
発酵食品学科

別科日本語課程

大学院
文学研究科
食物栄養科学研究科

短期大学部
食物栄養科
初等教育科
専攻科

テレメールによる願書の請求方法

http://telemail.jp に
【日本高等教育評価機構】

本学は平成24年度日本高等教育
評価機構による２回目の第三者評
価の結果、
適格と認定されました。

資料は1〜2日後に届きます

アクセスし、ガイダンスに従ってご請求ください。
本学は平成24年度短期
大学基準協会による２回
目の第三者評価の結果、
適格と認定されました。

資料請求
番号

別府大学／別府大学短期大学部
〒 874 - 8501 大分県別府市北石垣 82

TEL.0977 - 66 - 9666 FAX.0977 - 66 - 4565

[e-mail] webmaster@nm.beppu-u.ac.jp

http://www.beppu-u.ac.jp/

160308 大学案内 入学願書セット
210354 大学案内 AOエントリーセット
210355 過去問題集

（発送開始前の請求を除く）

（無料／8月16日発送開始予定）
（無料／7月1日発送開始予定）
（無料／随時発送中）

スマホ・ケータイ用
バーコード

