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Ⅰ 地域貢献の方針と自治体等との交流協定 
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別府大学・別府大学短期大学部地域貢献の方針 

 

 

大学企画運営会議（平成22年10月6日） 

短大学科長会議（平成22年10月6日） 

 

別府大学･別府大学短期大学部は、建学の精神「真理はわれらを自由にする」のもと、地

域から信頼される人材育成に努めるとともに、本学が有する人的・物的、学術的資源を地

域のニーズに応じて提供し、地域の学術・文化・生涯学習の発展に寄与し、積極的に地域

貢献に取り組んでまいります。 

 

１．生涯学習への貢献 

県民の多様なニーズに応え、公開講座や展覧会、シンポジウムなどの開催をはじめ、

生涯学習の推進に貢献します。 

 

２．自治体や団体との連携 

大分県や別府市などの自治体、地域の自治会、企業、ＮＰＯ法人、各種団体などとの

交流を深め、地域が抱える様々な課題に対応した地域研究や地域と連携したプロジェク

トを推進し、大学の知的資源を活用した支援を行ないます。 

 

３．産学官の連携 

地域の歴史や文化、文化財、教育、福祉、食と健康、産業の振興など学部･学科の特性

を生かした産学官連携を進めます。 

 

４．教育現場との連携 

地域の大学として幼稚園、小学校、中学校、高等学校等への教育支援に努め、高大連

携の推進を図ります。 

 

５．地域への優秀な人材の供給 

地域振興などに貢献できる優秀な人材の育成に努め、大学教育を通じて地域貢献に寄

与します。 
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学校法人別府大学産学官連携ポリシー  
 

平成２２年６月２３日 

                       理 事 長 裁 定 

 
別府大学及び別府大学短期大学部（以下「本学」という。）は、地域との

連携や社会貢献が本学の重要な使命と考え、本学の知の成果を積極的に社会

へ還元することにより文化と産業の発展に貢献し、あわせて人材の育成に努

める。この目的を実現するため、本ポリシーを策定し、さらに産学官連携活

動に積極的に取り組む。  
 
１．本学の知の成果を積極的に社会に還元し、文化と産業の発展に貢献する。  

 

２．透明性の高い産学官連携活動を推進し、社会に対する説明責任を果たす。  

 

３．本学の知を積極的に社会に活かすことを通じて、本学の教育と研究の社

会的な価値を一層高める。  

 

４．産学官連携活動を通じて、社会の発展や文化の発展に貢献できる人材を

育成する。  
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１．自治体等との交流協定

協定日 締結主体 備考

平成6年7月1日 学校法人 宇佐教育研究センターを主とした交流協定

平成27年3月23日 学校法人 上記協定を引き継いで包括的な交流協定を締結

2 別府市 平成16年3月30日 学校法人 別府市・別府商工会議所とのまちづくり協定

平成15年4月1日 大学 日田市教育委員会との協定

平成18年1月30日 学校法人 教育委員会との協定を引き継いで新協定を締結

平成12年2月23日 学校法人 旧狭間町との協定

平成18年2月17日 学校法人 旧挟間町との協定を引き継いで新協定を締結

平成22年1月14日 学校法人 棚田プロジェクトに関する県・県農業農村振興公社との三者協定

平成26年1月16日 学校法人 包括的な交流協定を締結

6 国東市 平成22年1月26日 学校法人 包括的な交流協定

7 竹田市 平成22年5月16日 学校法人 包括的な交流協定

8 杵築市 平成22年7月20日 学校法人 包括的な交流協定

9 姫島村 平成22年7月26日 学校法人 包括的な交流協定

10 大分市 平成22年8月18日 学校法人 包括的な交流協定

11 豊後高田市 平成22年10月10日 学校法人 包括的な交流協定

12 日出町 平成22年10月14日 学校法人 包括的な交流協定

13 中津市 平成26年12月18日 学校法人 包括的な交流協定

14 臼杵市 平成26年12月25日 学校法人 包括的な交流協定

15 豊後大野市 平成27年2月16日 学校法人 包括的な交流協定

16 佐伯市 平成27年2月26日 学校法人 包括的な交流協定

17 玖珠町 平成27年7月14日 学校法人 包括的な交流協定

18 九重町 平成27年6月9日 学校法人 包括的な交流協定

19 津久見市 平成27年11月24日 学校法人 包括的な交流協定

２．大学との交流協定

協定日 締結主体 備考

平成18年12月20日 大学 単位互換協定

平成22年1月 短大 単位互換協定

平成23年5月24日 大学・短大 県内９高等教育機関で構成

平成19年9月20日 大学・短大 大分高等教育協議会の設置組織

平成23年2月23日 大学・短大 大分高等教育協議会の設置組織

平成16年7月9日 大学・短大 県内９高等教育機関で構成

３．企業との交流協定

協定日 締結主体 備考

平成27年9月9日 大学・短大 連携に関する協定

平成28年3月7日 大学・短大 連携に関する協定

平成28年4月13日 大学・短大 連携に関する協定

とよのまなび
コンソーシアムおおいた

特定非営利法人
大学コンソーシアムおおいた

大分銀行

大分みらい信用金庫

大分県信用組合

企業名

5 大分県

大学名

大分大学

大分高等教育協議会

地域連携研究
コンソーシアム大分

自治体名

1 宇佐市

3 日田市

4 由布市
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Ⅱ 別府大学における地域連携・社会貢献活動 
 

－ 4－



－ 5－



教員名
（○は主担当）

組織名

大学と駅と地域デザイン

　別府大学駅は、学生の多くが４年間利用する重要な設備である。学生と観光客、地
域に楽しく利用する駅にすることが目的として芸術を学ぶ学生の力で掲示板にかれら
のコラージュ作品を展示し、さらに駅舎利用される大学の建物を援用して巨大な円が
浮かぶアートをつくった。

H29.7
H29.1-3

有
◯長濱桂子

松本篤
      安松みゆき

国際言語・文化学科
絵画コース

「石と水と信仰がつなぐ
マチュピチュの世界

in大分宇佐」実行委員会委員

　今年度大分県立歴史博物館で開催予定の放送大学特別展示会『マチュピチュ・古代
アンデス文明と日本人』等への学術上の助言を行う予定。

H30年秋
実施予定｡

有 宇佐市 佐藤孝裕 史学・文化財学科

COC＋WG連携授業の構築
　COC+WGの委員として連携授業の開発に関り、「初年次地域キャリアデザインワーク
ショップ」を大分大学における開講科目として設定し、H29年度は第1回目を大分大学、
日本文理大学、別府大学からの参加学生を対象に、5コマ分の講師として対応した。

H29.11.21､22
H29.12.12

有 大分県 西村靖史 COC+

地域住民の健康づくりのための
健康支援教室

　別府市を中心とし地域住民の方々を対象にロコモティブシンドローム予防と認知症
予防の運動教室を運営した。食物栄養科学部食物栄養学科が主体となり学生は「運
動処方論演習」として受講して、大学の３５号館を教室として教員と学生が中心となっ
て指導した。

H29.4.22
H29.7.29
Ｈ29.9.19
Ｈ30.3.13

有 吉村良孝 食物栄養学科

香々地公民館健康づくりの会
　香々地公民館からの依頼により香々地地区の方々を対象に運動による健康づくり教
室の講師を務めて香々地地区で行った。

Ｈ29.4.25
Ｈ30.3.27

無 豊後高田市 吉村良孝 食物栄養学科

別府市東荘園健康志民の会
への健康づくり活動

　別府市の東荘園地区の健康市民の会より依頼があり、ロコもティブシンドローム予防
や認知症予防の運動教室を学生と共に東荘園公民館で行った。

Ｈ29.6.10
Ｈ30.2.15

有 別府市 吉村良孝 食物栄養学科

市町村で行う健康支援教室の立ち上
げと継続における学生の

実践的指導教育に関する事業（GP）

　GPとして学生の支援事業として実施した。学生が運動指導の技術を身に付けること
や高齢者と接することで高齢者または過疎の進地区での問題に触れるtこが目的で
あった。ロコモティブシンドローム予防と認知症予防の運動教室を学生指導のもと運営
した。地区は田染、犬田地区であった。

H29.9.
H30.3.

有 豊後高田市 吉村良孝 食物栄養学科

別府市健康づくり推進課の依頼
「歩きたくなる公園づくり」の

アイデアコンテスト

　別府市健康づくり推進課の依頼により、「運動生理学実験」の授業で「歩きたくなる公
園づくり」のアイデアコンテストを行った。市職員、別府湾ウォーキング協会の方より説
明を受けて、１回下見を行い、アイデアを作り、プレゼンテーションを行った。プレゼン
テーションには市職員、別府湾ウォーキング協会の方も参加した。１グループの案が
採用されて上人ケ浜公園に看板が設置された。

H29.5.
H30.1.

有 別府市 吉村良孝 食物栄養学科

なでしこ食育
　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
けに年4回の食育の講義と1回の調理実習を行う。

H29.4.～ 有 平川史子
大分県

サッカー協会

大分県サッカートレセン食育
　大分県サッカートレセンメンバーへの栄養調査および栄養講話を月1回行い、競技力
向上のための食事の役割を理解してもらう。

H29.4.1～ 無 平川史子
大分県栄養士会

大分県
サッカー協会

Top Athlete Oita Project
　大分からオリンピックに出場するトップアスリート育成するトップアスリート大分プロ
ジェクトの栄養スタップとして食物栄養学科の学生が参加。やり投げの川述優選手の
食事作りを担当。

Ｈ29.4.～ 有 平川史子
Top Athlete
 Oita Project

健康教室
　別府市の東荘園自治会が東荘園健康志民の会を立ち上げ、そこで別府大学食物栄
養学科と協力して健康教室を開催した。運動指導や身体測定・栄養診断・料理教室を
行った。

H29.5～H30.1 有 別府市
○吉村良孝
　 平川史子
   中村弘幸

別府市
東荘園健康
志民の会

湯けむり健康教室

　別府市在住の高齢者の健康・体力づくり教室を授業の一環として企画、運営してい
る。対象学年は本学科２、３年生で、学生による栄養アセスメントを元に栄養指導を行
なった。計8回の栄養教室を開催。その内２回は調理実習を実施。肥満や高血圧症な
どの予防のための栄養改善プログラムや薄味でもおいしく食べられる料理を考案し調
理実習を通して高齢者に健康維持のための食事の普及・啓発を行っている。

H29.9.～12 有 別府市
○中村弘幸
   平川史子

食物栄養学科

おおいた食育人材バンク 　日田市健康福祉まつりにてゲンエンジャーによる減塩活動 H29.10.8 有 日田市
○平川史子
   中村弘幸

食物栄養学科

おおいた食育人材バンク
　大分県教育庁体育保健課　スクールヘルスアップ事業の一環として津久見市立青江
小学校でのゲンエンジャーによる「早寝、早起き、朝ごはん」食育講座

H30.3.8 有 津久見市 ○平川史子
大分県

教育庁体育保健課

ゲンエンジャーによる食育活動
　大分市　社会福祉法人　天心会　天心保育園でのゲンエンジャーによる「はやね、早
起き、朝ごはん」の食育講座

H30.3.13 有
○平川史子
   中村弘幸

食物栄養学科

地（知）の拠点大学による
地域創生推進事業

（COC＋）大麦プロジェクト

　大分大学他地域大学と企業の産学官事業にて、大麦を利用した商品開発と、大麦
料理コンテストを実施した。

H29.4～H30.3 有 大分県

○仙波和代
   高松伸枝
   浅田憲彦
   梅木美樹

玖珠町
大麦プロジェクト研究会

１．地域連携・社会貢献活動

取組の名称 取組の内容
実施

時期・期間
学生の
参加

関係
自治体

担当する教員・組織
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教員名
（○は主担当）

組織名

１．地域連携・社会貢献活動

取組の名称 取組の内容
実施

時期・期間
学生の
参加

関係
自治体

担当する教員・組織

玖珠・大麦シンポジウム
　玖珠町大麦プロジェクト研究会主催で、大麦の普及を目的とし、くすまちメルサン
ホールにてシンポジウムを開催した。大麦に関する基調講演、パネルディスカッション
および本学学生が開発した大麦料理の試食会を実施した。

2017.8.27 有 玖珠町

○仙波和代
   高松伸枝
   浅田憲彦
   梅木美樹

玖珠町
大麦プロジェクト研究会

第1回大麦レシピコンテスト

　玖珠町大麦プロジェクト研究会主催で、別府大学にて第1回大麦レシピコンテストを
開催した。コンテストでは、学生や一般から応募のあった41作品の中から選ばれた14
組（料理部門9組、スイーツ部門5組）の調理が行われた。審査の結果、本学学生が出
品した中から6作品が受賞した。

2017.12.10 有 玖珠町

○仙波和代
   高松伸枝
   浅田憲彦
   梅木美樹

玖珠町
大麦プロジェクト研究会

ゴミ減量化のための親子料理教室
　別府市では家庭から排出されるゴミの約3割が食べ物から派生していとのことで、ゴ
ミ減量化の意識高揚を図るため、別府在住の小学生（中・高学年）とその保護者を対
象に食物栄養学科学生が考案したエコレシピによる「親子料理教室」を開催した。

2017.8.23 有 別府市
○木村靖浩
   中村弘幸

別府市
生活環境部環境課

大分ラグビーファンゾーン2017

　ラグビーワールドカップ2019大分県推進委員会主催による2年後に迫ったラグビーW
杯日本開催を県民に周知する2年前啓発イベントで、ワールドグルメと称したブースに
て本学科学生が調理した英国料理4品を一皿にして500円で提供した。113食を販売す
ることができた。

2017.10.8 有 大分県
○木村靖浩
   中村弘幸

ラグビーワールド
カップ2019

大分県推進委員会

大学生の食育推進事業
～味力あふれる大学生活応援プロ

ジェクト～

　大学生の食に関する課題解決のため「学生の健康は学生の手で」をスローガンに食
育活動を行うFES(学生食育推進サポーター）の養成と学生による食育推進活動の支
援を行う。

H24～継続中 有 大分県
○高松伸枝
   浅田憲彦
   中村弘幸

大分県東部保健所

食物アレルギー対応食コンテスト
　第34回日本小児喘息アレルギー疾患学会主催「食物アレルギー対応食コンテスト」
の最終審査を本学で行なった。学生が84品の試作・審査を行った。

H29.6.3･4 有 その他 高松伸枝
日本小児喘息

アレルギー疾患学会

食物アレルギー栄養食事指導
　竹田市立こども診療所での食物アレルギー外来にて、専門医と連携した栄養食事指
導を行い、学生見学や卒業論文での協力要請を行なっている。

H29.4.～H30.3 有 竹田市 高松伸枝
竹田市立

こども診療所

食物アレルギー栄養食事指導
　豊後大野市民病院での食物アレルギー外来にて、専門医と連携した栄養食事指導
を行い、学生見学や卒業論文での協力要請を行なっている。

H29.4.～H30.3 有 豊後大野市 高松伸枝 豊後大野市民病院

食物アレルギー栄養食事指導
　松山市内病院での食物アレルギー外来にて、専門医と連携した栄養食事指導を行
い、学生見学や卒業論文での協力要請を行なっている。

H29.4～H30.3 有 その他 高松伸枝 食物栄養学科

食物アレルギーキャンプへの参加
　松山市内病院の患者会主催の食物アレルギーキャンプへの参加を行った。卒業研
究のフィールドワークとした。

H29.8.10･11 有 その他 高松伸枝 食物栄養学科

道の駅　地産地消プロジェクト
　道の駅「みえ」で販売される地元特産品を利用し、学生がその加工品「おやころバー
ガー」を開発した。

H29.4.～H30.3 有 豊後大野市 高松伸枝 道の駅「みえ」

保健所離乳食指導媒体の作成
　大分市東部保健所と共同で離乳食指導、ホームページに使用する動画作成を行っ
た。卒業研究のフィールドワークとした。

H29.4.～H30.3 有 大分市 高松伸枝 大分市東部保健所

ローソン・大分県共同企画
次世代応援

地産地消　商品開発コンテスト

　ローソン・大分県共同企画で商品開発・販売を目的した料理コンテストに「豊後ふるさ
とにぎり」「かぼすとれもんのレアチーズケーキ」を出品、チーズケーキが入賞した。

H29.10.27 有 大分県 高松伸枝 ㈱ローソン・大分県

食物アレルギー料理コンテスト
　第3回（公）ニッポンハム食の未来財団主催「食物アレルギー料理コンテスト」700作
品の審査を行なった。科目選択学生へ出品を促した。

H29.12.10､
H30.1.28､3.18

有 その他 ○高松伸枝
（公）ニッポンハム

食の未来財団

別大×カゴメ　うま塩料理コンテスト

　カゴメ(株)との共催、大分県・(株)トキハインダストリー・(株)めいじん後援にて大分県
が勧める美味しい減塩料理「うま塩料理」の学校給食向けメニューコンテストを開催し
た。審査には別府市学校給食担当者、大分県栄養士会等にご参加いただき、受賞メ
ニューは実際に別府市等の学校給食にて子どもたちに提供された。

H29.7.8 有 大分県
○中村　弘幸
   平川　史子

食物栄養学科
カゴメ㈱等

別大×カゴメ
まず野菜もっと野菜メニューコンテスト

　カゴメ(株)との共催、大分県・(株)トキハインダストリー・(株)大分フットボールクラブ
（大分トリニータ）、(有)フーティーズ後援にて野菜メニューコンテストを開催した。審査
には大分県栄養士会等にご参加いただき、受賞メニューは実際に別府市等の学校給
食にて子どもたちに提供された。

H30.3.26 有 大分県
○平川　史子
　 中村　弘幸

食物栄養学科
カゴメ㈱等

大分県小児糖尿病サマーキャンプ

　大分県糖尿病協会主催の4泊5日の小児糖尿病サマーキャンプにてキャンプ中の食
事作りや料理教室等の食育活動を実施した。キャンプ参加にあたっては、5月より事前
研修や試作等の活動を行った。また、12月には別大GP支援のもと、大学にて患児を
対象としたクリスマス食育セミナーを開催した。

H29.5～12 有 中村　弘幸 大分県糖尿病協会
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第3回別府市CKD予防講座

　ビーコンプラザにて市民向けに開催された健康普及啓発イベントにて健康食の試食
展示を実施した。当日はうま塩料理ブースとして、今年度別府大学×カゴメにて実施し
た料理コンテストの受賞作品を更にCKD予防の観点からアレンジしたレシピの試食配
布を実施した。参加学生は試食を渡す際にレシピ紹介や簡単な減塩ポイント等につい
て別府市民へのアドバイスを実施した。

H29.12.3 有 別府市 中村弘幸 食物栄養学科

大分県ＨＡＣＣＰ推進事業
　HACCP普及のため、この手法を理解し、実践できるものの育成（教育）が重要、食品
衛生管理者養成施設である別府大学食物栄養科学部発酵食品学科の学生を対象と
した講習の企画

H29.10.～30.1 有 大分県 岡本啓湖
大分県生活環境部
食品安全・衛生課

大分県ＨＡＣＣＰ推進事業 　食品安全ハザードの防除を実現する本格焼酎「夢香米」製造におけるHACCP導入 H29.1～H29.10 有 大分県 岡本啓湖
大分県生活環境部
食品安全・衛生課

竹田サフラン商品開発 　竹田市のサフランを使用して、商品化を提案する H29.4.～H30.3 有 竹田市 米元俊一
大分アロマ

六次産業化プロジェクト

大分6次産業化プロジェクト 　大分農業公園にてアロマ植物の植栽やハーブティなどの試飲等で香育を発展させる H29.4.～H30.3 有 大分県 米元俊一
大分アロマ

六次産業化プロジェクト

大学連携魅力発信事業
　世界農業遺産に認定された国東半島宇佐地域の伝統的な農林水産循環システム
の魅力を県内外に発信するとともに、学生の世界農業遺産に関する理解を促進し、国
際的に認められた農耕文化を次世代へと継承する。

H29.6.1から
H30.3.10まで

有 大分県
○大坪素秋
　利光正文
下村美保子

別府大学夢米
棚田プロジェクト

地域食品企業との連携
  1年生の発酵食品製造実習、発酵食品加工実習において、地域の食品企業を招き、
食品製造だけでなく、地域の食品企業の実際、課題などについても話をしてもらってい
る。

前期6ｺﾏ
後期4ｺﾏ

有 吉井文子 発酵食品学科

どぶろく祭への参加

　杵築市大田の白髭田原神社で毎年行われるどぶろく祭は、人口減少、高齢化のた
め氏子だけでは人手が足りなくなりつつある。発酵食品学科の学生が、どぶろくの仕
込みや瓶詰め作業等に参加し、祭の補助をするとともに、古来の酒造りの作業を学
ぶ。

H29.9.30
H30.1.15

有 杵築市 三重野佳子 発酵食品学科

きつき城下町資料館の
展示説明英訳

　外国人観光客増加に伴い、観光施設では外国語の案内が必要性が増している。き
つき城下町資料館の学芸員と協力し、実際に施設を見学、メールでのやり取りをしな
がら、国際言語・文化学科英語英文コースの「英作文４」授業の一環として、展示説明
の英訳を行っている。全体が完成後に資料館で利用してもらうことになっている。

後期15ｺﾏ 有 杵築市 三重野佳子

GP研究
（アクティヴラーニン
グ導入による英語教
育活性化）

チーズ検定
　学生GPで「NPO法人チーズプロフェッショナル協会認定チーズ検定」の受験促進事
業。3月に開催されるチーズ検定および検定試験対策講座の別府会場。一般の方も受
験した。

H29.3.3 有 ○陶山明子 発酵食品学科

チーズとワイン公開講習会
　NPO法人チーズプロフェッショナル協会より講師を招聘した一般向けのチーズおよび
ワイン公開講習会

H29.3.3 有 ○陶山明子 発酵食品学科

少年少女科学体験スペース
（オーラボ）大学訪問講座

　子供達の科学や技術への興味・関心を一層高めるため、大分県教育委員会に協力
して、中学生を対象とした企業・大学訪問講座事業

H29.11.18 有 大分県
○小河正雄
   大坪素秋
   陶山明子

発酵食品学科

少年少女科学体験スペース
（オーラボ）科学体験講座

　子供達の科学や技術への興味・関心を一層高めるため、大分県教育委員会に協力
して、小学生を対象とした科学体験事業

H30.2.4 有 大分県
○藤原秀彦
   小河正雄

発酵食品学科

焼酎粕のあらたな利用法

　三和酒類株式会社（宇佐）の焼酎カスを、株式会社サーマス（千葉）と共同で堆肥化
している。また、同堆肥をフンドーキン醤油株式会社（臼杵市）のゆず園に散布し、現
在土壌や果樹の分析を行っている。本作業には、株式会社サーマス、フンドーキン醤
油株式会社と、発酵食品学科とでインターンシップ契約を結び、発酵食品学科醸造環
境学研究室所属の4年生とともに、土壌回収やゆず樹木の管理を定期的に行ってい
る。

H29.4～ 有 ○藤原秀彦
発酵食品・加工食品

地域共同
研究センター

別府市外国人旅行者協議会
　別府市内約４０のホテル・旅館で構成させる本協議会は、毎月外国人旅行者の資料
を作成しているが、これに対して統計的分析を施した上で市観光課、本協議会にコメ
ントをフィードバックしている。

H25..9.～ 無 別府市 池口功晃 国際経営学部

日田市天瀬町
「輝こう！あまがせ・支援大使」

　日田市天瀬町を舞台に、観光面からの天瀬公民館の教育、学術および文化に関す
る事業等の指導・助言等を行っている。毎年、天瀬町に学生を引率することで学生の
地域を見る目を養い、地域貢献を図っている。（例…天瀬の祭り「遊花祭」に参加、天
瀬温泉街の調査、天瀬の地域住民との触れ合いほか）

H25..9.～ 有 日田市 池口功晃 国際経営学部

「宇佐市まち・ひと・しごと創生
有識者会議」委員

　宇佐市における「まち・ひと・しごと創生有識者会議」委員を拝命し、昨年度数回会議
に出席し、観光的側面から意見を述べた。

H27.7.～ 無 宇佐市 池口功晃 国際経営学部
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「津久見市まちづくり
推進事業補助金審査委員会」

　津久見市で開催された津久見市まちづくり推進事業補助金審査委員会の審
査委員として主に観光面からの審議に加わった。

H28.8.～ 無 津久見市 池口功晃 国際経営学部

「ふるさと未来創造カンファレンス」
シンポジウム・パネラー

　別府市青年会議所主催で開催。長野別府市長、青年会議所会長、そして中山による
「魅力のあるまた・未来の別府」をテーマとしたパネルディスカッションを行い、その中
で50名の国際経営学部の学生を対象として討論も行った。学生たちから活発な意見も
出され大変有意義な試みと言える。

H29.11.18 有
別府市

青年会議所
中山昭則 国際経営学部

別府市中央公民館公開講座
「温泉学一般」

　例年実施している公開講座で、別府地球温泉博物館のスタッフがリレー方式で講師
を務めている。中山は別府温泉の成り立ちを鳥瞰図を用いて解説した。

H29.9.7 無
別府市

教育委員会
中山昭則 国際経営学部

放送大学リレー講座
　放送大学大分学習センター主催の公開講座。長野市長、由佐京都大学名誉教授、
姫野大分大学助教と共にリレー講座を実施した。中山は別府温泉の特徴とその成り
立ちについて講演した。

H30.2.4 無
放送大学

大分学習セ
ンター

中山昭則 国際経営学部

現代シニアセミナー
　別府市教育委員会社会教育課から依頼を受けて実施した。別府温泉について様々
な角度から検討を加えて講演した。

H30.2.19 無
別府市

教育委員会
中山昭則 国際経営学部

別府大学主催「国際文化論」講師
　毎年開催している公開講座。平成２９年度のテーマは「食」ということで、「温泉地別
府が育んだ食」と題して、温泉資源を活用した食と食文化の経緯について講演した。

H29.11.14 有 別府大学 中山昭則 国際経営学部

国際経営学部起業体験
　杵築市地域交流拠点「すずめの楽校」における起業体験として大田小野比枝神社大
祭にて、地域と大学が連携しクッキー製造・販売を通じた地域貢献を実施した。

H28.11.22、23 有 杵築市 中道　眞 国際経営学部

国際経営学部学会
共催大学評価学会全国大会

　地域社会の一般市民も参加できる日本大学評価学会の第15回全国大会を別府大
学にて開催した。各テーマの分科会、シンポジウム、さらには学生および地域社会（地
域の寺院）からの発表と質疑応答である特別セッションも開催した。

H29.3.3、4 有 大分県
○中道　眞

　　篠藤明徳
　　河合研一

別府大学
国際経営学部学会

別府大学日田歴史文化講座

　別府大学では毎年、日田市民を対象にして、第20回日田歴史文化講座を開催しまし
た。本学教員の他に、第２講はフィールドワークで九州歴史資料館を見学、第５講では
日田市咸宜公民館で地元の人による生花の体験学習をしました
講座期間
○第１講　平成２９年　９月１０日（日）１３：３０～１５：００
講師　阿部博光　　演題　別府の温泉エネルギーの発展性
会場　別府大学日田歴史文化研究センター
○第２講　平成２９年９月２３日（土）１０：００～１７：００
講師　田中裕介　　フィールドワーク　九州歴史資料館見学
○第３講　平成２９年１０月８日（日）１３：３０～１５：００
講師　高松伸枝　　演題　食物アレルギーを知ろう
会場　別府大学日田歴史文化研究センター
○第４講　平成２９年１０月２２日（日）１３：３０～１５：００
講師　古川博文　　演題　福祉とどのようにつきあうか
会場　別府大学日田歴史文化研究センター
○第５講　平成２９年１１月　５日（日）１３：３０～１５：００
講師　末武和美　　体験学習　生花をする
会場　日田咸宜公民館
○第６講　平成２９年１１月19日（日）１３：３０～１５：００
講師　吉村良孝　　演題　少しの工夫で体も脳も元気もりもり
会場　別府大学日田歴史文化研究センター

H29.9.～11
（6回）

無 日田市

○田中裕介
   阿部博光
   古川博文
   末武和美
   吉村良考

日田歴史
文化研究センター

第21回別府大学文化財セミナー
「災害史研究の最新動向
-気候変動と火山噴火-」

　「災害史研究の最新動向―気候変動と火山噴火―」とし、古気候学と、火山学の最
新の研究動向を､各分野の専門家にうかがい、それに伴う災害などの日本史に及ぼし
た影響と対応の歴史について、また歴史学と考古学研究における具体的な影響を、中
世史の荘園研究の分野と群馬県榛名山麓の遺跡調査の分野からも報告しもらい、最
新の研究動向についてのシンポジウムを行った。

H29.11.12 有 その他

○田中裕介
  飯沼賢司
 下村　智

  玉川剛司

文化財研究所

「熊本城石垣3D計測現地セミナー」

　本学の研究ブランディング事業で発足した、「九州文化財保存連絡推進会議」(九州
各県、市町村の自治体で構成される)の活動の一環で、九州の文化財専門職の調査
研究能力向上図る目的で、現地セミナーを実施した。今回のセミナーは、熊本城石垣
調査に合わせて実施したものであった。

H30.2.24 有 その他

   飯沼賢司
  下村　智

   田中裕介
  上野淳也
○玉川剛司

ブランディング事業
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教員名
（○は主担当）

組織名

１．地域連携・社会貢献活動

取組の名称 取組の内容
実施

時期・期間
学生の
参加

関係
自治体

担当する教員・組織

「九州文化財保存推進連絡会議」
「九州文化財保存学研究会」

　九州各県及び市町村の文化財専門職員を大学に招待し、第2回九州文化財保存推
進連絡会議を行った。その際、九州各県の自治体等の機関が大学を介して連携しつ
つ、文化遺産の保存、保護への技術的研究、技術の再教育事業等を進め、地域の災
害等の緊急時、恒常的文化財保存力の向上を図ることを目的とした「九州文化財保存
推進連絡会議」(自治体が対象)及び、研究活動を行う「九州文化財保存学研究会」(研
究者、一般の方々が対象)の設立について承認された。

H29.6.12 有 その他

○飯沼賢司
 下村　智

　 田中裕介
　 段上達雄

　　　渡辺智恵美
　上野淳也

　　　篠﨑悠美子
　 針谷武志
　白峰　旬

　 西村靖史
　 玉川剛司

ブランディング事業

臨床心理相談
　大分県及び周辺県の住民を対象に，カウンセリング業務を行っている。大学院生を
陪席者として同席させ教育も行っている。別府市をはじめとして，市町村及び企業とメ
ンタルヘルスに関する連携をとっている（様式4を参照)

通年 有 別府市

○矢島潤平
　 飯田法子

     石川須美子
     大嶋美登子
　   小野貴美子
     金子新之助

  中野明徳
  中村廣光

臨床心理相談室

田染荘御田植祭・収穫祭の体験
田染景観保全支援隊

  2000年以来続けている授業で、豊後高田市田染地区の重要文化的景観保存に協力
するとともに、田植え、稲刈りなどの農業体験を通して環境歴史学の自然と人間の関
係を実感させる試みである。春は学生４０名、秋は４０名の学生が参加した。

H29.6.10･11
H29.10.8

有 豊後高田市 飯沼賢司 地域連携推進センター

九州文化財保存推進連絡会議・
九州文化財保存学研究会の設立

　九州文化財保存推進連絡会議、九州文化財保存学研究会の正式発足。規約の承
認。連絡会議は九州内の自治体の文化財担当者の連携を図る会議。研究ブランディ
ング事業で別府大学が文化財保存研究の拠点となるための核となる組織である。
　九州文化財保存推進連絡会議　会長　飯沼賢司　副会長　下村　智　、三重　誠（大
分県文化課参事）、九州文化財保存学研究会　会長　飯沼賢司　副会長　下村　智を
専任。

H29.6.4 有
飯沼賢司
下村　智

文学部
文化財研究所

日田の水害の文化財
レスキューボランティア

　北部九州豪雨で福岡県朝倉市と大分県日田市は大きな被害を被った。文化財も被
害を受け、別府大学では日田市内の国指定の文化財広瀬家住宅（①）と小鹿田焼き
の里皿山地区（②）へ県の文化課と連携し、学生や教職員の文化財救出ボランティア
を出した。大学は折から、九州における文化遺産保護の拠点化を研究ブランディング
事業で進めており、この事業からも積極的な支援を進めた。

①H29.7.14
②H29.7.25

有 日田市
飯沼賢司

渡辺智恵美
地域連携推進センター

文化財研究所

湯～園地ボランティア派遣

　別府市は、クラウドファンディングで資金を集め、ケーブル楽天地を使い、「湯」テーマ
として観光ＰＲ事業「湯～園地」を企画した。別府大学も、地元の大学として、この事業
に協力し、付属の明豊高校から大学までの学生がこの企画を支え、運営するボラン
ティアとして参加した。また、この事業に合せて、別府大学の沢西祐典講師は、別府
『風呂マラソン』という小説を書き、湯～園地においても販売を行った。

H29.7.29～31 有 別府市 飯沼賢司 地域連携推進センター

久住神社の祭礼及び
宮城地区の小松祭りの支援

　竹田市の大学地域連携協議会、竹田市教育員会との交流支援事業として竹田市の
久住神社の祭礼支援（①）と宮城地区の小ダイ祭りの支援（②）を行った。

①H29.8.9･10
②H29.8.14･15

有 竹田市 飯沼賢司 地域連携推進センター

九州学

　２９年度は、佐藤義詮記念館が完成した。これを契機に、大学の原点を見直し、新た
な大学の在り方をさぐる企画を考えた。本企画は、九州の学の拠点をめざした別府大
学の原点をさぐるとともに、若い教員達、別府大学とかかわる地域の人材に未来を語
る場を提供することにした。そこで、今年は、創設者佐藤義詮の思いを受け「九州の学
のクロスロード　別府大学」をテーマとした。１２月実施のシンポジウムは「建学の精神
とはなにか」をテーマに、創設者佐藤義詮の友人黄瀛先生の弟子法政大学の王敏教
授を講師に招き、学長、山本、飯沼、篠藤が厚く建学の精神を語る。

H29.9.～H30.1. 有 飯沼賢司 地域連携推進センター
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２．自治体の委員等

教員名 審議会等の職名 自治体名･機関名等

オカナ・トマース 放送大学学習センター運営委員 放送大学大分学習センター H29.4.1 ～ H30.3.31

佐藤　瑠威 ラグビーワールドカップ2019大分県推進委員 大分県 H27.6.3 H31.7.1

佐藤　瑠威
第33回国民文化祭大分県実行委委員会及び
第18回全国障害者芸術・文化祭実行委委員会委員

大分県 H28.4.1 H30.3.31

松田　美香 別府市男女共同参画審議会委員 別府市 H28.7.11 ～ H30.7.10

松田　美香 共同研究プロジェクト研究員 国立国語研究所 H29.4.1 ～ H30.3.31

山野　敬士 スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員 大分県教育庁 H29.5.1 ～ H30.3.31

篠﨑　悠美子 委員 大分県長期教育計画委員会 H29.7.1 ～ H31.6.30

篠﨑　悠美子 大分県立歴史博物館協議会委員 大分県立歴史博物館 H27.9.11 ～ H29.9.10

篠﨑　悠美子 大分県文化財保護審議会委員 大分県教育委員会 H28.4.1 ～ H30.3.31

篠﨑　悠美子 九州国立博物館文化財保存修復施設運営委員会委員 九州国立博物館 H28.4.1 ～ H30.3.31

篠﨑　悠美子 大分県歴史博物館資料調査収集委員 大分県立歴史博物館 H28.7.1 ～ H30.6.30

飯沼　賢司 人間文化研究機構基幹研究プロジェクト委員 国立民族学博物館 H29.4.1 ～ H30.3.31

飯沼　賢司 羅漢寺調査委員 中津市教育委員会 H29.8.1 ～ H30.3.31

飯沼　賢司 史跡宇佐神宮境内保存整備指導委員会委員 宗教法人宇佐神宮 H29.8.8 ～ H32.3.31

飯沼　賢司 豊後大野市文化財保護審議委員 豊後大野市教育委員会 H29.9.12 ～ H31.3.31

飯沼　賢司 大分川・大野川学識者懇談会委員 国土交通省　九州地方整備局 H29.3 ～ H30.3

飯沼　賢司 石造文化を活用した誘客促進事業検討委員会委員長 豊後高田市 H29.8 ～ H30.3

飯沼　賢司 田染耶馬名勝調査委員会委員長 豊後高田市 H29.7 ～ H30.3

飯沼　賢司 田染荘小崎農村景観検討委員会委員 豊後高田市 H29.4 ～ H30.3

飯沼　賢司 史跡富貴寺整備基本計画策定委員会委員長 豊後高田市 H29.4 ～ H30.3

飯沼　賢司 熊野磨崖仏保存活用計画策定委員会委員長 豊後高田市 H29.4 ～ H30.3

飯沼　賢司 大分県記録史料調査事業調査会議委員 大分県教育委員会 H29.4 ～ H30.3

飯沼　賢司 大分市海部古墳資料館管理予定者専攻等委員会委員長 大分市教育委員会 H27.4 ～ H30.3

飯沼　賢司 文殊仙寺東古参道復興委員会委員長 文殊仙寺・国東市 H29.4 ～ H30.3

就任期間
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２．自治体の委員等

教員名 審議会等の職名 自治体名･機関名等 就任期間

飯沼　賢司 宇佐神宮境内保存整備委員会委員長 宇佐市教育委員会 H28.4 ～ H30.3

飯沼　賢司 大分県日本遺産推進協議会委員長 大分県教育委員会 H29.4 ～ H30.3

上野　淳也 実相寺古墳群調査検討委員会委員 別府市教育委員会 H27.3.30 ～ H30.3.29

下村　智 大分市文化財保護審議会委員 大分市教育委員会 H28.5.1 ～ H30.4.30

田中　裕介 豊後大野市文化財保護審議委員 豊後大野市教育委員会 H29.9.12 ～ H32.3.31

田中　裕介 佐伯市文化財保護審議委員 佐伯市教育委員会 H26.5 ～ 現在

田中　裕介 佐伯城跡調査指導委員 佐伯市教育委員会 H27.4 ～ 現在

田中　裕介 史跡中川家墓所調査整備委員会 竹田市教育委員会 H27.5 ～ 現在

田中　裕介 大分県文化財保護審議会委員 大分県教育委員会 H28.3 ～ 現在

田中　裕介 臼杵市内キリシタン遺跡調査指導委員会委員 臼杵市教育委員会 H28.5 ～ 現在

田中　裕介 大分県日本遺産推進協議会委員 大分県教育委員会 H28.5 ～ 現在

田中　裕介 宇佐市市内遺跡発掘調査調査指導委員 宇佐市教育委員会 H28.6 ～ 現在

田中　裕介 大分県近世重要遺跡詳細分布調査委員 大分県立埋蔵文化財センター H29..1.1 ～ 現在

田村　憲美 平成29年度総合地球環境学研究所共同研究員 総合地球環境学研究所 H29.4.1 ～ H30.3.31

段上　達雄 豊後大野市文化財保護審議委員 豊後大野市教育委員会 H29.9.12 ～ H32.3.31

段上　達雄 文化審議会専門委員（文化財分科会） 文化庁 H29.4.1 ～ H30.3.31

段上　達雄 大学機関別認証評価評価委員 公益社団法人　日本高等教育評価機構 H29.4.1 ～ H32.3.31

段上　達雄 吉田秋祭り調査指導委員会調査指導委員ならびに調査員 宇和島市教育委員会 承認日 ～ H30.3.31

段上　達雄 中津市歴史博物館（仮称）活用推進委員会委員 中津市教育委員会 H29.4.1 ～ H30.3.31

段上　達雄 文化審議会無形文化遺産部会作業部会構成員 文化庁 H29.6.23 ～ H30.3.31

段上　達雄 乾衣祭の習俗調査委員会委員 吉富町教育委員会 H29.7.20 ～ H30.3.31

段上　達雄 博多松ばやし調査指導委員会委員 福岡市経済観光文化局 H27.6.21 ～ H30.3.31

段上　達雄 福岡県文化財保護審議会専門委員 福岡県教育委員会 H28.4.1 ～ H30.3.31

段上　達雄 竹田市歴史資料館協議会委員 竹田市教育委員会 H28.3.21 ～ H30.3.31
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２．自治体の委員等

教員名 審議会等の職名 自治体名･機関名等 就任期間

段上　達雄 長崎県文化財保護審議会委員 長崎県教育庁/長崎件教育委員会 H28.4.1 ～ H30.3.31

段上　達雄 吉田秋祭り調査指導委員会委員ならびに調査員 宇和島市教育委員会 H29.6.1 ～ H30.3.31

利光　正文 日出町文化財保護委員 日出町教育委員会 H27.4.1 ～ H30.3.31

針谷　武志 理事 公益財団法人　大分県奨学会 H28.5.24 H30.5.23

針谷　武志 天草市立天草ｱ-ｶｲﾌﾞｽﾞ運営審議会委員 天草市 H28.9.1 H30.8.31

針谷　武志 別府市国際交流推進協議会委員 別府市国際交流推進協議会 H29.4.1 H31.3.31

渡辺　智恵美 人間文化研究機構基幹研究プロジェクト委員 国立民族学博物館 H29.4.1 ～ H30.3.31

渡辺　智恵美 国有文化財等（美術工芸品）保存修理事業協力者会議委員 文化庁 H29.5.19 ～ H30.3.31

渡辺　智恵美 大分県環境影響評価技術審査会委員 大分県 H27.6.3 ～ H30.3.31

篠藤　明徳 日田市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 日田市 H29.8.10 ～ H31.8.9

篠藤　明徳 由布市個人情報保護審議会委員 由布市 H27.10.1 ～ H30.9.30

篠藤　明徳 日田市定住自立圏共生ビジョン懇談会委員 日田市長 H27.10.13 ～ H29.10.12

長尾　秀吉 別府市社会教育委員 別府市教育委員会 H29.4.1 ～ H31.3.31

矢島　潤平 科学研究費委員会専門委員 独立行政法人　日本学術振興会 H28.12.1 ～ H29.11.30

織原　保尚 別府市人権啓発センター運営委員 別府市 H26.4 ～ 現在

織原　保尚 別府市人権問題啓発推進協議会委員 別府市 H27.4 ～ 現在

織原　保尚 大分大学医学部付属病院臨床研究審査委員 大分大学 H28.4 ～ H29.3

織原　保尚 別府市行政不服審査会委員 別府市 H28.7 ～ 現在

織原　保尚 日出町情報公開・個人情報保護審査会委員 日出町 H29.7 ～ 現在

西村　靖史 別府版「生涯活躍のまち」研究会　委員 別府市 H29.10 ～ 現在

西村　靖史 別府市情報公開審査会　委員 別府市 H29.11 ～ 現在

西村　靖史 COC+共同開発科目開発部会　委員 COC+ H28 ～ 現在

尾口　昌康 福岡県精神保健福祉士協会：実習検討委員 福岡県精神保健福祉士協会 H20.4 ～ 現在

尾口　昌康
日本ソーシャルワーク教育学校連盟
模擬試験問題作成・解説委員

日本ソーシャルワーク教育学校連盟 H21.4 ～ 現在
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２．自治体の委員等

教員名 審議会等の職名 自治体名･機関名等 就任期間

尾口　昌康 大分精神障害者就労推進ネットワーク理事 大分精神障害者就労推進ネットワーク 2012.4 ～ 現在

矢島　潤平 評議員 日本臨床心理士養成大学院協議会 H28.4 ～ 現在

矢島　潤平 大分県緊急時こころのケアチーム（CRT）：派遣支援員 大分県 H20.4 ～ 現在

矢島　潤平 総務省消防庁緊急時メンタルサポートチーム：派遣支援員 総務省 H20.3 ～ 現在

矢島　潤平 大分県臨床心理士会：監事 大分県臨床心理士会 H26.4 ～ 現在

矢島　潤平 日本行動医学会：評議員 日本行動医学会 H16.4 ～ 現在

矢島　潤平 日本ストレス学会：評議員 日本ストレス学会 H18.9 ～ 現在

矢島　潤平 日本ストレスマネジメント学会：常任理事 日本ストレスマネジメント学会 H29.4 ～ 現在

矢島　潤平 日本行動科学学会：理事 日本行動科学学会 H24.4 ～ 現在

矢島　潤平 日本心理学会：代議員 日本心理学会 H29 ～ 現在

浅田　憲彦 代表理事（副会長） 公益社団法人　大分県栄養士会 H28.6.5 ～ H30.6.9

浅田　憲彦 日本栄養改善学会評議員 特定非営利活動法人　日本栄養改善学会 H28.11.1 ～ H30.10.31

高松　伸枝 日本栄養改善学会評議員 日本栄養改善学会 H28.9 ～ H30.9

高松　伸枝 日本小児難治喘息アレルギー疾患学会理事 日本小児難治喘息アレルギー疾患学会 H28.7 ～ H30.7

高松　伸枝 日本栄養食糧学会参与 日本栄養食糧学会 H29.4 ～ H30.3

高松　伸枝 小児アレルギーエデュケーター制度委員 日本小児難治喘息アレルギー疾患学会 H28.7 ～ H30.7

高松　伸枝 小児アレルギーエデュケーター試験委員 日本小児難治喘息アレルギー疾患学会 H28.7 ～ H30.7

高松　伸枝 日本栄養士会特定分野食物アレルギー栄養士・管理栄養士制度準備委員 日本栄養士会 H29.4 ～ H30.3

高松　伸枝 （公）ニッポンハム食の未来財団「食物アレルギー料理コンテスト」審査委員 （公）ニッポンハム食の未来財団 H29.4 ～ H30.3

高松　伸枝 大分県医師会学校保健部会食物アレルギー対策委員 大分県医師会 H29.4 ～ H30.3

高松　伸枝
日本小児難治喘息アレルギー疾患学会
「食物アレルギー対応食コンテスト」審査委員

日本小児難治喘息アレルギー疾患学会 H29.4 ～ H30.3

高松　伸枝 大分県栄養士会栄養ステーション相談員 大分県栄養士会 H29.4 ～ H30.3

高松　伸枝 厚生労働科学研究「食物アレルギーの栄養食事指導手引き2017」検討委員 厚生労働省 H29.4 ～ H30.3

高松　伸枝 消費者庁政策調査費「加工食品のアレルゲン含有量早見表2017」検討委員 消費者庁 H29.4 ～ H30.3
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２．自治体の委員等

教員名 審議会等の職名 自治体名･機関名等 就任期間

高松　伸枝 消費者庁政策調査費「食物アレルギーひやりはっと事例集」検討委員 消費者庁 H29.4 ～ H30.3

中村　弘幸 節塩プロジェクト会議検討委員 大分県東部保健所 H29.6.13 ～ H30.3.1

平川　史子 日本栄養改善学会評議員 日本栄養改善学会 H26.4.1 ～ H32.10.31

平川　史子 大分県スポーツ学会　監事 一般社団法人　大分県スポーツ学会 H22.7.1 ～ 継続中

平川　史子 大分県スクールヘルスアップ事業　委員長 大分県教育庁体育保健課 H29.2.1 ～ 継続中

平川　史子 大分県スポーツ推進審議会委員 大分県教育委員会 H30.3.1 ～ 継続中

平川　史子
大分市立小学校給食調理場調理等業務委託
調理等業務委託事業者選定委員会　委員長

大分市教育委員会 H30.3.1 ～ 継続中

藤井　康弘 ここのえ“夢”ブランド創造協議会特産品開発・6次産業分科会 九重町 H28.4.1 ～ H30.3.31

藤井　康弘 第3期大分市食育推進計画策定検討委員会 大分市 H28.12.15 ～ H29.11.29

藤井　康弘 からだが喜ぶ食育応援店普及推進協議会 大分市 H30.1.11 ～ 継続中

岡本　啓湖 九州支部企画幹 日本生物工学会 H29 ～ H30

三重野　佳子 九州地区大学教育研究会委員 九州地区大学教育研究会 H29.4.1 ～ H30.3.31

三重野　佳子 とよのまなびコンソーシアム運営委員 とよのまなびコンソーシアム H29.4.1 ～ H30.3.31

米元　俊一 （公）日本食品科学工学会西日本支部評議員 （公）日本食品科学工学会西日本支部 H30.3 ～ H32.3

米元　俊一 日本応用糖質科学会九州支部幹事 日本応用糖質科学会九州支部 H30.3 ～ H32.3

阿部　博光 別府市温泉発電等対策審議会委員 別府市 H28.4 ～ 継続中

阿部　博光 別府市新エネルギービジョン委員会委員 別府市 H26.4 ～ 継続中

阿部　博光 九重町まち・ひと・しごと総合戦略委員 九重町 H27.4 ～ 継続中

池口　功晃 「宇佐市まち・ひと・しごと創生有識者会議」委員 宇佐市 H27.7 ～ 継続中

池口　功晃 「津久見市まちづくり推進事業補助金審査委員会」審査委員 津久見市 H28.8 ～ 継続中

関谷　忠 大分市地産地消促進協議会委員 大分市 H29.7 ～ H30.6

中山　昭則 別府市景観審議会委員 別府市 H25.9.28 ～ 継続中

中山　昭則 日出町文化財保護委員 日出町教育委員会 H27.4.1 ～ 継続中

中山　昭則 別府市協働のまちづくり推進委員 別府市 H29.10.27 ～ 継続中
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２．自治体の委員等

教員名 審議会等の職名 自治体名･機関名等 就任期間

中山　昭則 別府市観光戦略部指定管理指定管理候補者選定委員 別府市 H29.10.2 ～ 継続中

中山　昭則 別府市行政改革推進審議会委員 別府市 H29.5.19 ～ 継続中

中山　昭則 別府市総合戦略推進委員 別府市 H28.8.8 ～ 継続中

中山　昭則 別府市文化的景観整備等検討委員 別府市教育委員会 H25.1.11 ～ 継続中

中山　昭則 ここのえ“夢”ブランド創造協議会委員 九重町 H28.5.18 ～ 継続中

中山　昭則 豊後高田市認定文化遺産調査委員 豊後高田市 H27.2 ～ 継続中

中山　昭則 田染荘小崎の農村景観検討会 豊後高田市 H26.4 ～ 継続中

今井　航 別府市知見活用委員会委員 別府市教育委員会 H29.5.23 ～ H29.7.14

小川　幸男 中津市自殺対于作連絡協議会の委員 中津市 H29.4.1 ～ H31.3.31

佐藤　敬子 大分県青少年健全育成審議会委員 大分県 H29.8.1 ～ H31.7.31

佐藤　敬子 大分市公平委員会委員 大分市 H27.4.1 ～ H31.3.31

佐藤　敬子 日田市男女共同参画審議会委員 日田市 H28.4.1 ～ H30.3.31

佐藤　敬子 大分県保育事業研究大会及び九州保育三団体研究大会の指導委員 社会福祉法人　佐伯民生福祉会 H28.4.1 ～ H30.3.31

佐藤　敬子 大分県人権尊重社会づくり推進審議会委員 大分県知事 H28.11 ～ H30.11

佐藤　敬子 平成29年度大分県立高等学校第三者評価委員 大分県教育委員会 H29.5.18 ～ H30.3.31

仲嶺　真信 別府市立図書館運営協議会委員 別府市教育委員会 H29.7.1 ～ H30.6.30

仲嶺　真信 日本高等教育評価機構評価委員 （公財）日本高等教育評価機構 H29. 4.1 ～ H30 3.31 

石川　須美子 理事 西日本心理劇学会 H19.5.1 ～ H33.4.30

飯田　法子 児童相談部会委員
大分県福祉保健部
社会福祉審議会福祉専門分科会

H23.4.1 ～ H31.3.31

飯田　法子 学校評議員 大分県立佐伯支援学校 H23.6.1 ～ H31.3.31

飯田　法子 保育コーディネーター養成委員会委員 大分県保育連合会 H26.4.1 ～ H31.3.31

飯田　法子 いじめ問題再調査委員会委員 大分市教育委員会 H28.6.1 ～ H31.3.31

飯田　法子 合理的配慮に係る専門家チーム事業委員 大分市教育委員会 H30.4.1 ～ H31.3.31

飯田　法子 事務局長 大分県臨床心理士会 H19.6.1 ～ H32.3.31
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小野　貴美子 委員
別府市教育委員会
「別府市学校問題解決支援チーム」

H26.10.6 ～ H31.3.31

中野　明徳 理事 日本精神衛生学会 H11.4.1 ～ 現在

中野　明徳 委員 大分県立学校いじめ対策委員会 H25.4.1 ～ 現在

中村　廣光 スーパーバイザー
竹田市教育委員会
「問題を抱える子ども等の自立支援事業」

H18.4.1 ～ 現在

中村　廣光 雇用管理コンサルタント 介護労働安定センター大分支部 H20.4.1 ～ 現在

中村　廣光 副会長 大分県心身障害児適正就学指導委員会 H17.4.1 ～ 現在

中村　廣光 会長 大分認知行動療法研究会 H22.4.1 ～ 現在

中村　廣光 副会長 別府市要保護児童対策協議会 H24.4.1 ～ 現在

中村　廣光 委員 大分市社会福祉審議会 H21.4.1 ～ 現在

中村　廣光 委員
大分県教育委員会　小・中学校等特別支援教
育充実事業に係る専門家チーム

H17.4.1 ～ 現在

中村　廣光 評議員 大分いのちの電話 H16.4.1 ～ 現在

矢島　潤平 派遣支援員 総務省消防庁緊急時メンタルサポートチーム H20.3 ～ 現在

矢島　潤平 監査 大分県臨床心理士会 H26.4 ～ 現在

矢島　潤平 代議員 （社）日本心理学会 H29.6 ～ 現在

矢島　潤平 会員 大分県臨床心理士会災害支援研究会 H27.4 ～ 現在

矢島　潤平 派遣支援員 大分県緊急時こころのケアチーム（CRT） H20.4 ～ 現在

矢島　潤平 委員 別府っ子プロジェクト H26.4 ～ 現在

矢島　潤平 代議員 日本臨床心理士養成大学院協議会 H28.4 ～ 現在

矢島　潤平 評議員 日本行動医学会 H16.4 ～ 現在

矢島　潤平 評議員 日本ストレス学会 H18.9 ～ 現在

矢島　潤平 理事 日本ストレスマネジメント学会 H29.4 ～ 現在

矢島　潤平 理事 日本行動科学学会 H24.4 ～ 現在

小野　貴美子 常任理事 西日本心理劇学会 H19.5.1 ～ H33.4.30

小野　貴美子 理事 大分県臨床心理士会 H14.6.1 ～ H32.3.31
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小野　貴美子 審査委員長 24時間いじめ相談電話事業提案競技審査会 H25.5.8 ～ H30.3.9

小野　貴美子 運営委員 大分県こころの緊急支援活動 H27.9.1 ～ H31.5.31

小野　貴美子 専門家委員
大分県教育委員会
「学校問題解決支援チーム」

H26.9.1 ～ H30.8.31

小野　貴美子 専門委員 大分県青少年健全育成審議会 H27.8.1 ～ H31.7.31

小野　貴美子 委員 別府地域保健委員会 H27.7.1 ～ H30.6.30

小野　貴美子 派遣支援員 大分県緊急時こころのケアチーム（CRT） H20.4 ～ H30.4

小野　貴美子 委員 別府市障害者自立支援協議会 H28.6.20 ～ H30.4.30

大嶋　美登子 大分県いじめ問題調査委員会委員 大分県 H28.4 ～ 現在

大嶋　美登子 大分県自殺対策連絡協議会委員 大分県 発足当時 ～ 現在

大嶋　美登子 大分市民のこころといのちを守る自殺対策行動計画策定検討委員会委員 大分県 発足当時 ～ 現在

岡本　啓湖 日本生物工学会代議員（大分県） 日本生物工学会 H27 ～ H29
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安松　みゆき
『板東収容所』開所100周年

ユネスコ『世界の記録』登録推進講演会
捕虜たちのデザイン力

「板東収容所」とウィーン世紀末
徳島県教育委員会 H29.10.29

飯沼　賢司
北九州市立いのちのたび博物館

博物館友の会講演会
六郷満山

北九州市立
いのちのたび博物館

博物館友の会
H29.5.28

飯沼　賢司 別府市サザンクロス講座 大分歴史探訪 別府市サザンクロス
H29.5.～11
（第三金曜）

飯沼　賢司
大分県教育委員会主催
日本遺産シンポジウム

日本遺産シンポジウムのパネリスト 大分県教育委員会 H29.8.19

飯沼　賢司
日田市公開講座
「日本遺産を歩く」

大分県日本遺産推進協議会の取り組み 日田市 H29.10.9

飯沼　賢司 宇部古文書研究会講演会 梅園と禅海和尚の夢 宇部古文書研究会 H29.10.14

飯沼　賢司
国際フォーラム

「地域文化の再発見」
国東半島における

世界農業遺産の取り組みと大学
国立民族博物館 H29.10.21

飯沼　賢司 全国博物館協会大会

「文化財の防災及び災害復旧対策」
 司会 京都大学理学研究科 教授 竹村 惠二

講師　飯沼賢司
「別府大学の文化財保存への取り組み」

全国博物館協会 H29.11.30

平川　史子 大分県スポーツ栄養研修会 スポーツと栄養「基礎編」 大分県栄養士会主催
H29. 4.23
H29. 5.21

平川　史子
大分県スポーツ学会認定

スポーツナース、スポーツ救護員
養成講座講師

スポーツ栄養学
一般社団法人

大分県スポーツ学会
H29.5.21

平川　史子 スポーツ医科学セミナー スポーツ栄養学
九州総合

スポーツカレッジ
（宇佐市）

H29.6.1

平川　史子 出前授業 思春期の栄養
大分県立

佐伯豊南高等学校
H29.6.6

平川　史子 出前授業 思春期の栄養
大分県立

臼杵高等学校
H29.6.22

平川　史子 高大連携 思春期の栄養 大分高等学校 H29.7.13

平川　史子 食育講座
練習の成果を100％発揮するための

栄養レクチャー
明豊高等学校野球部 H29.7.29

平川　史子

別府大学食物栄養科学部
食物栄養学科第16回高等学校

特別支援学校家庭科・
養護教諭教員学術交流会

大分県高校家庭科部会教員を対象
「別府大学生考案　うま塩レシピ」

大分県
高校家庭科部会教員

H29.8.9

平川　史子
平成２９年度

スポーツ医科学研修講座
大分県空手道連盟主催にて

保護者に対してスポーツ栄養の講演
大分県

空手道連盟主催
H29.9.16

平川　史子
別府大学食物栄養学科

地域住民公開講座
減塩メニュー・うま塩レシピ 別府大学 H29.9.30

平川　史子
日本健康栄養システム学会

第15回九州地方会特別講演Ⅱ座長

「つなげたい　食べる意欲を生きる意欲へ
～在宅で管理栄養士ができること～」

古川美和（長崎市医師会
医療センター診療所管理栄養士）

日本健康栄
養システム学会

第15回九州地方会
H29.11.24

３．研修会等の講師
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３．研修会等の講師

平川　史子
明星小学校・別府大学連携

「食育」プロジェクト

　　「食育」を通じて、明星小学校の子どもたち
の「学力・気力・体力」の

向上のために1年生から4年生を対象に
明星小学校でｹﾞﾝｴﾝｼﾞｬｰの食育劇を行った。

明星小学校 H29.12.4

平川　史子
明星小学校・別府大学連携

「食育」プロジェクト
明星小学校6年生・5年生を対象とした

調理実習を別府大学にて開催
明星小学校

H30.1.22
H30.1.24

浅田　憲彦 別府メタボリッククラブ研修会 臨床栄養に役立つ 生化学・栄養学 別府メタボリッククラブ H29.9.26

浅田　憲彦
大分市認可保育園

調理担当職員対象給食研究会
災害時における備蓄食の活用および

普段からの備えについて
大分市 H29.9.27

浅田　憲彦
九重町食生活改善推進協議会

研修会第3回中央研修会
家庭と地域の防災対策

　～食べることから防災を考える～
九重町 H29.11.24

浅田　憲彦 PTA対象調理実習 お腹すっきり！ 頭もスッキリ！ 大麦レシピ講座
大分県立

別府鶴見丘高等学校
H29.11.25

浅田　憲彦
平成29年度公衆衛生
職域分野合同研修会

災害時における行政栄養士の役割を学ぶ
～JDA-DATの受け入れ等について～

大分県 H30.2.10

浅田　憲彦 第4回玖珠郡栄養士研修会
給食施設における防災への取り組み

 災害時における管理栄養士・
栄養士の対応について考える

大分県西部保健所 H30.2.13

浅田　憲彦
平成29年度

栄養教諭・学校栄養職員研修会
指導案の作成について 大分市教育委員会 H30.2.23

高松　伸枝 料理教室の実施 みーんな笑顔　食物アレルギー料理教室 大分市・ホルトホール

H29. 6.10
H29. 7.15
H29. 8.19
H29. 10.21
H29. 12.16
H30. 1.27
H30. 2.24
H30. 3.24

高松　伸枝
第34回日本小児難治

喘息アレルギー疾患学会
ワークショップ

一人で頑張るPAEにもっと光を！
日本小児難治喘息

アレルギー疾患学会
H30.7.23

高松　伸枝
第34回日本小児難治

喘息アレルギー疾患学会
イブニングセミナー座長

職種別PAE介入方法を探る
日本小児難治喘息

アレルギー疾患学会
H30.7.22

高松　伸枝
大分県教育庁新規採用

養護教諭及び学校栄養職員研修
学校における食物アレルギーの対応 大分県教育庁 H30.7.28

高松　伸枝 第5回全調協教職員セミナー 食物アレルギーの対応と実践
（公）全国調理師
養成施設協会

H30.8.2

高松　伸枝 福岡こども病院研修会 食物アレルギーの栄養食事指導 福岡こども病院 H30.8.7

高松　伸枝
平成29年度

日出町食育推進事業
おいしく食育講座

よく知ろう食物アレルギー
みんなの理解のために

日出町 H30.8.20

高松　伸枝 延岡市学校給食夏季研修会 食物アレルギーの給食対応について 延岡市教育委員会 H30.8.23

高松　伸枝
大分県栄養士会

平成29年度生涯教育研修会
食物アレルギー最新情報（講義）及び調理実習

（一社）大分県栄養士
会

H30.9.2
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高松　伸枝 平成29年度保健指導研修 食物アレルギーにおける栄養指導の実際 （独） 環境再生保全機構 H30.9.7

高松　伸枝
第64回日本栄養改善学会

共催セミナー座長
食物アレルギー

診療ガイドライン2016を読み解く
日本栄養改善学会 H30.9.14

高松　伸枝 第72回日本体力医学会
臨床現場からみる食物依存性運
動誘発アナフィラキシー（FDEIA）

日本体力医学会 H30.9.16

高松　伸枝
平成29年度

長崎県栄養士会生涯教育研修会
食と健康に関する基礎知識根拠に基づいた

栄養管理食物アレルギーについて
長崎県栄養士会 H30.9.30

高松　伸枝 平成29年度日田歴史文化講座 食物アレルギーについて
日田歴史

文化研究センター
H30.10.8

高松　伸枝
平成29年度

大分県食育指導者研修会
学校における食物アレルギー対応

大分県
教育庁体育保健課

H30.11.2

高松　伸枝
第54回日本小児アレルギー学会

エデュケーター企画

食物アレルギーに関連した
栄養士・管理栄養士認定制度に

おけるPAEの関わり

日本
小児アレルギー学会

H30.11.18

高松　伸枝 患者会料理教室の実施 食物アレルギー料理教室 愛媛生協病院 H30.11.21

高松　伸枝 平成29年度小児保健支援者研修会
みんなで考え、

育もう食物アレルギーっ子の食生活
神奈川県

小児保健協会
H30.11.28

高松　伸枝 2017食物アレルギーセミナー 食物アレルギー栄養指導のポイント
（公）ニッポンハム食の

未来財団

H29.12.3
H30. 2.8
H30.2.25
H30.3.18
H30.3.29

高松　伸枝 別府大学公開講座 後世に残したい家庭料理とは？ 別府大学 H30.12.19

高松　伸枝
平成29年度厚生労働省

保育士等キャリアアップ研修・
食育推進研修会

アレルギー疾患の理解・保育所における
食事の提供ガイドライン・

保育所におけるアレルギー対応ガイドライン
大分県保育連合会 H30.1.16～18

高松　伸枝 竹田市食物アレルギー研修会
食物アレルギーのための
献立作成・調理の工夫

竹田市 H30.1.22

高松　伸枝
平成29年度第2回

（公）長崎県栄養士会児童福祉施設等
栄養士人材育成研修会

保育所・認定こども園の園児の
ためのアレルギー対応

（公）長崎県栄養士会 H30.2.4

高松　伸枝 食物アレルギー対応講演会 学校における食物アレルギー対応について 別府市教育委員会 H30.2.6

高松　伸枝
平成29年度大分県食品衛生監視員・

畜食鳥検査員・狂犬病予防
協議会研修会

食物アレルギーの最新動向と対策
大分県

食品・生活衛生課
H30.2.15

高松　伸枝 大分市調理担当者研修会 乳幼児期の食物アレルギーと給食対応について
大分市

子どもすこやか部
H30.2.28

中村　弘幸 竹田市食生活改善推進協議会総会 地域資源を活用した住民主体の健康づくり 竹田市 H29.4.21

中村　弘幸 健康づくり栄養教室 うま塩料理調理実習 別府市東荘園 H29.9.13
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中村　弘幸 進路ガイダンス 私たちの食事と栄養素
西南女学院高校

西南女学院中学校
H29.10.17

中村　弘幸
日本健康・栄養システム学会

第15回九州地方会
地域ケアマネジメントにおける大学のあり方

～別府大学における取組～
日本健康・栄養
システム学会

H29.11.23

中村　弘幸
平成29年度

国東市食と健康フォーラム
知っていますか？食事と健康の大切な関係 国東市 H29.11.25

中村　弘幸 食生活改善推進員研修会 豊後高田市の食からみえる現状 豊後高田市 H29.3.13

藤井　康弘 高大連携 「食物栄養科学部」 大分県立中津北高校 H29.8.10

藤井　康弘 進路ガイダンス 「家政系（食物・栄養）系の大学では何を学ぶか 宮崎県立高鍋高校 H29.9.15

藤井　康弘 進路ガイダンス
「生物学・バイオテクノロジー系、

農芸・造園・園芸系の大学・短大について」
鹿児島県私立
出水中央高校

H29.12.13

藤井　康弘 進路ガイダンス 「栄養学系の学びとは」
大分県私立
府内高校

H30.3.14

木村　靖浩 進路ガイダンス 「食物栄養」
大分県私立

東九州龍谷高校
H29.9.25

木村　靖浩 進路ガイダンス 「食に関する職業」
大分県立

爽風館高校
H29.10.24

木村　靖浩 進路ガイダンス
「管理栄養士の仕事と

管理栄養士になるための学び」
長崎県立壱岐高校 H29.11.14

岡本　啓湖 別府大学公開講座
別府大学六次産業により生まれた

本格焼酎「夢香米」の誕生と今後の展望
別府大学 H29.11.28

岡本　啓湖
「天瀬まちづくり大学」受講生の

別府大学訪問での講義
「別府大学六次産業により生まれた本格焼酎

「夢香米」の誕生と今後の展望」
別府大学 H29.12.4

陶山　明子 高大連携授業 大分県立玖珠美山高等学校
大分県立

玖珠美山高等学校
H30.2.20

陶山　明子 高大連携授業 福徳学院高等学校 福徳学院高等学校 H30.2.23

陶山　明子 進学ガイダンス（アクティブラーニング）
福岡県立

八幡中央高等学校
H30.2.27

陶山　明子
		平成２９年度九州高等学校生徒

理科研究発表大会
第1回準備会議・研修会						

九州高等学校生徒
理科研究発表大会

H29.8.17

陶山　明子
平成29年度

第2回合同研究成果発表会
（食品・健康分野）

香りの高い酵母の開発と
食品の機能性タンパク質の解析

福岡県立
八幡中央高等学校

H29.11.21

藤原　秀彦 科学体験講座 飲む点滴「発酵ドリンク」を作ってみよう
少年少女科学体験
スペース O-Labo

H30.2.4

藤原　秀彦 アクティブラーニング講座 酵母バイオリアクターによるアルコール発酵 八幡中央高校 H30.2.17

藤原　秀彦 出前講義 遺伝子組換えの現状と可能性　 佐伯鶴城高校 H30.3.2
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藤原　秀彦 出前実験 遺伝子組換え実験 安心院高校 H30.3.9

藤原　秀彦 OSSフェスタ　科学実験 遺伝子組換え実験 OSSコンソ H29.7.22

藤原　秀彦 OSSフェスタ　科学実験 酵母バイオリアクターによるアルコール発酵 OSSコンソ H29.7.22

仲嶺　真信
NHk文化センター大分教室

「神と仏を訪ねる」
タイ　仏の国の耀き（九州国立博物館）

NHK文化センター
大分支社

H29.4.16

仲嶺　真信
NHk文化センター大分教室

「神と仏を訪ねる」
宇佐市内寺院見学

NHK文化センター
大分支社

H29.6.18

仲嶺　真信
NHk文化センター大分教室

「神と仏を訪ねる」
久留米市内寺院見学

NHK文化センター
大分支社

H29.8.20

仲嶺　真信
NHk文化センター大分教室

「神と仏を訪ねる」
西大寺展（山口県立美術館）

NHK文化センター
大分支社

H29.12.10

仲嶺　真信
NHk文化センター大分教室

「神と仏を訪ねる」
大分市内寺院見学

NHK文化センター
大分支社

H30.2.19

田中　裕介 諫早市歴史美術館講座 千々石ミゲル墓所の調査成果 諫早市立歴史美術館 H30.2.4

飯田　法子 大分県佐伯支援学校 ケース会議 大分県佐伯支援学校 H30.1.22

飯田　法子
大分地方・家庭裁判所

健康管理に関する講習会
「アサーティブコミュニケーションについて」 大分地方・家庭裁判所 H30.2.20

飯田　法子 大分県看護協会 新人看護研修 メンタルヘルス研修年2回 大分県看護協会
H29.5.31
H30.2.22

飯田　法子
大分市教育委員会

エデュサポートセンター
事例検討会

大分市教育委員会
エデュサポートセンター

H29.7.20

飯田　法子 教育相談研修会 気になる子どもと保護者支援 大分市教育委員会 H29.8.8

飯田　法子
大分県

保育コーディネーター養成研修
保育コーディネーターのための相談援助 大分県保育連合会 H29.8.10

飯田　法子 大分県幼稚園免許更新研修 教育相談と保護者支援 大分県子ども未来課 H29.8.22

飯田　法子 佐伯市発達障がい研修会 気になる子どもと保護者支援 佐伯市健康増進課 H29.8.23

飯田　法子
佐伯市

特別支援教育コーディネーター研修
支援を必要とする

児童・生徒理解と支援の方法について
佐伯市教育委員会 H29.8.24

飯田　法子 ペアレントメンター養成研修 保護者支援および傾聴訓練
発達障がい者

支援センターＥＣＯＡＬ
H29.9.6

飯田　法子 子育て支援員養成講座
基本研修：3回

（子どもの障害，子どもの発達，総合演習）
豊後高田市 H29.9.15

飯田　法子 傾聴ボランティア養成講座 傾聴訓練
佐伯市

社会福祉協議会
H30.11.6
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飯田　法子 大分県地方裁判所職員研修会 アサーティブコミュニケーションについて 大分県地方裁判所 H30.2.20

飯田　法子 大分県社会福祉協議会助成研修 不登校など気になる子どもへの支援のあり方
NPO法人

ABC野外教育センター
H30.2.25

飯田　法子 大分県放課後児童クラブ研修会 気になる子どもと保護者支援 大分県子ども未来課 H30.3.1

小野　貴美子 こころの健康づくり研修会 ストレスと上手に付き合う方法
別府市

健康づくり推進課
H29.9.6
H29.11.6

大嶋　美登子 玖珠町役場職員メンタルヘルス研修会
メンタルヘルスってなぁーに

～ストレスの正体とつきあい方～
玖珠町

H29.11.22
午前・午後各1回

大嶋　美登子 大分いのちの電話相談員養成講座 人間関係の理論と実際（２）
社会福祉法人

大分いのちの電話
H29.6.20

小野　貴美子 平成29年度フォローアップ研修 コミュニケーション能力向上研修 大分県教育委員会 H29.6.23

小野　貴美子 上人っ子の未来を考える会 育てたように子は育つ
別府市

上人小学校ＰＴＡ
H29.10.24

小野　貴美子
平成29年度新規採用養護教諭研修

養護教員フォローアップ研修
中堅養護教諭等資質向上研修

養護教諭が行う健康相談
大分県

教育庁体育保健課
H29.7.28

小野　貴美子
別府市総合教育センター

一般研修講座
絵本を使って想像遊びを楽しもう！

別府市
総合教育センター

H29.8.8

小野　貴美子 由布市子育てサポーター養成講座 子どもの心と身体の発達 由布市 H29.10.26

小野　貴美子
平成29年度

「不登校の子ども理解研修（全）」
不登校の子どもへの学校での支援 大分県教育委員会 H29.10.27

小野　貴美子
平成29年度豊後高田市
子育て支援員養成講座

子どもの発達理解の基礎 豊後高田市 H30.2.8

小野　貴美子
平成29年度

おおいた保育力レベルアップ研修
子どもの心と身体の発達 大分県子ども未来課 H30.1.27

小野　貴美子
西日本心理劇学会

第43回鹿児島大会ワークショップ
グループアプローチ入門 西日本心理劇学会 H30.2.17

小野　貴美子
大分県精神障害者

社会復帰施設協議会研修会
コミュニケーションスキルの向上
～アサーションを活用して～

大分県精神障害者
社会復帰施設協議会

H30.2.24

中野　明徳
国立大学

教育実践研究関連センター
協議会教育臨床部門

不登校と心理療法
国立大学
教育実践

研究関連センター
H29.2.15

矢島　潤平
大分市民を対象とした

ストレスマネジメントの講演会
メンタルヘルスの向上

～ストレスとの上手なつきあい方～
放送大学 H29.3.4

矢島　潤平
大分県内の

臨床心理士への公認心理師説明会
公認心理師の受験について 大分県臨床心理士会 H29.5.21

矢島　潤平
由布市民を対象とした

健康づくりに関する講演会
ストレスとうまく付き合う健康術 由布市 H29.5.31

矢島　潤平 熊本私立尚絅高等学校での教育講演 心理カウンセラーの仕事 尚絅高等学校 H29.6.8

－ 22 － － 23 －



教員名 研修会等の名称 講演・研修タイトル等
自治体名
機関名等

時期

３．研修会等の講師

矢島　潤平 大分県消防学校での教育講演
ストレスとメンタルヘルス

消防隊員はどんなストレスを持っているのか
大分県消防学校 H29.6.13

矢島　潤平 臼杵高等学校での教育講演 心理カウンセラーの仕事 臼杵高等学校 H29.6.22

矢島　潤平 宮崎西高等学校での教育講演 心理カウンセラーの仕事 宮崎西高等学校 H29.9.29

矢島　潤平
北部九州水害で被害を受けた

日田市小野地区消防団への心のケア
災害時のこころのケア 日田市 H29.10.17

矢島　潤平
北部九州水害で支援活動を行った

消防職員への心のケア
甘木・朝倉消防本部職員への心のケア 甘木・朝倉消防本部 H29.10.24

矢島　潤平
大分海上保安部

職員に対する教育講演
海上保安部職員に対するメンタルヘルス 大分海上保安部 H29.11.24

矢島　潤平 大分県内の高校生へ教育講演 心理カウンセラーの仕事 大分県教育委員会 H29.12.11

矢島　潤平 熊本市スクールカウンセラーへの講演
災害支援における臨床心理士の
役割と連携のあり方について

-中長期的なストレスケアを視野に入れて-
熊本市教育委員会 H30.2.6

矢島　潤平 宮崎県立飯野高等学校での教育講演 心理カウンセラーの仕事
宮崎県立

飯野高等学校
H30.3.1

－ 24 － － 25 －



４．受託研究・共同研究・技術相談

受託組織等
担当教員名

（○は主担当）

受託・共同
・技術相談

の別
受託研究・共同研究・技術相談の具体的内容 依頼主 時期

文化財研究所
 飯沼賢司

○玉川　剛司
受託研究

「平成29年度大野川流域の文化的景観調査」
昨年度実施した緒方盆地を中心とした調査の継続である。本年度は、旧大野町、旧朝地町を対象とし
て、文化的景観の構成要素となりうる歴史的な文化財についての悉皆調査及びそのデータ化を行っ
た。

豊後大野市
教育委員会

H29.6.23～
H30.2.9

文化財研究所
 飯沼賢司

○玉川　剛司
受託研究

「田染荘地域における名勝の調査委託業務」
田染地区に所在する景観のうち、名勝の特定を行うための資料としてベースマップ作成及び名勝地に
係る基礎情報のデータベース化を行うため、絵図を基に悉皆調査を実施した。

豊後高田市
教育委員会

H29.7.3～
H30.3.26

文化財研究所 ○玉川剛司 受託研究
「平成29年度鬼ノ岩屋古墳装飾壁画図化作業委託」
国指定史跡である鬼ノ岩屋古墳群の装飾壁画を図化するため、赤外線写真等の撮影を行い、現地に
て図化を行った。図化した装飾については、以前受託で実測した石室実測図に反映した。

別府市
教育委員会

H29.7.3～
H30.3.23

文化財研究所 ○飯沼賢司 受託研究
「大学連携による石造文化を活用した誘客対策調査委託業務」
豊後高田市の地域資源である石造文化を生かした魅力ある誘客施設等の整備を図るため、課題及び
問題点の把握とその対策についての調査を実施した。

豊後高田市観光課
H29.7.25～
H30.1.12

文化財研究所 ○玉川剛司 受託研究
「庚申塚古墳及び周辺の学術測量調査業務」
大分市坂ノ市地区にある古墳2基の墳丘測量調査を実施した。
調査は大学が行っているデジタル機器を用いた「変化点測量」で行った。

大分県立
埋蔵文化財センター

H30.2.5～
H30.3.26

文化財研究所 ○渡辺智恵美 受託研究
「大分県立歴史博物館の空気汚染物質調査」
昨年度に引き続き、展示室の壁ケース内に発生する有機酸等の汚染物質の有無、
現況を把握するために調査を実施した。

大分県立歴史博物館
H30.2.1～
H30.3.30

食物栄養学科
○梅木美樹
   中村弘幸
   仙波和代

受託研究
別府ONSENアカデミアの分科会「温泉とアクティブシニア層の健康増進」における

モニターツアー催行の際に提供する食事として、地獄蒸しを活用した健康増進レシピの開発を実施。
別府ONSENアカデミア

実行委員会
H29.9.15～
H29.11.24

食物栄養学科
○浅田憲彦
   中村弘幸

受託研究 大分県産米の物性試験および嗜好性について
大分県

農林水産
研究指導センター

H29.10.20～
H30.2.28

大分県医師会
食物アレルギー

対策委員会
○高松伸枝 受託研究

大分県医師会、養護教諭、大分大学医学部、地域の開業医、栄養教諭、
学校栄養職員、薬剤師からなる対策委員会

にて「学校、幼稚園における食物アレルギー対応の手引き大分県版」を作成した。
大分県医師会 H29.6.

食物栄養学科 ○高松伸枝 受託研究 豊後大野市内4地域にある「道の駅」利用促進を目的としたアンケート調査 豊後大野市商工会 H29.5.

食物栄養学科
○梅木　美樹
   中村　弘幸

受託研究 地獄蒸しを活用した健康レシピの開発
別府ONSENアカデミア

実行委員会
H29.9.～11

食物栄養学科 中村　弘幸 受託研究 日出町ブランドかぼちゃの食味分析 日出町 H29.7.～8

食物栄養学科 中村　弘幸 受託研究 県産カボス給餌魚の食味分析
大分県

農林水産
研究指導センター

H29.6.～
H30.3

食物栄養学科 中村　弘幸 受託研究 地域住民の健診および質問票調査結果の分析 日出町
H29.7.～
H30.3

食物栄養学科 中村　弘幸 受託研究 働き盛り世代の食塩摂取量に関する調査分析 大分県東部保健所
H29.10.～

H30.3

食物栄養学科
○浅田　憲彦
   中村　弘幸

受託研究 業務用米の食味分析
大分県

農林水産
研究指導センター

H29.10.～
H30.2

食物栄養学科 中村　弘幸 受託研究 地元食材を活用した健康レシピの開発 豊後高田市
H29.10.～

H30.3

食物栄養学科
○中村　弘幸
　 藤井　康弘

受託研究 サフラン摂取による脳血流への影響に関する研究 たけた食研究会 H30.2.～3

食物栄養学科

○藤井康弘
   木村靖浩
   浅田憲彦
   中村弘幸

受託研究
地元企業との共同研究で、大分県の特産品である「干しシイタケ」の活用方法として飲料に

配合した「しいたけ」飲料の商品開発について検討した。

株式会社
ジェイエイフーズ

おおいた

H29.4.1～
H30.3.31

文化財学研究所 中山昭則 受託研究

「地獄の研究」
海地獄の敷地内に新築する土産物店舗の２階に別府地獄地帯の歴史の展示スペース新設にともなう
調査。
そして、展示パネルの文言作成を依頼された。

別府地獄組合
H27.7.１～
H29.6.30

－ 24 － － 25 －



４．受託研究・共同研究・技術相談

受託組織等
担当教員名

（○は主担当）

受託・共同
・技術相談

の別
受託研究・共同研究・技術相談の具体的内容 依頼主 時期

文化財学研究所 中山昭則 受託研究
「広瀬旭荘日記『日間瑣事備忘』の歴史地理的研究」
高名な広瀬淡窓の末弟である広瀬旭荘は膨大な旅日記を残している。
この日記『日間瑣事忘備』に記されている各地域の風景描写を復元し、旭荘の足跡と業績を検討する。

日田市教育委員会
H24.10.11～

継続中

文化財研究所 ○玉川剛司 共同研究

「重政古墳墳丘測量調査」
豊後大野市三重町に所在する前方後円墳の墳丘測量調査を平23年度より豊後大野市と実施してい
る。平成29年度は、その一環で重政古墳(前方後円墳)の墳丘測量調査を依頼され、
大学院生及び史学・文化財学科の学部生と一緒に調査を実施した。

豊後大野市
教育委員会

H29.5.12～
H6.23

文化財研究所
○上野淳也
   玉川剛司

共同研究

「浜脇横穴墓群の学術発掘調査」
これまで、別府市内の古墳の調査を実施してきたため、別府市北半分の古墳時代の様相がある程度
解明できた。そこで、南半分の様相を確認するため、別府市の浜脇に所在する古墳時代の墓の一形態
である横穴墓の学術発掘調査を実施。調査は、市教育委員会の協力のもとで行い、その成果は地域と
別府市に還元予定である。

別府市
教育委員会

H29.8.8～
H8.31

文化財研究所
○田中裕介
  上野淳也
  玉川剛司

共同研究
「重政古墳群学術発掘調査」
豊後大野市に所在する前方後円墳の学術発掘調査を実施。調査にあたっては、市教教育委員会の調
査に参加し、その成果は地域に還元することを目的で協力。

豊後大野市
教育委員会

H29.12.22～
H30.1.18

文化財研究所
　下村　智

○玉川剛司
共同研究

「熊本城石垣調査」
平成28年4月の熊本地震により被災した熊本城の石垣を対象に、3Dスキャニングレーザー・写真測量
等により計測を実施した。
調査は、熊本市の熊本城調査研究センターの協力のもと熊本城内と古城地区の二箇所の石垣を対象
に行った。

熊本城
調査研究センター

H30.2.20～
H30.2.26

食物栄養学科 ○平川史子 共同研究 妊娠期・授乳期における望ましい食習慣に関する研究 日田市
H29.4.1～
H30.3.31

食物栄養学科 ○平川史子 共同研究 栄養士養成施設が実施する社会貢献活動の助成金
一般社団法人
全国栄養士

養成施設協会

H29.7.1～
H30.3.31

別府大学
○西澤千恵子

高松伸枝
立松洋子

共同研究
日本調理科学会特別研究

平成24～26年度に大分県内8地域における昭和35～45年頃の家庭料理に関する聞き書き調査
日本調理科学会 H29.5.

食物栄養学科 ○高松伸枝 共同研究 食物アレルギー給食対応の施設調査 大分市 H29.5.

食物栄養学科 ○高松伸枝 共同研究 食物アレルギー抗原分析
国立病院機構

熊本医療センター
藤田保健衛生大学

H29.8.

食物栄養学科 ○高松伸枝 共同研究 食物アレルギー抗原分析
藤田保健衛生大学

愛媛生協病院
H29.8.

食物栄養学科 ○高松伸枝 共同研究 食物アレルギー抗原分析
藤田保健衛生大学

国立病院機構
福岡東医療センター

H29.8.

食物栄養学科 ○高松伸枝 共同研究
栄養士・管理栄養士養成施設における食物アレルギー教育の実態調査及び

栄養士・管理栄養士の食物アレルギー卒後教育に関する調査
昭和大学

武庫川女子大学
H29.10.

食物栄養学科 ○高松伸枝 共同研究 第34回日本小児喘息アレルギー疾患学会「食物アレルギー対応食コンテスト」の編纂
日本小児難治

喘息アレルギー
疾患学会

H30.3.

食物栄養学科
発酵食品学科

○藤井康弘
   大坪素秋

共同研究 「抗炎症作用に優れる別府温泉発の温泉藻類を乾燥粉末状とした機能性食品素材の開発」
株式会社

サラヴィオ化粧品
H27.10.23～

H30.3.31

発酵食品学科 米元俊一 共同研究 大分シイタケの香り研究（干しシイタケの香り分析）
大分県

農林水産
研究指導センター

H29.4.～
H30.3

発酵食品学科 米元俊一 共同研究 カボスブリの特異臭について
大分県

農林水産
研究指導センター

H29.4.～
H30.3

発酵食品学科 米元俊一 共同研究 おおいた冠地どりシャポンの開発
大分県

農林水産
研究指導センター

H29.4.～
H30.3

発酵食品学科 米元俊一 共同研究 焼酎粕におけるGABAの研究（GABA及びアルコールが脳に与える影響に関する研究） 三和酒類
H29.4.～
H30.3

発酵食品学科
米元俊一
仙波和代

共同研究 焼酎粕の新規生理機能性の探索に関する研究助成 三和酒類 H29.4.～

食物栄養学科 ○高松伸枝 技術相談 大分市西部学校給食センターより、学校給食対応についての個別相談 大分市教育委員会 H29.5

食物栄養学科 ○高松伸枝 技術相談 竹田市学校給食センターより、学校給食対応についての個別相談 竹田市教育委員会 H29.6

食物栄養学科 ○高松伸枝 技術相談 別府市教育委員会より、学校給食対応についての個別相談 別府市教育庁 H29.10

－ 26 － － 27 －



４．受託研究・共同研究・技術相談

受託組織等
担当教員名

（○は主担当）

受託・共同
・技術相談

の別
受託研究・共同研究・技術相談の具体的内容 依頼主 時期

食物栄養学科 ○高松伸枝 技術相談 食物アレルギー対応食品の相談 東北日本ハム H29.10

食物栄養学科 ○高松伸枝 技術相談 食物アレルギー関連商品に関する相談 ハウス食品（株） H30.3

食物栄養学科 中村　弘幸 技術相談 栄養調査分析に関する相談・分析サポート 大分県 H29.4.～12

食物栄養学科 中村　弘幸 技術相談 栄養調査分析に関する相談・分析サポート 別府市 H29.4.～5

食物栄養学科 中村　弘幸 技術相談 栄養調査分析に関する相談・分析サポート 国東市 H29.5.～6

食物栄養学科 中村　弘幸 技術相談 栄養調査分析に関する相談・分析サポート 大分県豊肥保健所 H29.5

食物栄養学科 中村　弘幸 技術相談 栄養調査分析に関する相談・分析サポート 大分市
H29.12.～

H30.1

食物栄養学科 中村　弘幸 技術相談 栄養調査分析に関する相談・分析サポート 日出町 H29.5.～6

食物栄養学科 中村　弘幸 技術相談 栄養調査分析に関する相談・分析サポート 大分県東部保健所 H29.5.～7

食物栄養学科
○藤井康弘
　木村靖浩
　浅田憲彦

技術相談 新商品開発に関する相談（エビフライに合うソース、機能性食品、高齢者用食品など） 大関食品株式会社
H29.5.30
H30.3.28

発酵食品学科 ○陶山明子 技術相談 製品である「バジルペースト」の褐変の原因を検討 くにみ農産加工 H29.6

発酵食品学科 ○陶山明子 技術相談 りんごを原料とした麹の作成 （株）ラビプレ H29.6

発酵食品学科
○陶山明子
　藤原秀彦

技術相談 カマンペールチーズを作るのに適した酵母を検討 木村山羊牧場 H29.12

発酵食品・加工食品
地域共同研究

センター
○藤原秀彦 技術相談 量子水が生体に及ぼす影響 株式会社 亞八和 H29.10.～

臨床心理相談室

○矢島潤平
   飯田法子
   石川須美子
　 大嶋美登子
　 小野貴美子
　 金子新之助
　 中野明徳
　 中村廣光

技術相談 「心の健康づくり相談窓口」の業務委託
JA大分厚生農業
協同組合連合会

通年

臨床心理相談室

○矢島潤平
   飯田法子
   石川須美子
　 大嶋美登子
　 小野貴美子
　 金子新之助
　 中野明徳
　 中村廣光

技術相談 自殺対策地域支援事業「こころの健康相談事業」の業務委託 別府市 通年

臨床心理相談室

○矢島潤平
   飯田法子
   石川須美子
　 大嶋美登子
　 小野貴美子
　 金子新之助
　 中野明徳
　 中村廣光

技術相談 メンタルヘルス相談の業務委託
社会福祉法人

別府発達医療センター
通年

臨床心理相談室

○矢島潤平
   飯田法子
   石川須美子
　 大嶋美登子
　 小野貴美子
　 金子新之助
　 中野明徳
　 中村廣光

技術相談 大分海上保安部メンタルヘルス対策
第七管区

海上保安本部
通年

臨床心理相談室

○矢島潤平
   飯田法子
   石川須美子
　 大嶋美登子
　 小野貴美子
　 金子新之助
　 中野明徳
　 中村廣光

技術相談 学校支援及びスーパーバイザー委嘱の業務委託 由布市 通年

－ 26 － － 27 －



４．受託研究・共同研究・技術相談

受託組織等
担当教員名

（○は主担当）

受託・共同
・技術相談

の別
受託研究・共同研究・技術相談の具体的内容 依頼主 時期

発酵食品・加工食品
地域共同研究

センター

◯高松伸枝
   大坪素秋
   米元俊一
   陶山明子
   梅木美樹
   藤原秀彦
   塩屋幸樹
   立松洋子
   岡本昭

   藤岡竜太
   衛藤大青

技術相談

 別府大学食物栄養科学部に平成１８年４月に食物バイオ学科（発酵食品学科に平成２１年度より名称
変更）が設立され，同年１２月より本センターが開設され下記の項目に関し食物栄養科学部食物栄養
学科、発酵食品学科及び短期大学部食物栄養科の教員が、技術相談に対応している．また技術相談
を受けた品開発は大分県地域資源活性化基金や経済産業省地域資源活用新事業展開支援事業補助
金他、外部資金などの支援を得て進めている．
1. より安全な加工食品（特産品、コメ、大麦、豆等）の作り方
2. よりグルメ感のある加工食品の作り方
3. その他の加工食品の作り方
4. 醤油、味噌（1.5次産品）からより付加価値の高い加工食品の作り方
5. その他の発酵食品の作り方
6. 食品タンパク質の利用
7. 加工食品中の食物アレルギ－特定原材料の検出
8. 食品廃棄物処理法
9. 食品衛生及び環境衛生の化学物質について

大分県

発酵食品・加工食品
地域共同研究

センター

◯高松伸枝
   大坪素秋
   米元俊一
   陶山明子
   梅木美樹
   藤原秀彦
   塩屋幸樹
   立松洋子
   岡本昭

   藤岡竜太
   衛藤大青

技術相談

研究・技術相談例
1.  量子水が生体に及ぼす影響（株式会社 亞八和）
2.  大分シイタケの香り研究（干しシイタケの香り分析）（大分県農林水産研究指導センター）
3.  カボスブリの特異臭について（大分県農林水産研究指導センター）
4.  おおいた冠地どりシャポンの開発（大分県農林水産研究指導センター）
5.  焼酎粕におけるGABAの研究（GABA及びアルコールが脳に与える影響に関する研究（三和酒類）
6.  焼酎粕の新規生理機能性の探索に関する研究助成（三和酒類）
7.  私立大学戦略的研究基盤形成支援事業助成金によるHPLC機器充足による香気成分分析
8.  食物アレルギー対応給食、外食、商品等のリスク管理（大分県、大分市、ニッポンハム（株）、ハウス
食品（株））
9.  食物アレルゲンの抗原分析（藤田保健衛生大学医学部、国立病院機構熊本医療センター、
    国立病院機構福岡東医療センター他）
10. 県産品を利用した遺伝性神経疾患の分子生物学的解析11本態性振戦に関与する食品含有アミノ
酸の研究他

大分県 他

発酵食品・加工食品
地域共同研究

センター

◯高松伸枝
   大坪素秋
   米元俊一
   陶山明子
   梅木美樹
   藤原秀彦
   塩屋幸樹
   立松洋子
   岡本昭

   藤岡竜太
   衛藤大青

技術相談

地域連携例（予定も含む）
1.   大分アロマ六産業化プロジェクト（大分県や大分農業公園にてアロマ植物の植栽やハーブティなど
の試飲等で香育を発展）
2.   「地（知）の拠点大学による地方創生事業（COC＋）」大麦プロジェクトによる大麦レシピ開発、大麦
加工品の商品開発、レシピコンテスト、シンポジウム開催（大分大学、別府大学、玖珠町、玖珠美山高
校他）
3.   学生が収穫した地元棚田米を使用した焼酎の開発（藤井酒造）
4.   大分県酒造組合との共同研究で獲得した酵母を用いた清酒の開発
5.   道の駅「みえ」地産地消プロジェクトによる、里芋の親芋をリサイクルした「おやころバーガー」の開
発他
6.   食物アレルギー料理コンテスト・レシピ作成（ニッポンハム食の未来財団、日本小児難治喘息・アレ
ルギー疾患学会）
7.   オーガニックフェスタ、食育推進全国大会（おおいた有機農業推進
8.   香り米を用いた日本酒の開発（藤居酒造）
9.   きくいもを用いた新商品の開発（社会福祉法人　太陽の家）
10.  杵築市大田小野地区でのどぶろく・ムギ酒造り（すずめの楽校、COC+申請予定）
11.  大分県産チーズ・ワインのイベント（安心院葡萄工房、チーズオンザテーブル、COC+申請予定）他

大分県 他

発酵食品学科 岡本啓湖 寄附研究 大分県宇佐市特産黒大豆“クロダマル”の製パン特性と市場の嗜好性に基づく商品開発 OOTSU企画 H29.1.～H29.11

発酵食品学科 岡本啓湖 寄附研究 大分県宇佐市特産黒大豆“クロダマル”を用いた焼酎開発 OOTSU企画 H29.1.～H29.11

文学部 飯沼賢司 共同研究

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
熊本・大分地震を契機に、文化財の修復、再建のための保存対策研究、および地域の連携の確立が
急務となっている。一方、本学は文学部の史学・文化財学科を中心に文化財関係の専門人材を数多く
輩出してきた。本事業では、これらを背景に、九州地方を中心に、自治体等と連携しつつ、文化遺産の
保存、保護への技術的研究、技術の再教育事業等を進め、地域の災害等の緊急時、恒常的文化財保
存力の向上を図る体制基盤を確立する。

文部科学省 H27.12～H31.3

史学・文化財学科

○飯沼賢司
　飯坂晃治
　山本晴樹
（名誉教授）

共同研究

聖域・街道・地割ー古代ローマと日本をつなぐ―
フランス・モンペリエ第三大学と別府大学の共同研究。3年間継続してきた共同研究。29年度は、28年
度の研究成果を研究報告書『聖域・街道・地割Ⅱ』を30年2月は発行した。また、モンペリエからは学長
を含む7名の教員が来訪し、11月27日に（１号館46教室）において「古代ローマと日本古代に関する日
仏合同研究が行われた。　報告内容は以下のようなものである。
　
エリザベート・アストリック「大分地方における勅使街道に位置する聖域」
マルティーヌ・アセナ「ニームとプリンケプス（元首）」
アントワーヌ・ペレス「アウグストスの権威と地割」

別府大学
フランス・モンペリエ

第三大学
H27.9～

史学・文化財学科
○飯沼賢司

　  渡辺智恵美
   段上達雄

共同研究

「地域文化の再発見」
28年から国立民族博物館と上記テーマで共同研究を進めている。
29年10月には、別府大学において、国立民族博物館主催・別府大学共催
国際フォーラム「地域文化の再発見―大学・地域文化」を開催した。
基調講演は飯沼の、「国東半島における世界農業遺産の取り組み」である。

国立民族博物館
別府大学

H28.9～

－ 28 － － 29 －



５．その他の地域連携・社会貢献活動

活動名 地域貢献活動の具体的内容 主な関係地域 教員名

天瀬公民館のガラス扉
のアート化

　天瀬公民館の正面のガラス扉をアートにする依頼が天瀬公民館館長より依頼を受
け、「天瀬の自然」をテーマにステンドグラスを作成した。制作では色彩が簡単にでき
るようにデザインを工夫して、日野館長をはじめ、町民の方々や取材にきたマスコミ
の方々にも参加いただき感性させた。

篠崎悠美子
松田美香
甲元隆則

安松みゆき

鬼の岩屋古墳群
と実相寺古墳群

での授業

　考古学講義の授業として前期1時限、国指定史跡鬼の岩屋古墳を、別府市教委の
担当官とともに、古墳についての学習を行う。後期の考古学特講では1時限実相寺
古墳群「でおこなった。

別府市 田中裕介

豊後大野市内
遺跡発掘調査事業

への協力

　埋蔵文化財実習（遺跡発掘：後期集中）を、豊後大野市教委の事業対象である三
重町重政でおこない、教育委員会と共同で発掘調査を実施。また概要報告を報告書
造りを院生と考古学研究の授業の一環として取り組んだ。

豊後大野市 田中裕介

大分県立埋蔵文化財セ
ンターでの授業

　発展演習・専門演習・卒業演習の授業の一環として大分県利埋蔵文化財センター
を利用して考古資料の実物研究をおこなった。

大分市 田中裕介

学芸員の派遣
　広瀬資料館（博物館相当施設）に当センター職員の園田大氏が、年間つうじて毎週
2日博物館学芸員として派遣。展示、解説等博物館業務を行っている。

日田市 　園田大

成長期スポーツ選手の
ための栄養セミナー

　中学生、高校生のスポーツ選手の身体状況、栄養素等摂取状況などを追跡調査
し、成長とスポーツに伴う身体的変化と栄養素等摂取状況との関連を検討し、成長
期のスポーツ選手に適切な栄養、食事摂取量を見出す。そして、選手が最高のコン
ディションで練習や試合に臨めるように栄養サポートを行う。主な実施校：明豊中学・
高等学校、大分県立大分西高等学校、大分県立中津南高等学校・大分県立臼杵高
等学校・大分県立舞鶴高等学校

大分県 平川史子

親子料理教室

　地域住民を対象とし、「食物せんいをおいしく食べよう！～大麦を使ったランチメ
ニュー～」をテーマとした親子料理教室を開催した。 教室では、食物繊維や計量ス
プーンの使い方について学ぶとともに、大麦を使った料理5品を調理し、調理をする
楽しさを親子で体験していただいた。

別府市 梅木　美樹

大分県立玖珠美山高等
学校との

高大連携事業

　「地（知）の拠点大学による地方創生事業（ＣＯＣ＋）」の一環として、大分県立玖珠
美山高等学校との高大連携事業を行った。この事業は、大麦を使った玖珠町の活性
化を目的としているため、第1回目の授業として、大麦に関する講義を行った。

玖珠町 梅木　美樹
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５．その他の地域連携・社会貢献活動

活動名 地域貢献活動の具体的内容 主な関係地域 教員名

調理部会研究発表にお
けるアドバイザー

　大分市社会福祉協議会保育部会南部地区の「調理部会研究発表」について研究
計画、実施、まとめ、および発表についてアドバイスを行った。

大分市 浅田　憲彦

栄養士食物アレルギー
研究会

　大分県下の管理栄養士・栄養士の会員が主体となって、食物アレルギーに関する
知識と対応技術の向上を目的した研修会、講演等を行う研究会にて事務局を担当

大分県 高松伸枝

大分アロマ六産業化プ
ロジェクト

　大分県や大分農業公園にてアロマ植物の植栽やハーブティなどの試飲等で香育を
発展させる

大分県 米元俊一

大分日仏協会理事 　大分県のフランス語学習者のための講座開講計画と協会費によるそのサポート 大分県 岡本哲明

大分学研究会 　研究会メンバーの大分県の地域理解に関する著書の県内小中学校高校への寄贈に伴う私的寄付による補助大分県 岡本哲明

明豊高等学校との
高大連携

　明豊高等学校との高大連携事業の一環として，高等学校教諭とタイアップし，高校
生に対し，日商簿記検定対策を別府大学で2回実施した。

別府市 髙木正史

地域住民への図書館
利用推進活動

　地域貢献の一環として地域住民と広く社会人に向けて図書館を開放している。利
用者は、館内閲覧、資料調査、情報検索等の図書館サービスを自由に利用できる。
29年度の学外利用者カード発行数＝51件（別府市＝28名、別府市以外の県内＝21
名、県外＝2名。学外利用者数＝延べ608名（実数＝141名）、貸出冊数＝１人2冊ま
で。総貸出数＝277冊、貸出期間＝2週間。

別府市
　図書館長
仲嶺　真信

九州北部豪雨緊急支援 　日田市水害後の小中学生への心のケア 日田市
小野貴美子
矢島潤平
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５．その他の地域連携・社会貢献活動

活動名 地域貢献活動の具体的内容 主な関係地域 教員名

スクールカウンセラー 　宇佐市生徒に対する相談活動など 宇佐市 中野明徳

スクールカウンセラー 　別府市生徒に対する相談活動など 別府市 小野貴美子
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Ⅲ 別府大学短期大学部における 

地域連携・社会貢献活動 
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教員名
（○は主担当）

組織名

大分市中央子どもルームステージ
　子育て支援の一環として食育に関する取り組みをしたいとの子育て交流センターの依
頼を受け、食事マナー、一汁三菜、食中毒の予防、手洗いの指導を歌とダンスのステー
ジを実施している。

H29.7.23･9.24
H30.2.25

有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

大分府内５番街カレー博
カレー開発とステージ

　カレー博のために新しいカレーを開発し、試食を実施合わせて、食事マナー、一汁三
菜、食中毒の予防、手洗いの指導を歌とダンスのステージを実施。また、大分トリニータ
の宣伝、エコへの協力を伝えた。

H29.4.1･2 有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

別府八湯温泉祭り
　別府市観光協会の以来をうけ、温泉祭りを盛り上げるため、育ドル娘考案の育ドル
クッキーの配布を別府駅前で実施

H29.4.1･2 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

杵築お城祭り
　杵築市の酢の坂で、杵築お茶生産組合の販売補助、毎年実施しているお茶の試飲状
況アンケート調査をし、抹茶小倉くっきーの配布。特設ステージで、食事マナー、一汁三
菜、食中毒の予防、手洗いの指導を歌とダンスのステージを実施。

H29.5.5 有 杵築市 立松洋子 短大食物栄養科

第1回別府湯煙100㎞マラソン
　別府のスポーツ・観光・経済の活性化を図るたる為の行事、第1回別府湯煙100㎞マラ
ソンへの協力をした。スポーツ選手のためのおやつ「塩レモンクッキー」を開発して配布
したり、セレモニーのプレゼンテーターをした。

H29.5.21 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

竹田道の駅すごう7周年感謝祭
　地産野菜の栄養の説明、抽選会のお手伝い、食事マナー、一汁三菜、食中毒の予
防、手洗いの指導を歌とダンスのステージを2回実施。

H29.4.29 有 竹田市 立松洋子 短大食物栄養科

平成29年度山の納涼音頭大会
　別府市陸上自衛隊より依頼をうけ、別府市の住民とのふれあい、食事マナー、一汁三
菜、食中毒の予防、手洗いの指導を歌とダンスのステージを実施し、キュウイフルーツ
の栄養の説明と配布。（陸上自衛隊別府駐屯地）

H29.8.5 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

パプリカ料理試食会

　経済産業省の事業で国産パプリカの普及で、株式会社タカヒコアグロビジネス／愛彩
ファーム九重の依頼を受け、パプリカ料理を提案し、試食会を開催した。パプリカの料理
の説明や栄養価の説明などをお話した。料理はいろのわで提供。（大分市美術館いろ
のわ）

H29.6.29 有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

豊のしゃも料理提案会

　大分県豊のしゃも生産者協議会よりの依頼をお受け、アクティブラーニング授業を実
施。出来上がった料理は、大分県内の焼き鳥店4名の方や協会の方に試食好評をして
いただき、が生の調理技術、資質の向上と地域貢献の一助となった。（食物栄養科調理
室）

H29.6.23 有 豊後大野市 立松洋子 短大食物栄養科

テラピア料理提案会
　豊かな水環境創出湯布院会議よりの依頼をお受け、アクティブラーニング授業で、嫌
われ者のテラピアを使った料理を提案し湯布院の名物にしてもらいたいと考え提案いた
しました。（食物栄養科調理室）

H29.6.15 有 由布市 立松洋子 短大食物栄養科

トリニータFC大分有、フーディーズ
育ドル娘コラボ企画

　有限会社フーデーズでのトリニータに関わるメニュー開発をし、カレーを提供いたしま
した。また、た、トリニータ選手のためのスポーツ栄養を考慮した献立の提案をさせても
らいました。

H29.6.30､7.8 有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

おおいたうつくし
海岸作りフェスタin黒島

　臼杵市観光協会の依頼で、大分県臼杵市大字佐志生の大島で食事マナー、一汁三
菜、食中毒の予防、手洗いの指導を歌とダンスのステージを実施しいたしました。

H29.8.11 有 臼杵市 立松洋子 短大食物栄養科

平成29年度子ども科学体験推進事業
0-Laboiに係わる体験活動

　県教育長社会教育課より子ども科学体験推進事業0-Laboiに係わる体験活動では、、
大分県消費生活・男女共同参画プラザで育ドル娘の食育ステージと災害時の食事作り
の講師になって指導し、協力した。

H29.8.10 有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

丼フェス　べっぷ駅市場
　JR九州エージェンシー株式会社 大分支店の依頼で「丼フェス　べっぷ駅市場」に協
力。

H29.7.29.30 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

大分駅前極上肉祭り
　ザイナスエンタテイメント株式の依頼で「大分駅前極上肉祭り」に育ドル娘が参加し、
大分駅府内中央口駅前広場で食事マナー、一汁三菜、食中毒の予防、手洗いの指導
を歌とダンスのステージを実施。

H29.8.12 有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

セルモ夏祭り
健康・食育セミナーステージ

　株式会社セルモグループよりご依頼をうけ、セルモ玉泉院下郡会館で、健康・食育セミ
ナーステージを実施。

H29.8.23 有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

おおいたＮPO博

　大分市市民活動・消費生活センター（ライフパル）の依頼を受け、大分駅北口特設ス
テージで食事マナー、一汁三菜、食中毒の予防、手洗いの指導を歌とダンスのステージ
を2回実施。また、ブースでは、おむすびの握り方教室を実施し、特設ステージのアシス
タントをした。

H29.9.30 有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

担当する教員・組織

１．地域連携・社会貢献活動

取組の名称 取組の内容
実施

時期・期間
学生の
参加

関係
自治体

－ 33 －



教員名
（○は主担当）

組織名

担当する教員・組織

１．地域連携・社会貢献活動

取組の名称 取組の内容
実施

時期・期間
学生の
参加

関係
自治体

大分ハンバーガーコンテストの開催
　大分県東部地区森林・林業活性化協議会より依頼をうけ、大分乾ししいたけバーガー
コンクールをアクティブラーニング授業を実施。（食物栄養科調理室、優秀作品は別府
サービスエリア等で販売も検討。

H29.10.16 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

育ドル娘「地元ならではの味」
ポテトチップスの宣伝動画製作

　大分県ブランド推進課より、大分県とカルビーが共同開発した鶏飯味のカルビーポテト
チップスの宣伝動画を育ドル娘でとりたいとのお話が有り協力いたしました。動画はカル
ビーが２０２０年オリンピックまで世界に発信する予定になっています。

H29.10.3 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

日本農業新聞若者力
キャンペーン企画に協力

　日本農業新聞若者力キャンペーン企画・原稿依頼があり「大学生レポート～食・農の
魅力に触れて」、についての7代目育ドル娘りの活動等の原稿を提供する。

H29.9.8 有 その他 立松洋子 短大食物栄養科

０歳からのわくわくアート遊園地
　育ドルカフェ：新作スイーツの試食や食育ステージ　：食中毒、一汁三菜の食育指導
食育コーナー：おむすび教室等を実施

H29.10.1 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

ＷＥＢマガジン「オオイタカテテ！」
おおいたよもやま取材協力

　大分県の広報広聴課よりの依頼を受け”オオイタカテテ！”の取材にご協力。別府大
学短期大学部の学生で組織する「育ドル娘」にめじろんが取材し、県内の人気スポット
や時々のトピックをお話しする。

H29.10.11 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

ラグビーW杯２年前イベント
「大分ファンゾーン２０１７」

ワールドグルメ

　株式会社TMエンタテインメント より依頼を受け、「大分ラグビーファンゾーン２０１７」で
の世界の料理南半球編を、大分市いこいの道広場（大分駅上野の森口）で、提供いたし
ました。また、特設ステージでは、食育ステージを実施いたしました。

H29.10.8 有 大分市 立松洋子 短大食物栄養科

大分県農林水産祭
　大分県農林水産部地域農業振興課の依頼を受け、食育ステージ、エコのステージ、お
米大使、椎茸大使等の協力と、オリジナルカレー、郷土料理じりやきの試食等をし、協
力をした。

H29.10.14.15 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

平成２９年度春木地区防災訓練
(防災食の炊き出し)

　別府市の防災危機管理課の依頼で春木地区防災訓練１０００人へ防災食の炊き出し
や防災食づくりの方法を教えた。

H29.11.5 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

別府大学短期大学部食物栄養科学生
による「豊後大野まるごと試食会」

　豊後大野市の食材を使った料理コンテストをアクティブラーニング授業で開催した。豊
後大野市まるごとピザと料理２３品を提案した。豊後大野ローカルテレビで随時放映。

H29.10.26 有 豊後大野市 立松洋子 短大食物栄養科

「くにさき神仏料理」認定審査会に
おける審査員

　国東食品衛生協会の依頼を受け育ドル娘が「くにさき神仏料理」認定審査会における
審査員を引き受け、大分県のアンテナショップ座来の安心院先生と一緒に審査した。

H29.11.13 有 国東市 立松洋子 短大食物栄養科

平成２９年度
「第７回豊後大野市ふるさと祭り」

　豊後大野市役所農業振興課より依頼があり豊後大野市の食材を使ったカレーを提案
し、提供しました。また、ステージで、食育活動を実施いたしました。その他、豊後大野
市の生産者さんの販売のお手伝いを実施いたしました。

H29.11.12 有 豊後大野市 立松洋子 短大食物栄養科

りんごアレンジ料理提案会
　青森県知事からりんご普及促進のための事業の依頼を受け、アクティブラーニング授
業でりんご料理を60品製作いたしました。春木川保育園のえ家事も参加しアップルパイ
を一緒に作りました。（食物栄養科調理室）

H29.11.17 有 その他 立松洋子 短大食物栄養科

おんせん県おおいた「地獄蒸し祭り」
in東京タワー2017

　大分県産品のピーアール・食育ステージ・大分県産品販売の補助。
H29.11.23

25.26
有 その他 立松洋子 短大食物栄養科

「みょうばんふれあいクリニック
ふれあいまつり」

　社会福祉法人別府リハビリテーションセンターより「みょうばんふれあいクリニックふれ
あいまつり」で、食育ステージを実施。

H29.11.26 有 別府市 土谷洋子 短大食物栄養科

大分スポーツ交流
フェスティバル2017

　OBS事業部より「大分スポーツ交流フェスティバル　２０１７」への協力依頼を受、け大
分県立総合体育館・大洲総合運動公園で、食物栄養科で考案した減塩弁当の販売と、
健康ステージを実施。また、カボスタイム等に出演して、減塩弁当の説明をした。

H29.11.23 有 大分市 東保美香 短大食物栄養科

芸術文化ゾーン創造事業
｢ﾊｯﾋﾟｰｷｯｽﾞinｸﾞﾗﾝｼｱﾀｰ｣

　育ドルカフェ：新作スイーツの試食や食育ステージ　：食中毒、一汁三菜の食育指導
食育コーナー：おむすび教室等を実施

H29.12.16 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

平成２９年度青少年
ふれあい交流体験推進事業

かかぢファミリークラブ
「第１４回冬のキャンプ」

　大分県香々地青少年の家より依頼で、平成２９年度青少年ふれあい交流体験推進事
業かかぢファミリークラブ「第１４回冬のキャンプ（ジビエ料理体験）」で災害食の方法で
ジビエ料理を作り、食育ステージを実施。

H19.12.9 有 豊後高田市 立松洋子 短大食物栄養科

－ 34 － － 35 －



教員名
（○は主担当）

組織名

担当する教員・組織

１．地域連携・社会貢献活動

取組の名称 取組の内容
実施

時期・期間
学生の
参加

関係
自治体

ご飯で元気！
朝食を食べようキャンペーン」

　大分駅前広場で朝７時～８時まで、おむすび配布の補助。「あさこ゜はんを食べて健康
になろうをスローガンに掲げ実施

H30.1.17 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

株式会社フォークロバース
ハンドクリーム動画

撮影の協力

　別府市のお土産作りの一環として、別府のゆずを使ったハンドクリームの宣伝動画へ
の協力をした。

H30.1.18 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

大分市美術館　「アートたけし展」×食
～作品をイメージした創作料理～

　大分市美術館で開催されたアートたけし展を、観賞し、創作料理を製作するアクティブ
ラーニング授業を実施。なかなか足が進まない美術館の集客アップと、学生の料理への
想像力、技術力アップにつながった（食物栄養科調理室）料理の写真美術館レストラン
に掲載、期間中創作料理を提供

H30.1.23 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

魅力満載！
温泉県おおいたフェアin関西

　大分県の依頼を受け、京都中央卸売市場・イオンモール京都桂川店で食育ステージと
大分県産品PRを実施

H30.2.17 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

「ご飯で元気！
簡単・美味しい！おにぎり教室」

　大分県の依頼を受け、大分市明野幼稚園と大分市明治幼稚園でおむすび教室（お握
りの作り方）と食育ステージを実施しました。

H30.2.15.20 有 大分県 立松洋子 短大食物栄養科

大分市農林水産物
市長トップセールス

　大分市長の依頼で、福岡県イオンモール香椎浜で大分県食材のPRの手伝いと、育ド
ル食育ステージ、平野レミ氏の調理アシスタントをした。

H30.2.16 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

地域コアリーダープログラム
　内閣府主催、一般社団法人青年国際交流推進センターの依頼を受け、地域コアリー
ダープログラム研修を実施いたしました。日本型の食生活の講演と、日本型食事の調
理実施を実施いたしました。外国からの受講者も含め２６名画賛かいたしました。

H30.2.22 有 その他 立松洋子 短大食物栄養科

BEAMS EYE ON BEPPU
商品開発事業

　BEAMS EYE ON BEPPU商品開発事業を別府市の企業と一緒にし、BEAMSの東京新
宿店にいくどるさんぽというインスタグラムを掲載してもらった。更に、大分駅のアミュプ
ラザBEPPU商品開発事業者の販売のお手伝いを実施。

H30.2.71～2.27 有 別府市 立松洋子 短大食物栄養科

大分中学校への食育ステージ 　大分中学校より育ドルステージを依頼され実施した。 H30.3.19 有 その他 立松洋子 短大食物栄養科

健康展

　別府大学短期大学部食物栄養科主催による「第7回健康展　減塩とダイエット」を一般
市民を対象に大学で開催した。学生が作製したポスターの展示、体組成・血圧測定、食
事調査や食事相談（協賛：大分県栄養士会）などを実施した。また、家庭で簡単に取り
組める減塩の方法について学生が手づくりのポスターを用いたミニ講演を行った。また
学生考案の低カロリー弁当や学生手作りの健康スイーツを無料で70名に配布し、学生
がレシピなどの説明を行った。健康展は、1年次の栄養教育論実習、2年次の栄養カウ
ンセリング実習で学習した内容を実践できる場である。

H29.10.7

有

1・2年生
全員

大分県
別府市　他

○緒方雅子
   立松洋子
   真部健一
   岡本   昭
   東保美香
   衛藤大青
   藤岡竜太
   土谷洋子

短大食物栄養科

地方自治体主催相談事業への協力 　佐伯市育児相談事業（すくすく相談への事業協力） 年間15回実施 無 佐伯市 飯田　法子
初等教育科

臨床心理相談室

社会福祉法人への協力
　さつき園宝島（放課後児童ディ）およびさつき園への出務（事業協力）　年間12回実施
（1８年前より実施）

年間15回実施 無 佐伯市 飯田　法子
初等教育科

臨床心理相談室

子どもルームにおける
学生支援スタッフ活動

　「音楽科指導法」「保育内容Ⅴ」「言語表現」の授業において、大分市中央こどもルー
ムとの連携事業として、学生がルームの親子に絵本の読み聞かせやエプロンシアター、
パネルシアターを演じる。さらに、ルームに来ている親子の遊びの援助をおこなうなど、
学生支援スタッフとして活動する。

H29.5.～7.
H29.10.～12

有 大分市
○仲嶺まり子

 吉村壮明
　 安部えつ子

初等教育科

春木保育園園児との交流
　初等教育科外国文化研究会の学生たちが、地域貢献と自らのスキルアップを兼ねて、
英語の歌の指導、英語のゲーム、英語の絵本の読み聞かせを春木保育園園児たちに
対して行った。

H29.6.7 有 八幡雅彦
初等教育科

外国文化研究会

オペレッタ公演会

　保育科最後の学年として『オペレッタ公演会』を行った。保育科1年生は、毎年、大分市
稙田公民館が企画する子育て支援事業の一つとして共催で『わんぱく子どもまつり』を
開催してきた。29年度2年生が保育科として最後の学年となるため、稙田公民館と最後
の共催事業としてオペレッタ講演会を行った。授業「表現活動の研究」を全学生が履修
し、その中で指導を行った。台詞、衣装、大道具小道具、音楽等をすべて学生自身が作
り、当日参加してくれた子どもたちへのお土産も手作りをした。これまで『わんぱく子ども
まつり』に参加してくれていた親子の参加が多く、29年度で最後になることを惜しむ声が
多く聞かれ、大盛況であった。

H29.7.8 有 大分市

○伊藤昭博
   相浦雅子

神田亮
     安部えつ子

保育科

平成29年度ﾁｰﾑ
大分ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ発掘事業

　大分県から将来のオリンピアンを輩出させるために，大分県競技力対策本部が主催と
なり，小学6年生と中学1年生を対象に，様々な運動能力テストなどを実施し，可能性が
あるジュニアアスリートを発掘・育成する事業である．平成29年度は，1次，2次，3次テス
トを実施した．平成30年度は，選出した30名に対して，アスリートに必要な知識や技術を
提供していく．

H27.9- 無 大分県 ○中山正剛

大分合同新聞（GODOジュニア）の連
載

　大分合同新聞（GODOジュニア）で「の雑誌で，「せいごう先生のスポーツ上達！虎の
巻」というタイトルで，小学生向けの運動に関しての記事を連載している．これまでに掲
載されたのは，「50mを速く走る方法」や，「ボールを遠くに投げる方法」，「跳び箱をうまく
跳ぶ方法」，「うまく泳ぐ方法」などが挙げられる．

H29- 有 大分県 ○中山正剛

－ 34 － － 35 －



２．自治体の委員等

教員名 審議会等の職名 自治体名･機関名等

立松洋子 大分県食育推進会議委員 大分県食品・生活課 H29.4.1 ～ H31.3.31

立松洋子 大分県卸売市場審議会委員 大分県 H27.8.1 ～ H29.7.31

飯田　法子 大分県社会福祉審議会福祉専門分科会　児童相談部会　委員 大分県福祉保健部 H23.4.1 ～ H.31.3.31

飯田　法子 大分県立佐伯支援学校　学校評議員 大分県立佐伯支援学校 H23.6.1 ～ H.31.3.31

飯田　法子 大分県保育コーディネーター養成委員会 委員 大分県保育連合会 H.26.4.1 ～ H.31.3.31

飯田　法子 大分市いじめ問題再調査委員会　委員 大分市教育委員会 H.28.6.1 ～ H.31.3.31

飯田　法子 大分県教育委員会　合理的配慮に係る専門家チーム事業　委員 大分県教育委員会 　H.19.6.1 ～ H.31.3.31

尾濱　邦子 大分県立学校いじめ対策委員会委員 大分県教育委員会 H29.8.9 ～ H31.8.8

尾濱　邦子 別府市立上人小学校学校評議委員会委員 別府市教育委員会 H28.4.1 ～ H31.3.31

仲嶺まり子 大分市子どもルーム事業推進協議会委員 大分市 H29.4.1 ～ H30.3.31

仲嶺まり子 大分市子ども子育て会議委員 大分市 H29.4.1 ～ H31.3.31

仲嶺まり子 大分市社会福祉審議会児童部会委員 大分市 H28.6.1 ～ H30.5.31

仲嶺まり子 「教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価」に係る委員 大分市教育委員会 H29.6.1 ～ H29.8.1

仲嶺まり子 大分市母子福祉資金等貸付審査委員会委員 大分市 H28.4.1 ～ H30.3.31

仲嶺まり子 大分市保育所等設置候補者選考委員 大分市 H29.9.1 ～ H30.3.31

仲嶺まり子 大分市民間放課後児童クラブ運営費補助事業者選定委員会委員 大分市 H29.10.1 ～ H30.3.31

仲嶺まり子 おおいた子ども子育て応援県民会議委員 大分県 H29.6.1 ～ H31.3.31

仲嶺まり子 大分市幼児教育の振興並びに市立幼稚園及び保育所のあり方検討委員会委員 大分市 H29.10.7 ～ 現在

相浦　雅子 大分県社会福祉審議会委員 大分県 H29.4.1 ～ H31.3.31

相浦　雅子 大分県社会福祉審議会児童福祉専門分科会里親部会委員 大分県社会福祉審議会 H29.4.1 ～ H31.3.31

相浦　雅子 大分県社会福祉審議会児童福祉専門分科会母子福祉部会委員 大分県社会福祉審議会 H29.4.1 ～ H31.3.31

相浦　雅子
平成２９年度大分県子育て支援員研修事業委託業務に係る提案競技審査委員会
委員

大分県福祉保健部 H29.6.12 ～ 現在

吉村 壮明 別府市学校運営協議会委員 別府市教育委員会（別府市春木川小学校） H28.4.1 〜 H29.3.31

就任期間

－ 36 － － 37 －



２．自治体の委員等

教員名 審議会等の職名 自治体名･機関名等 就任期間

中山　正剛 チーム大分ジュニアアスリート発掘事業に係るプロジェクト委員 大分県競技力向上対策本部 H27.9.3 ～ H30.3.31

中山　正剛 大学体育関連情報調査チーム研究員 （公社）全国大学体育連合 H27.3.26 ～ H30.3.31

中山　正剛 日本レクリエーション協会公認指導者養成課程認定校研究連絡会全国幹事 （公社）日本レクリエーション協会 H26.4.1 ～ H30.3.31

中山　正剛 公益社団法人私立大学情報教育協会サイバーFD研究員 公益社団法人私立大学情報教育協会 H26.7 ～ H30.3.31

中山　正剛 九州地区大学体育連合理事長 九州地区大学体育連合 H29.4.1 ～ H30.3.31

中山　正剛 九州レジャー・レクリエーション学会事務局長 九州レジャー・レクリエーション学会 H28.4.1 ～ H30.3.31

－ 36 － － 37 －



教員名 研修会等の名称 講演・研修タイトル等
自治体名
機関名等

時期

立松洋子 新規採用学校栄養職員研修 望ましい食生活に関する集団･個別指導
大分県教育庁
体育保健課

H29.7.27

立松洋子 公立保育所職員研修会 災害時の食事作りと栄養管理 大分市保育連合会 H29.10.23

立松洋子
平成２９年度青少年ふれあい交流

体験推進事業調理実習
災害時の食事作り方法でジビエ料理を作る

大分県
香々地少年自然の家

H29.12.9

立松洋子 大分中学校食育講演会
スポーツ選手のための

健康管理と日常の食事指導
大分中学校 H30.3.19

立松洋子
平成２９年度

地域課題対応人材育成事業
「地域コアリーダープログラム」

日本型食生活と日本料理（一汁三菜）
日本青年

国際交流機構
H30.2.22

東保　美香 平成29年度食育推進研修会
保育士等キャリアアップ研修会

栄養に関する基礎知識
大分県保育連合会 H30.1.16

東保　美香 幼児教育・保育研修会
アレルギー疾患の理解

保育所におけるアレルギー対応ガイドライン
大分市 H29.8.31

岡本　昭
管理栄養士国家試験受験の

ための支援講座
食べ物と健康、社会・環境と健康、公衆栄養学 食物栄養科

H29.9.～2
(計4回)

藤岡　竜太
管理栄養士国家試験受験の

ための支援講座
人体の構造と機能・疾病の成り立ち 食物栄養科

H29.9.～2
(計5回)

衛藤　大青
管理栄養士国家試験受験の

ための支援講座
基礎栄養学、食べ物と健康 食物栄養科

H29.9.～2
(計5回)

東保　美香
管理栄養士国家試験受験の

ための支援講座
臨床栄養学 食物栄養科

H29.9.～2
(計4回)

相浦　雅子
平成２９年度

大分県私立幼稚園連合会
教師研修大会

第３分科会助言
大分県

私立幼稚園連合会
H29.7.29

相浦　雅子 佐賀市私立保育園会園長研修会
「これからの保育園の在り方を考える

～保育所保育指針の改定を受けて～」
佐賀市

私立保育園会
H29.8.3

相浦　雅子
平成２９年度

子育て支援員養成講座　基本研修
「保育の原理」 「対人援助職の価値と倫理」 豊後高田市 H29.9.14

相浦　雅子
平成２９年度

専門職員研修会Ⅱ（３，４，５歳児）
「遊びを通した幼児教育

～就学までに育てたい姿～」
大分県

保育連合会
H29.9.21

相浦　雅子
平成２９年度専門職員研修会Ⅰ

（０，１，２歳児）
「指針から読み解く乳幼児の生活」

大分県
保育連合会

H29.10.4

相浦　雅子 むさしこども園園内研修
「遊びを中心とした保育について②

～遊び体験の積み上げとは～」
むさしこども園 H29.11.20

３．研修会等の講師

－ 38 － － 39 －



教員名 研修会等の名称 講演・研修タイトル等
自治体名
機関名等

時期

３．研修会等の講師

相浦　雅子
平成２９年度子育て支援員養成講座

地域保育コース
「保育者の職業倫理と配慮事項」 豊後高田市 H29.12.4

相浦　雅子 第４５回大分県保育事業研究大会 第１分科会助言 認定こども園連合会 H30.1.25

相浦　雅子 平成２９年度キャリアアップ研修会
「マネジメントの理解」「リーダーシップ」

「人材育成」

大分県
保育連合会
大分県

私立認可保育園協議会

H30.1.29.30

相浦　雅子 むさしこども園園内研修
「遊びを中心とした保育について③

～ドキュメンテーションから
子どもの育ちを考える～」

むさしこども園 H30.2.17

相浦　雅子 認定こども園主任研修 「主幹教諭の役割について考える」 認定こども園連合会 H30.2.21

飯田　法子
大分県

看護協会新人看護研修
メンタルヘルス研修 大分県看護協会

H29.5.31
H30.2.22

飯田　法子
大分市教育委員会

エデュサポートセンター
事例検討会　 大分市教委員会 H29.7.20

飯田　法子
大分市

教育委員会教育相談研修会
気になる子どもと保護者支援 大分市教委員会 H29.8.8

飯田　法子 保育コーディネーター養成研修 保育コーディネーターのための相談援助 大分県保育連合会 H30.8.10

飯田　法子 大分県幼稚園免許更新研修 　教育相談と保護者支援 大分県子ども未来課 H29.8.22

飯田　法子 佐伯市発達障がい研修会 気になる子どもと保護者支援 佐伯市健康増進課 H29.8.23

飯田　法子
佐伯市

特別支援教育コーディネーター研修
支援を必要とする

児童・生徒理解と支援の方法について
佐伯市教育委員会 H29.8.24

飯田　法子
発達障がい者支援センターＥＣＯＡＬ

ペアレントメンター養成研修
保護者支援　および　傾聴訓練

発達障がい者
支援センターＥＣＯＡＬ

H29.9.6

飯田　法子
豊後高田市子育て支援員養成講座

基本研修
子どもの障害/子どもの発達/総合演習 豊後高田市

H29.9.15
H30.1.11

飯田　法子 傾聴ボランティア養成講座 傾聴訓練
佐伯市

社会福祉協議会
H29.11.6

飯田　法子 大分県地方裁判所職員研修会 「アサーティブコミュニケーションについて」 大分県地方裁判所 H30.2.20

飯田　法子 県社会福祉協議会助成研修
「不登校など気になる子どもへの支援の

あり方」研修会
NPO法人

ABC野外教育センター
H30.2.25

飯田　法子 　放課後児童クラブ研修会 気になる子どもと保護者支援 大分県子ども未来課 H30.3.1

－ 38 － － 39 －



教員名 研修会等の名称 講演・研修タイトル等
自治体名
機関名等

時期

３．研修会等の講師

伊藤佳代子 大分市保育所等職員研修会 保護者支援・子育て支援の意義 大分市 H29.11.

伊藤佳代子 大分市保育所等職員研修会 保護者に対する相談援助 大分市 H29.11.

尾濱　邦子 三校合同教育講演会 これからの教育に求められるもの
北部中学校ＰＴＡ・亀川

小学校ＰＴＡ
上人小学校ＰＴＡ

H29.12.13

仲嶺まり子 三佐小学校3方面子ども会交流会 「親子でできるリズム遊び」 三佐小学校3方面子ども会 H29.6.30

仲嶺まり子
大分市初任・中堅保育者

（幼稚園教諭）研修会
「わくわくリズム遊び」 大分市こども企画課 H29.8.4

仲嶺まり子
大分県保育連合幼稚園
教員免許特例科目講座

「表現活動の研究」 大分県保育連合会 H29.8.23

仲嶺まり子
大分市

初任・中堅保育者（保育士）研修
「楽しい音楽・リズムあそびの実践」 大分市こども企画課 H29.10.27

仲嶺まり子 大分市子育て支援事業 「親子でリズム遊び」 大分市子育て支援課 H29.11.3

仲嶺まり子
大分市

保育所等職員キャリアアップ研修
「音楽表現に関する知識や技術」 大分市こども企画課 H29.12.5

仲嶺まり子
大分県

認可外・事業所内保育研修会
「乳幼児と楽しむ表現遊び」 大分県こども未来課 H30.1.27

仲嶺まり子 野津中央公民館乳幼児学級 「親子でふれあい遊び」 野津中央公民館 H30.2.2

吉村 壮明
大分市職員研修会

（大分市キャリアアップ研修）
造形表現の観点からみた

「基層としての子ども・社会・メディア再考」
大分市教育委員会 H29.12.6

－ 40 － － 41 －



４．受託研究・共同研究・技術相談

受託組織等
担当教員名

（○は主担当）

受託・共同
・技術相談

の別
受託研究・共同研究・技術相談の具体的内容 依頼主 時期

食物栄養科
○衛藤　大青
   東保　美香

共同研究
　温泉熱を利用した省エネルギー大規模栽培のパプリカを用いて、破断強度を測定し、外国産と
の比較を行った。

株式会社
タカヒコアグロビジネス

H29.9

保育科 相浦　雅子 その他

　毎月1回乳児院を訪問し、保育指導を行う。午前中クラスに入り子どもの様子、保育士等のか
かわりや環境等について観察をする。その際の気づきについて、主任保育士、クラスリーダー及
び担当者と面談をし、保育士の質問等も受ける。27年度は、週案様式を再考し、28年度活用の
年間保育計画を作成した。

栄光園乳児院 H26.9～

保育科 相浦　雅子 その他
　保育園及び地区の研究指導を行う。平成28年3月からは、大分市竜華保育園の研究指導を
行っている。おおよそ1か月に1回の割合で園に出向き、園内研修を行い、平成30年1月の保育事
業大会の発表をもって終了とする。

大分県保育連合会
H28.3～
H29.12
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５．その他の地域連携・社会貢献活動

活動名 地域貢献活動の具体的内容 主な関係地域 教員名

トンボテレビ ライフサイクルに応じた健康管理や食材の適した料理を提案している。（計４５回） 別府市 立松洋子

NHK好きっちゃ大分 地産食材を使った新しい料理の提案をしている。（計１２回） 大分県 立松洋子

豊後大野
ケーブルテレビ

豊後大野市の特産品を使った料理の提案をして、
ケーブルテレビで家庭に配信している。東京の浅草ふるさと館でも利用されている。

豊後大野市 立松洋子

豊後高田テレビ
慣れよう薄味食べよう野菜発信事業で番組作りに協力し、

豊後高田地域の健康にやくだっている。
豊後高田市 立松洋子

乳児院への支援 乳児院への職員メンタルヘルスに関する事業協力 別府市 飯田法子

大分大学
医学部付属病院

職員のメンタルヘルスに関する事業協力 大分市 飯田法子

大分大学
心理臨床相談室

心理臨床相談室における相談指導員としての指導助言 大分市 飯田法子

上人小学校保護者会 上人小学校保護者会に参加し、家庭教育等の話を保護者に話をした。 別府市 尾濱　邦子
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５．その他の地域連携・社会貢献活動

活動名 地域貢献活動の具体的内容 主な関係地域 教員名

佐賀インターナショナル
バルーンフェスタ
組織委員会理事

　佐賀インターナショナルバルーンフェスタは、毎年10月末から11月初頭に行われ、
参加機数は約100機、観客動員は80万人から90万人となっている。これほど大規模
な大会ではあるが、すべてボランティアによる運営であり、組織委員会委員もボラン
ティアで構成されている。平成28年には、佐賀では3回目となる世界選手権大会が開
催され、社会的意義も大きい。私は、1998年から2012年までは役員として、2013年か
らは理事として携わっており、協議にかかわるボランティアの募集と配置、指導等を
行い、大会運営に寄与している。

その他 相浦雅子

地域社会
フィールドワーク演習

　大学全学部・短期大学部の選択科目（教養・学際科目）で地域貢献に関わるフィー
ルドワークを実施。超高齢化と少子化に加え、地方においては、かつての中心街の
シャッター街化、郊外のモール化（地方の生活空間の均質化）が急激に進行してお
り、その状況に対する地域振興への方途が求められている。地域振興における「地
域」や「振興」の定義は様々だが、この授業では、昨今、 NPOや自治体を中心に地
方で取り組まれている芸術によるアートプロジェクトやオルタナティヴな活動（資本主
義や市場原理に則らない「代案」としての実践）を参照しつつ、グループワークや
フィールドワークを通して、学生達が主体的に「地域」の「振興」に対して寄与する協
働的かつ独創的なアプローチを模索する事を目的とする。

別府市 吉村 壮明

ふれあい遊び研究会
オペレッタ公演

　学生を主体とした団体である「ふれあい遊び研究会」が，聖人保育園，春木保育
園，青山保育所にて，園児を対象に「大きなカブ」「スイミー」「ブレーメンの音楽隊」
「不思議の国のアリス」などのオペレッタ公演を実施した。

別府市 ○中山正剛

沖縄県人会
エイサー公演

　学生を主体としたボランティア団体である「沖縄県人会」が，年間で約20件のエイ
サー公演を実施した。すべて，大分県内の各地から依頼を受けて実施している。

大分県 ○中山正剛

わくわくフェスティバル
　初等教育科の研究会による実行委員と初等教育科1年生が中心となり、学生が出
演するフェスティバルを開催。別府市内保育園児を招いて開催。

別府市

○中山正剛
   八幡雅彦
   高濱正文

神田亮
   藤田光子

－ 42 － － 43 －


