別府大学・別府大学短期大学部
オープンキャンパス
海の日

7月18日（月）・8月16日（火）

国際言語・文化学科
の別大喫茶で
いろんなイベント
やってるよ！

国際経営学科で
経営管理のプロを
目指すんだ！

昼食
無料

グッズ
プレゼント

イケメンの
トマース先生って
アイルランド出身
だって！
行ってみようよ！

似顔絵描いて
もらえるんすか！
？
ダイエット
したいんだけど
このメニュー
何カロリーに
なるの？

なんか
アットホームな
大学なんですね
短大はキャンパスが
別府と大分に
分かれているんだね
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当日賀来駅から
スクールバスが
でます。

食 物 栄 養 科
初 等 教 育 科

受付開始
全体説明・入試説明・学科別ガイダンス・
在校生との懇談会・保護者対象説明会 などを
予定しています。

入試相談コーナー・
学生生活相談コーナー・
図書館オープンコーナー
もあるよ！

お問い合わせ先

別府大学入試広報課

〒874-8501 大分県別府市北石垣82
TEL 0977-66-9666 FAX 0977-66-4565
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★各コースメニュー（7コース）
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トマース・オカナー先生とディスカッション

マンガ系学生による似顔絵コーナー

8/16

海の日

【語学・文学系コース】
（前 半） 日本語・日本文学コースと英語・英米文学コース合同
教授

浅野則子 ＆ 教授

河野

【語学・文学系コース】
（前 半） 日本語・日本文学コースと英語・英米文学コース合同

豊

准教授

模擬授業 「日本の庭・英国の庭」
准教授 森脇茂秀
（後半A） 日本語・日本文学コース
模擬授業 「日本語をかんじる、考える、そして伝える」
講師 トマース・オカナー
（後半B） 英語・英米文学コース
模擬授業 外国人講師と楽しく英会話
【芸術系コース】… 別大アート喫茶
̶体育館で別大生とブースを開きます̶
学生 ＆ 教授 安松みゆき
○国際文化コース
―芸術って ビックリ箱の世界― なにが飛び出すか お・た・の・し・み！ 第１弾
マンガ系学生 ＆ 教授 田代しんたろう
○マンガ・アニメーションコース
別大生が語る…「今、私達がマンガ演習で取り組んでいる課題」
デザイン学生 ＆ 准教授 渡海道英
○デザインコース
別大生と一緒にTシャツデザイン
絵画学生
○絵画コース
モノタイプでアート ―君だけのオリジナル版画を―
書道学生 ＆ 教授 荒金大琳
○書道コース
書の線にリズムを求めて

高木伸幸 ＆ 准教授

山野敬士

模擬授業 「文学と音楽」
教授 浅野則子
（後半A） 日本語・日本文学コース
模擬授業 「悩む若者 ―源氏物語の場合―」
講師 トマース・オカナー
（後半B） 英語・英米文学コース
模擬授業 外国人講師と楽しく英会話
【芸術系コース】… 別大アート喫茶
̶3号館ホールで別大生とブースを開きます̶
学生 ＆ 教授 安松みゆき
○国際文化コース
―芸術って ビックリ箱の世界― なにが飛び出すか お・た・の・し・み！ 第2弾
マンガ系学生 ＆ 教授 田代しんたろう
○マンガ・アニメーションコース
現役別大生 VS 高校生 「マンガしりとり対戦」
デザイン学生 ＆ 准教授 渡海道英
○デザインコース
自分でパソコンデザインにチャレンジ
絵画学生
○絵画コース
ペインティングでアート ―世界で一枚だけのTシャツを―
書道学生 ＆ 教授 荒金大琳
○書道コース
プロの 書 と社会で生きる 書 を求めて
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学生によるふすま下張り文書はぎとり作業
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鷹塚古墳の発掘現場

海の日

8/16

飛鳥時代の古墳を掘る

ローマの風呂の物語

−別府大学考古学速報 鷹塚古墳を掘る−
助教

上野

淳也

現在、別府大学では、飛鳥時代の古墳の発掘調査をおこなっていま
す。飛鳥時代とは、崇峻天皇に始まる、都が飛鳥にあった推古天皇や
聖徳太子の時代を指します。調査史の古墳は、大分県では最大、九州
でも有数規模の横穴式石室を備えることがほぼ確実となりました。ミ
ニ講義では、３D映像を交えた現在進行形の最新の発掘調査成果、調
査方法について講義します。希望者は、オープンキャンパス終了後、
古墳石室内の見学可。

教授

山本

晴樹

とうとう映画化されるまでになったマンガ｢テルマ
エ・ロマエ（ローマの風呂）
｣でも話題になっているロー
マ帝国の公共浴場について取り上げます。風呂はロー
マ人の生活にとってなくてはならないものでした。ミ
ニ講義では、とりわけ有名なカラカラ浴場を手がかり
に、現在残されている遺跡から当時の姿を復元し、歴
史のなかで浴場文化の果たした役割を考えます。

別府大学附属博物館で歴史を体感しよう！
午前中のミニ講義のあとは、別府大学附属博物館で歴史学・考古学などの各分野のブースを中心にワークショップ形式で、参加
した高校生の皆さんと各先生・大学生が自由にお話をしたり質問を受け付けたりします。附属博物館の展示解説も大好評です。そ
のほかアーカイブズセンターの見学もします。
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箱庭づくりであなたの心がわかるかも…
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午後のフリートークの様子です

8/16

海の日

あなたは他の人からどう見られているか

心の病がある人の就労支援
准教授

三城

大介

心の病がある人は、精神疾患による生活のしづらさや精神
薬の副作用などで、フルタイムの仕事に就くことが難しかっ
たり、社会からの偏見などで、社会参加が進んでいないのが
現状です。しかし、心の病がある人の多くが就労を望んでい
ます。大分での実際の活動を題材にしながら、心の病がある
人の就労支援について考えてみませんか？

准教授

西村 靖史

私たちは日常的にいろいろなコミュニケーションを行って
います。あなたは自分が他の人からどのように見られている
か、気になったことはありませんか。この時間では他人から
見た自分というテーマでこころの中を探ってみましょう。そ
して他の人のこころを、私たちはどのように感じているかに
ついて考えてみます。

医療現場と社会福祉士の仕事
人間関係が苦手な人たち

准教授
講師

渡邊須美子

私たちは、生まれた瞬間から、誰かと関わらずには生きて
いけません。しかし、私たちの中には、人間関係が得意な人
や苦手な人など、様々な人がいます。そこでこの模擬講義で
は、人間関係が苦手とされる「自閉症」の心理について、一
緒に考えていきたいと思います。

林 真帆

ソーシャルワーク(社会福祉実践活動)は、様々な理由によっ
て「生活のしづらさ」を抱えている人たちの問題を軽減また
は解決する活動です。今回は、その担い手として病院で働く
医療ソーシャルワーカー (社会福祉士)の仕事をとおして、病
気を患うことの意味やソーシャルワークの意義について考え
てみたいと思います。
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課外授業で大山町を訪問する学生たち
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海の日

エコ活動を別府駅で行う学生たち
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会計関連資格の現状と国際経営学部の取組み

こんな面白い学問があったんだ！

教授（税理士・中小企業診断士・MBA） 関谷 忠
現在の大学新卒者の就職は非常に厳しい状況にあります。
こうした中で、企業はこれまで、採用後に企業内で教育訓練
を行っていましたが、最近は「即戦力になる人財」を強く求
めています。また、景気が悪い時には会計の知識が重要視さ
れる傾向にあります。そこで、会計関連の有力資格の現状と、
こうした資格教育に国際経営学部がどのように取り組んでい
るのかについて説明します。こうした勉強は、まったくの初
心者からのスタートで大丈夫です。国際経営学部で会計関連
資格を取得して、あなたの夢の実現に大きく第一歩を踏み出
しましょう。

准教授 高木 正史
〜会計学の秘密と謎にググっと迫る〜 Ver.2
会計学はいまや、企業をそして人を救う、まさに現代にお
ける救世主ともいえる「スゴイ学問」になっているのです。
この講義では、簿記や会計のことを学んだことのあるみなさ
んや税理士、公認会計士といった資格に興味があるみなさん
はもちろん、すべての高校生のみなさんへ会計学の知られざ
る秘密をご紹介します。今年も国際経営学部で学ぶことがで
きる会計学の謎と秘密にさらにググっと迫ります。

観光地のでき方・つくり方

准教授 河合 研一
2008年の米国サブプライムローンに端を発する金融危機、
そして今年3月の東日本大震災と次々に日本を襲う大きな
ショック。これらのショックによって生じた危機(経済危機)に
どう立ち向かい、どのように対処すべきなのか。
日本経済復活に向けて、そして日本の未来に向けて、今な
すべきことを経済学の視点から皆さんと一緒に考えます。

教授 中山 昭則
数々のアトラクションや見事な景色で人々を魅了してやま
ない観光地ですが、そこは我々の手によって 創り上げられた
空間 といえます。さて、我々はどのような意識あるいは意図
のもとで観光地を創り上げていったのでしょうか？ 今日は国
内の身近な観光地を取り上げて、そのいきさつを解説してい
きます。

大震災を乗り越えて 〜日本経済復活の展望〜
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「イケ麺」料理を楽しくつくりましょう♪

夏バテを防ぐ
7/18

イケ麺特集

私たちが待ってます！
！

管理栄養士って何だろう
8/16

海の日

暑い夏を乗り切る食べ物を知ろう

4年間で学ぶことを知ろう

○調理実習
蒸し暑い日本の夏は、だれもが体調をくずしやすい季節です。

○在校生・卒業生・教員からのメッセージ
管理栄養士の受験資格を得るために必要な専門科

今回は、夏になると食欲がなくなり、何事に対してもやる気が出
ないという方におすすめの内容です。夏バテ防止に必要な栄養素が
たっぷり入った食材を使った料理を作って、食べてみませんか。
「夏 バ テ を 防 ぐ イ ケ 麺 特 集」で、暑 い 夏 を 乗 り 切 っ て、勉 強、
スポーツに励んで下さい。

目を紹介します。さらに管理栄養士として各方面で
活躍している卒業生による講演もあります。
国家試験の勉強法や就活の方法、実際の仕事の内
容などの貴重な体験談が聞ける絶好のチャンスで
す。
受 験 生 の み な さ ん や そ の ご 家 族 を は じ め、高 校
1・2年生の方々もぜひご参加ください。
○なんでも相談コーナー
入試のことから、大学生活、さらに大学卒業後の
進路のことまでなんでもご質問にお答えします。

試食会では、在学生からの大学生活の内容、また卒業生からは、
大学時代の思い出や職場での仕事内容などの話があります。
○なんでも相談コーナー
入試のことから、大学生活、さらに大学卒業後の進路のことまで
なんでもご質問にお答えします。
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発酵の可能性を探る
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海の日

微生物と食品の仲のいい関係
○模擬授業
「酵母菌が作り出すパンのおいしさとは !?
〜いろいろな微生物で作ったパンを食べてみよう〜」
准教授 高松 伸枝
おいしい発酵食品を作り出してくれる微生物、その代表格
が酵母菌。みなさんが食べたことがない酵母菌以外の微生物
で作ったパン、種類の違う酵母菌で作ったパンなどを試食し
ます。さてどんな味？
○ミニ実験
「イースト菌の呼吸を観察しよう 〜パンはなぜ膨らむ？〜」
助教 藤原 秀彦
イースト菌の呼吸により、パンが膨らみます。イースト菌
の呼吸を 観察してみましょう
○発酵食品体験「いろいろな発酵食品を食べてみよう」
○卒業生からのメッセージ「食の安全について考える」

おぉ、この菌は…！

8/16

発酵食品ってこんなにもすばらしい！
〜発酵食品をたべて・みて・さわって〜
○模擬授業
「チーズについて、ちょっとだけ詳しくなりませんか」
教授 岡本 啓湖
微生物が働くチーズ作りのメカニズムをわかりやすく解説。
微生物を使わない簡単なチーズ作りとさまざまなチーズの試
食をします。
○ミニ実験
「発酵食品を作るいろいろな微生物を見てみよう」
教授 大坪 素秋
チーズなどの発酵食品はいろいろな微生物を利用してつく
られます。ふつうは目で見えないこのような微生物を、顕微
鏡を使って観察してみます。
○発酵食品クイズ 「チーズの味くらべ」
○卒業生からのメッセージ「食品会社の仕事ってどんなもの？」
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楽しく講義♪ おいしく調理！！
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海の日

8/16

ファンタスティックな魚料理を作ろう
(魚料理の基本を学ぶ)

受験直前！
頭がよくなる栄養学を学ぼう!!

○模擬授業

○模擬授業

あまり魚料理を作らなくなりました。魚のさばき方の基本
を学習し簡単でかわいらしい、ゆかいな魚料理を作ってみま
しょう。魚のハーブ焼き・魚の冷製の調理実習です。
献立：とりめし・簡単スープ・魚のハーブ焼き・魚の冷製・コー
ヒーゼリー
○学科紹介
○在学生・卒業生メッセージ
○食物栄養科施設見学 ( 希望者 )
○質問コーナー

脳の働きには様々な栄養素が関わっています。
「頭がよくなる食べ物ってあるの？」
「朝食を食べると成績が
本当に上がるの？」そんな疑問を分かりやすく講義します。
脳の働きを活発にする食生活について、クイズやゲームを通
して一緒に学びましょう。
○学科紹介
○在学生・卒業生メッセージ
○食物栄養科施設見学 ( 希望者 )
○質問コーナー
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初等教育科で実現しよう☆あなたの夢を！
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海の日

○オープニング人形劇「マーブル★レンジャー」
人形劇研究会の学生による爆笑パワフルパフォーマンスを
お楽しみ下さい。
○初等教育科ガイダンス
あなたが知りたい初等教育科のアレ・コレが分かります！
○先輩の「ここがポイント！入試体験談」
わかりやすい入試対策のポイントをお教えします。
○みんなで楽しむパネルシアター
パネルシアター研究会の学生による歌に合わせての愉快な
シアターをご披露！
○卒業生からのアドバイス
卒業生が語る〜私のキャンパスライフと就職活動〜
○模擬授業「作って遊ぼう！簡単おもちゃ！」
4月に続き第２弾…身近な素材を使った造形遊びを体験！
○先輩とのふれあい質問コーナー
どんな質問にもやさしい先輩たちがお答えします！
なんでも聞いて夢を実現しよう。

先輩たちの活
躍する姿をぜひ
！
！

8/16
○初等教育科ガイダンス
アットホームな初等教育科の魅力を紹介します！
○模擬授業「心理テストで性格診断にチャレンジ」
自分発見!? 私ってこんな人!? が分かります。
○模擬授業「ピアノに挑戦！簡単こどものうた」
勇気を出して鍵盤をさわってみたら…
あら？ ピアノが弾けちゃった！
○おや！おや？エプロンから何かが飛び出してきたよ・・・
エプロンシアター研究会の学生によるエプロンを舞台にし
た物語の数々！
○先輩が語る「子どもたちとのふれあい体験」
保育現場の第一線で活躍中の卒業生による保育奮闘記のお
話です。
○先輩になんでも聞いてみよう質問コーナー
初等教育科のことや仕事のこと思いきってなんでも聞いて
みよう！

大分
キャンパス

短期大学部
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地域総
「キャリア能力開発科
「キャリア
「キャリア能力開発科」
能力開発科」へ名称変更予定

あなたに会えるのを楽しみにしてま〜す！

まなぶ、あそぶ、だいじょうぶ！
〜夢をカタチにする地域総合科学科〜
7/18

海の日

○在校生によるいろんな活動報告
大学行事やボランティア活動など、地域総合科学
科の 2 年生が手作りのスライドを使って紹介します！
○在校生との座談会
○
「情報リテラシーⅡ〜スライドショーを作ろう！〜」
実用的なパソコンスキルを身に付ける「情報リテラ
シーⅡ」は、すぐに役立つパソコン活用術を満載。
今回はパーティーで大活躍の「スライドショー」
の作り方を学びます。携帯やデジカメで撮った写真
や音楽 CD を持って来ると「マイスライド」も作れ
ますよ！

かくえき
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○
「 ビジネスマナー 〜自分からできる幸せへの第一歩〜 」
安心・信頼できるパートナーを見つけて協力しあい、多くの人たち
の幸せに貢献していくことが、ビジネスには求められます。その第一
歩、人と人とがつながるときに役立つのが、ビジネスマナーです。自
分からできる幸せへの第一歩を、一緒に学んでみませんか？
○
「観光地理学〜世界の観光地からコンニチハ〜」
この授業ではみなさんが知らない世界のいろいろな観光地を紹介し
ていきます。説明の度に「へえー」を思わず連発してしまうことでしょ
う。まだ見たことのないモノや写真が出てくるかも！？何が出てくる
か…請うご期待！
○
「健康生活論〜元気に生きる〜」
毎日をイキイキと過ごしていくためには、まず健康なこころとから
だが必要ですね。誰にでもできる生活習慣の話など、死ぬまで元気に
生きるコツを学びましょう！そして、医療事務のお仕事についての話
もありますよ。

大分キャンパス会場は
当日賀来駅からスクールバスがでます。
大分
キャンパス

短期大学部

会場

科
育
保
作って遊び、探って考え、
保育科を満喫 !!
7/18

海の日

○総合ガイダンス
入試日程や入試種別の説明、そして、小論文の書き方等を含
めた入試対策を丁寧にわかりやすく説明します。
○保育科ガイダンス
保育科での学生生活や大分キャンパスの行事などを、短大2
年間についてわかりやすく伝えます。アットホームな保育科が
わかります。
○模擬授業
何ができるのかな？自分でうまく作れるのかな？そして、出
来たらみんなで一緒に楽しく遊びましょう！
○研究会紹介
主体的に活動している研究会のメンバーが、楽しい活動を展
開します。7月は、パネルシアター研究会のメンバーが、いろ
んな演目を準備しています。
○先輩たちからのアドバイス
２年生や様々な現場で働いている卒業生の先輩が、保育科進
学を決めた理由、学生生活、就職活動、そして保育現場の仕事
の楽しさを教えてくれます。また、保育科の授業についても、
先輩達の生の声でアドバイスをしてくれます。

やっぱり先輩の話って役に立つなあ！
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○保育科ガイダンス
保育科での学生生活や大分キャンパスの行事などを、映像を
通してアットホームな保育科の全てを紹介します。
○ 先生 ってどんな仕事？
「保育士」と「幼稚園教諭」は、どのようなところで何をす
る仕事なのかについて、パワーポイントで簡潔に説明します。
○模擬授業
「心理学」って知っていますか？心の仕組みについて、楽し
くゲーム感覚で迫ってみます。さあ、あなたの心はどうなって
いるかな？
○先輩たちからのアドバイス
２年生や専攻科に在学している先輩、様々な現場で働いてい
る卒業生の先輩が、保育科進学を決めた理由、学生生活、就職
活動、そして保育現場の仕事の楽しさを教えてくれます。もち
ろん、いろいろな質問にもお答えします。
○進路相談・入試説明
進路に迷っている方々には、保育科の教員が相談にのりま
す。入試の日程や種別について具体的に説明いたします。質問
する時間もありますので、わからないことは聞いてください。
また、保護者の方のためのコーナーを設けます。何でも聞いて
ください。

