
大分県立看護科学大学

総合人間学

第1回
医療と報道
朝日新聞社岡山総局記者　中村通子

第 2回　
大学生のためのライフデザイン
九州大学大学院助教　佐藤剛史

第 3回
生活習慣と健康 
 ～アルコール感受性遺伝子との関係～
和歌山県立歯科大学医学部教授　竹下達也

第 4回
子どもの貧困対策
大分県こども・家庭支援課課長　伊東雅人

第 5回
山間地での高齢者との
 暮らしぶりを世界へ発信する
国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会会長　林浩昭

第 6回
医療と仏教の協力
佐藤第二病院院長・龍谷大学教授 (仏教 )　田畑正久

第 7回
災害は忘れる暇なくやってくる
 ～熊本・大分地震と大雨～
気象予報士・防災アドバイザー・環境教育アドバイザー　花宮廣務

第 8回
高齢者の緩和ケア
高齢者介護ケアの専門家、多文化看護学者
エンドオブライフケア看護教育協議会の老年看護指導者
CapstoneHealthcareGroup,PallaiativeCareEssentials の
２つの医療法人の創立者、兼CEO

米国アリゾナ州立大学校看護医療大学非常勤教員　Carol O.Long

～人間性育成の集
大成～

人間として、ま
たは医療従事者

として備えてお
くべき

豊かな知性と感
性を養う。

成績評価　レポートにて評価します。

授業概要　様々な分野の第一線で活躍し、かつ造詣の深い方々を講師としてお招きします。

担当教員：看護学部　教授　藤内美保

全 8回　1単位

通学することなく
インターネットで

受講できます

通学なしで
ネット受講知的財産入門

3日目　1月 7日（土）
6. 10:20 ～ 11:50　　「商標とブランド」

7. 12:50 ～ 14:20　　「意匠とデザイン」

8. 14:30 ～ 16:00　　「知的財産に関する疑問・質問とまとめ」

担当教員：     富畑賢司

1日目　12月 10日（土）
1. 10:20 ～ 11:50　　「知的財産と知的財産権」

2. 12:50 ～ 14:20　　「著作権」

2日目　12月 17日（土）
3. 10:20 ～ 11:50　　「特許入門（1）」

4. 12:50 ～ 14:20　　「特許入門（2）」

5. 14:30 ～ 16:00　　「発明とは？」

知的財産は決して難しい〝学問″ではありません。身近なことから知的財産をみつけながらたのしく理解をしてゆきます。受身の講義ではなく、受講者でディスカッションをしたり、質問をしたりしながら講義をすすめてゆきますので、積極的に参加して下さい。

大分は地域ブランドなど
、以前から知的財産に力

をいれています。私達の

身の回りにも知的財産は
沢山関係しており、これ

からの時代には基本的な

知識と考え方を知ること
が重要になってきていま

す。実際の例を題材に、

楽しく知的財産を学んで
みませんか。

産学官連携推進機構　
知的財産部門長・教授・弁理士

ホルトホール大分２階
サテライトキャンパス

おおいた講義室

10:00 ～　受付開始

大分駅前
ホルトホール大分

別府大学

成績評価　　レポートにて評価します。

温泉学概論

フィールドワーク　※現地集合

第 1回　9月 17日　鈴木晶
プロローグ～温泉学とは～

第 2回　9月 24日　阿部博光
温泉発電と地域社会

第 3回　10月 1日　山本晴樹
古代ローマの浴場文化

第 4回　10月 8日　飯沼賢司
別府温泉の始まり

第 5回　10月 15日　中山昭則
ぶらべっぷ　不思議な温泉空間をみる

第 6回　10月 22日　豊田寛三
江戸時代の風呂と温泉

第 7回　10月 29日　田代早苗
別府の文化・竹と温泉

第 8回　11月 12日　鈴木晶
鉄輪温泉周辺見学

第９回　11月 19日　南喜玄
韓国の温泉事情について

第 10回　11月 26日　池口功晃
天ヶ瀬温泉の地域経済効果

第 11回　12月 3日　段上達雄
温泉と信仰

第 12回　12月 10日　平野芳弘
油屋熊八翁に学ぶ別府観光まちづくり

第 13回　12月 17日　立松洋子
調料と理論（温泉の効果）

第 14回　1月 13日　澤西祐典
読む温泉

第 15回　1月 21日　鈴木晶
温泉学のまとめ

担当教員：准教授　鈴木晶

～世界最大の温泉保養地別府～

この講義では温泉に関わる様々な
研究分野から、

温泉のもつ諸側面を明らかにして
いきます。

全 15回　2単位

別府大学キャンパス
４００番教室
毎週土曜日２限

日本文理大学

ジェネリックスキル養成2

～８大学等合同合宿研修～

地域問題に対しチームで課題
発見、解決策を考えるワーク

ショップです！

他大学等の学生と一緒に知識
を活用して問題解決する力を

養成するとともに、

大分について考えるキッカケ
にします

成績評価　
①関心・意欲・態度　②知識・理解　③技能・表現・コミュニケーション　④思考・判断・創造
上記の観点を、成果物（パワーポイント資料）とプレゼンテーション、ワークショップでの貢献度等から評価します。

第 1回　オリエンテーション

第 2回　資料の読解、共有（情報分析）

第 3回　ディスカッション（1）（課題発見）

第 4回　ディスカッション（2）（解決策の構想）

第 5回　プレゼンテーション準備

第 6回　プレゼンテーション（1）

第 7回　プレゼンテーション（2）

第 8回　リフレクション（振り返り）・全体総括

全８回　教養１単位

集中授業
２月下旬の平日 (未定 )(１泊２日）

日本文理大学 湯布院研修所
http://nbu.co.jp/yufuin/

担当教員：学長室長・工学部建築学科　教授　吉村充功、経営経済学部経営経済学科　准教授　鈴木照夫

・１年生のみ（高専は４年生）受講可能です（定員 50名）。・研修宿泊費は無料です。　食費（４食）のみ実費負担です（1,500 円程度）。・日本文理大学から大分駅、別府駅を経由する　無料バスを運行予定です（往復）。

【ワークショップの様子（イメージ）】

【研修所と由布岳】 

無料バスあり 宿泊あり大分の地域資源

◆成績評価　　小テスト・タスク（50%）、課題 (50%) の累積。

担当教員：准教授　鈴木雄清

大分駅前
ホルトホール大分

通学なしで
ネット受講

12.　アイスブレイク

13.

14.

15. 

豊富な地域資
源を通して大

分の特長や魅
力を学び、

大分のことを
もっと調べた

り、魅力を味
わったりしよ

うと

するようにな
ってもらうこ

とを目的にし
ています。

グループ活動

（9:30 ～ 16:50）

 1. オリエンテーション

 2. 別府竹細工

 3. 別府八湯温泉道

 4. 国東の七島藺

 5. 大分と摩崖仏

 6. 大分の石の文化

 7. 大分と麦

 8. 大分の食・農業

 9. 大分の地域おこし

10. 大分の文化

11. 総まとめ

ネ
　
ッ
　
ト
　
配
　
信

全 15回　2単位

インターネットで受講
10月 26日（水）開始予定

＋
ホルトホール大分

2月 4日（土）9:00 ～受付開始
サテライトキャンパスおおいた

ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分 ｝

※配信の順番や内容に変更が生じることがあります。


