令和４年度（2022 年度）おおいた地域連携プラットフォーム

教育プログラム開発部会生涯学習支援ＷＧ

「豊の国学」リレー講座
参 加 無必 要料で す

※事 前 申 込 が

様々な角度から「豊の国（大分県）」を見ていただくため、
豊の国の「人」
「文化」
「産業」
「自然」についてのリレー講座（１コマ 90 分）を行います。
詳細については中面をご確認ください。

令和4年
第１回
（土）12:50〜14:40
（2022年） 10/ １
日時
令和4年
第２回（2022年）
10/16（日）10:20〜16:25
※令和３年度（2021年度）
「豊の国学」リレー講座第２回〜第４回延期分です。

会場

セブンイレブン
トキハ本店

対象

一般の方

定員

各講座25名 ※先着順

大分オーパ

ローソン

レンブラント
ホテル大分

10

大分

駅

大分市立
大道小学校

各回、講座実施日の
10日前まで
※ただし、定員に達し次第、申込を
締切ります。

J:COMホルトホール大分
大分銀行宗麟館
大分いこい
の道

申込
締切

ファミリーマート

J:COM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

（大分県大分市金池南一丁目5-1）

※申込方法は裏面をご確認願います。

※受講される皆様には、新型コロナウイルス感染症対策（検温、マスク着用、手指消毒等）へのご協力をお願いします。
※都合により講座日程を急遽変更する場合がございますので、ご了承ください。
おおいた地域連携プラットフォーム教育プログラム開発部会生涯学習支援ＷＧ事務担当（大分大学学生支援部教育支援課）
〒870-1192 大分市大字旦野原700番地 電話:097-554-7641・8522 e-mail: kyokikss@oita-u.ac.jp

―「豊の国学」リレー講座とは―

第２回

大分県内の大学、短期大学及び高等専門学校などの高等教育機

10/16

令和4年
（2022年）

日

関から構成される『おおいた地域連携プラットフォーム教育プログ

10：20〜

ラム開発部会生涯学習支援ＷＧ』が主体となり実施する、大分県に
関する様々な分野の専門的・学術的な教育内容等を連携・融合させ

開会行事

10：30〜12：00

た講座です。専門的で、より高度な学習機会を提供することによっ

①大分ゆかりの音楽家たち No.1

て県民の生涯学習を支援することを目的として開講します。

人

文化

−バリトン歌手・中山悌一の生涯−

令和２年度まで本講座の実施母体であった「大分高等教育協議
会」は、令和３年４月１日、大学等による「おおいた創生」推進協議会

講師：大分県立芸術文化短期大学

と発展的に統合し、
「おおいた地域連携プラットフォーム」として始

名誉教授

宮本

修

中山悌一生誕 100 年記念講演。中山は日本を代表するオペラ団「二期会」創設者。

動しています。

シューベルト「冬の旅」を日本全国で歌い続け、ドイツ歌曲の芸術的歌唱法を確立。

おおいた地域連携プラットフォーム教育プログラム開発部会
生涯学習支援ＷＧ構成大学等連絡先

県立芸術短大創設にも深く関与。上野丘校歌、大分市歌の作曲者。中山の生涯を彼
の CD 演奏で振り返る。

大分大学：学生支援部教育支援課 ････････････････････････････････････････ ☎ 097-554-7641・8522

〜休憩（12：00〜13：00）〜

日本文理大学：産学官民連携推進担当係 ･････････････････････････････ ☎ 097-524-2700
別府大学・別府大学短期大学部：地域連携推進センター ･･････ ☎ 0977-86-6666

13：00〜14：30

立命館アジア太平洋大学：事務局 ････････････････････････････････････････ ☎ 0977-78-1122

②おおいたのおいしいお魚たち

大分県立芸術文化短期大学：教務学生部 ･････････････････････････････ ☎ 097-545-0542

−おいしさをささえる科学から考える−
講師：別府大学短期大学部 食物栄養科 教授 岡本

別府溝部学園短期大学：オープンカレッジ 2022 講座係 ･･･････ ☎ 0977-66-0224
大分工業高等専門学校：総務課企画係
放送大学大分学習センター：事務長

･････････････････････････････････

☎ 097-552-6450

･････････････････････････････････････

☎ 0977-67-1191

自然

産業

昭

豊の国、大分は海の幸にたいへん恵まれた地域です。アジ、サバのほか養殖のブリ、
マグロもブランド化が進んでいます。本日は水産物のブランド化をささえる科学的

第１ 回

10/ 1

令和4年
（2022年）

知見とともに地産原料を使ったユニークな水産加工品開発を紹介します。
土

〜休憩（14：30〜14：45）〜
12：50〜

開会行事
14：45〜16：15

13：00〜14：30

③幼児期に大切にしたい育ちと大人の関わり

初体験「おおいた」の魅力に驚いた！
講師：日本文理大学

経営経済学部

教授

山内

人

自然

文化

産業

勝義

出張や海外生活を除き、生まれ育った東京都心部以外での生活体
験が皆無の講師が、大分の地で暮らし始めて１年あまり。授業の
合間を縫って精力的に動き回る中、驚きを禁じ得なかった大分の

−子どもたちの遊びの姿をもとに−
講師：大分大学 教育学部 准教授 永田 誠
これからの子どもに求められる「資質・能力」と、それを支える大人の関わり（子育て）
について、実際の大分の幼児教育・保育の姿から一緒に考えていきます。

魅力について語ります。

14：30〜

閉会行事

人

16：15〜

閉会行事

第２回
10：20〜

10/16

令和4年
（2022年）

日

開会行事

10：30〜12：00

①大分ゆかりの音楽家たち No.1

人

−バリトン歌手・中山悌一の生涯−
講師：大分県立芸術文化短期大学

名誉教授

宮本

文化

修

中山悌一生誕 100 年記念講演。中山は日本を代表するオペラ団「二期会」創設者。
シューベルト「冬の旅」を日本全国で歌い続け、ドイツ歌曲の芸術的歌唱法を確立。
県立芸術短大創設にも深く関与。中山の生涯を彼の CD 演奏で振り返る。大分市歌・
大分工業高校・津久見高校・上野丘高校各校歌を作曲。

〜休憩（12：00〜13：00）〜
13：00〜14：30

②おおいたのおいしいお魚たち
−おいしさをささえる科学から考える−
講師：別府大学短期大学部 食物栄養科 教授 岡本

自然

産業

昭

豊の国、大分は海の幸にたいへん恵まれた地域です。アジ、サバのほか養殖のブリ、
マグロもブランド化が進んでいます。本日は水産物のブランド化をささえる科学的
知見とともに地産原料を使ったユニークな水産加工品開発を紹介します。

〜休憩（14：30〜14：45）〜
14：45〜16：15

③幼児期に大切にしたい育ちと大人の関わり
−子どもたちの遊びの姿をもとに−
講師：大分大学 教育学部 准教授 永田 誠

人

これからの子どもに求められる「資質・能力」と、それを支える大人の関わり（子育て）
について、実際の大分の幼児教育・保育の姿から一緒に考えていきます。

16：15〜

閉会行事

「豊の国学」リレー講座への申込方法等
◆申込フォーム https://www.he.oita-u.ac.jp/2022toyo/ から申込みください。
右記のＱＲコードからもアクセスできます。
※申込フォームから正しく送信された場合は、
「申込完了通知」が自動でメール送信されます。
「申込完了通知」が届かなかった場合は申込みができていない可能性がありますので、下記の問合せ先までご連絡
願います。または、下記の受講申込書に記入のうえ郵送するか、電子メールに申込書の情報を入力して申込み
いただくことも可能です。ただし、電話での申込みはできません。

QRコード

◆申込多数の場合は先着順とします。受講の可否は、メールまたは郵送にて講座ごとにお知らせします。
申込締切から１週間以上連絡がない場合は、下記までお問合せ願います。
◆定員に満たない場合は、申込受付を延長いたします。 ◆やむを得ずキャンセルする場合は、必ずご連絡ください。
■「豊の国学」リレー講座を、新中津市学校に同時配信（オンライン）します。新中津市学校にて参加をご希望の方は、
直接新中津市学校にお問合せいただき、申込みください。
新中津市学校

〒871-0055 大分県中津市 1385 番地１（殿町）

電話： 0979-26-1459（月曜休館）

申込・問合せ先
おおいた地域連携プラットフォーム教育プログラム開発部会生涯学習支援ＷＧ事務担当
（大分大学学生支援部教育支援課）
〒870-1192 大分市大字旦野原 700 番地 電話：097-554-7641・8522（土・日・祝日はお休みです。）
e-mail : kyokikss@oita-u.ac.jp HP : http://bundaicoc.org/
〈切り取り線〉

令和４年度(2022年度 )おおいた地域連携プラットフォーム
教育プログラム開発部会生涯学習支援ＷＧ「豊の国学」リレー講座 受講申込書
「豊の国学」リレー講座を受講したいので申し込みます。
※希望される講座に○を付けてください。複数可。

第１回

１０／ １
（土）１３：００〜

初体験「おおいた」の魅力に驚いた！

第２回 ① １０／１６
（日）１０：３０〜

大分ゆかりの音楽家たちNo.1

―バリトン歌手・中山悌一の生涯―

第２回 ② １０／１６
（日）１３：００〜

おおいたのおいしいお魚たち

第２回 ③ １０／１６
（日）１４：４５〜

幼児期に大切にしたい育ちと大人の関わり ―子どもたちの遊びの姿をもとに―

―おいしさをささえる科学から考える―

・この申込書は、
「豊の国学」リレー講座の実施において必要な書類（受講者名簿等）の作成のほか、その他公開講座等の案内に関する資料として利用します。
・受講風景を写真撮影し、本学ホームページ等へ掲載することがありますので、写真の撮影及び掲載をご了承いただけない場合は、申込の際にその旨を備考欄にご記入ください。

