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受講生
募 集

大分大学は、日々の教育・研究・医療の成果を地域社会に還元して、地域との連携・共

存を図り、その発展に貢献することをめざして、大学開放事業に取組んでいます。

公開授業もその事業のひとつです。公開授業は、大分大学の学生が受講する大学の正規

の授業を、学生と一緒に受講していただくもので、決められた曜日・時限に開講される通

常の授業です。

みなさんの知的好奇心を満たすべく多彩な授業を公開しておりますので、この機会にぜひ

ご応募ください。

大分大学公開授業案内

　　　開設期間 ： 平成２４年１０月１日(月)～平成２５年２月５日(火)

大分大学は、日々の教育・研究・医療の成果を地域社会に還元して、地域との連携・共

存を図り、その発展に貢献することをめざして、大学開放事業に取組んでいます。

公開授業もその事業のひとつです。公開授業は、大分大学の学生が受講する大学の正規

の授業を、学生と一緒に受講していただくもので、決められた曜日・時限に開講される通

常の授業です。

みなさんの知的好奇心を満たすべく多彩な授業を公開しておりますので、この機会にぜひ

ご応募ください。

　

　　　

１．募集期間 ： 平成２４年９月２８日(金)まで

各授業の定員は１０名です。ただし、「プログラミングと言語」及び「プログラミング
言語演習Ⅰ」は定員３名以内、「保健統計学」は定員４名、「英語ゼミナール１７」は
定員６名とします。受付は先着順となり、定員になり次第締め切りますが、定員を超過

受講資格 ： 高等学校卒業 (但し,自己申告とし,証明書等の提出は必要ありません。)

受 講 料 ： １科目につき，１５回９,２００円
※学期末試験を除く

　 曜日・時限（時間）は都合により変更する場合がありますので，予めご了承願います。
正規の授業科目ですが、公開授業では単位の認定は行いません。
なお、本公開授業は「おおいた学びの輪」の連携講座となっています。

「おおいた学びの輪」の単位を申請されたい方は、大分県立社会教育総合センターまで
お問い合わせください。（☎0977-22-7763）

１．募集期間 ： 平成２４年９月２８日(金)まで

各授業の定員は１０名です。ただし、「プログラミングと言語」及び「プログラミング
言語演習Ⅰ」は定員３名以内、「保健統計学」は定員４名、「英語ゼミナール１７」は
定員６名とします。受付は先着順となり、定員になり次第締め切りますが、定員を超過
しても受付を行う場合があります。また、定員を満たさない場合は、期間を延長するこ
とがあります。

２．下記の点にご注意ください。



NO 曜日時限 区　分 授　業　科　目 授　　　業　　　概　　　要 回　数 学部・職名 担当教員
開講

ｷｬﾝﾊﾟｽ

1 月 １ 教　養 　基礎中国語Ⅱ
前期の「基礎中国語Ⅰ」で培った基礎の上に、さらに新しい文法事項や会話などを付け加え
ます。発音も、せめて中国の人が聞いて理解できる程度までにはマスターしてもらいたいと思
います。中国語検定準４級レベルをめざします。

１５回
 経済学部
 名誉教授

森川　登美江 旦野原

2 月 １ 教　養 　化学Ⅳ 主に化学熱力学の内容（熱力学第一法則、第二法則、第三法則）を講義します。 １５回
 医学部
 教　 授

久保田　直治 挾　間

3 月 ２ 教　養 　カラダの見方・考え方

人の身体に関する話題を中心に，生命科学の歴史をたどり，それぞれの時代や地域で，命が
どのように考えられていたのかを考察します。授業で扱う話題は，古代エジプトのミイラ，ギリ
シャ・中国・中東の医学，ルネサンスの人体描写，江戸時代の人体の扱い，遺体衛生保存
術，臓器移植，再生医療等です。

１５回
 高等教育開発
 センター
 教　 授

牧野  治敏 旦野原

4 月 ２ 専　門 　農村発展論Ⅱ

　農村発展論Ⅱでは、数々の農村問題に対し、現地でどのような対策が取られ、当事者は何
を考え、また外部の主体はそれをどう支えられるのか、特にその活動に大学生はどうかかわ
れるのかを考えます。そして単に学ぶだけでなく、それを生かして皆さん自身が具体的な行動
を起こすことを、講義の最終的な目標としています。

１５回
 経済学部
 教　 授

山浦　陽一 旦野原

5 月 ２ 教　養 　国際関係入門
現代ロシアの政治と経済がどのように動いてきたかを学びます。ニュース で聞くロシアの
様々な事件の背景に、どのような歴史的背景があり、どのような政治家たちがどのような目的
で動いているかを学びます。

１５回
 経済学部
 教　 授

高山　英男 旦野原

6 月 ２ 専　門 　言語・外国語（独）Ⅳ

２年半のドイツ語学習の総仕上げを行います。既習の文法事項を確認し，補足を加え，中級
文法のレベルまで高めていきます。比較的まとまったテキストを読み，語彙力を高めていきま
す。あくまでも知識としてではなく運用能力を養うことを目標とするため，多くの作文練習を行
います。

１５回
 教育福祉科学部
 教   授

池 内  宣 夫 旦野原

7 月 ２ 専　門 　英語科授業論
英語の授業を成立させている要因（学級経営，指導方法，学習意欲，教師の成長，等）を毎
回とりあげて検討します。講義と意見発表のバランスをとりながら進めます。英語教師の要件
として最低限必要な，教科書を正しく音読できる力も養成します。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

御手洗  靖 旦野原

8 月 ３ 専　門 　小児看護方法論Ⅰ

子どもの心身における健康の維持増進のため、成長発達過程を理解し、子ども時代の健康
生活の意義や養育のあり方を考える講義です。具体的には次の項目を講義する予定です。
①遺伝②新生児死亡率、乳児死亡率など小児保健統計値③新型インフルエンザと鳥インフ
ルエンザ④予防接種④正常精神運動発達⑤児童虐待と不登校⑥家庭の疾病対処法⑨健康
な住居⑩子どもと格差社会⑪環境と子どもの内容となっています。

１５回
 医学部
 教　授

穴井　孝信 挾　間

9 月 ５ 専　門 　国文学史
①　日本古典文学の史的変遷を具体的に講述(上代文学～中古文学）。
② 上代文学および中古文学の代表的作品を解説する。
③　『古事記』、『万葉集』、『源氏物語』等を原典で講読する。

１５回
 教育福祉科学部
 教　 授

田畑　千秋 旦野原

10 月 ５ 専　門   哲学概論Ⅰ
本授業は社会科に関する教員免許取得のための授業です。
そして、哲学・倫理学の導入及び基礎となるものです。そのため、哲学的問題に対する認識を
深めたうえで、西洋哲学の主要な思想内容について基本的な知識の習得を行います。

１５回
 教育福祉科学部
 教　 授

黒川　勲 旦野原

11 月 ５ 専　門 　言語・外国語（独）Ⅱａ

1年次と２年次前期に学習した内容をさらに発展・定着させていきます。その際，文法・語彙を
単に理解するのではなく，それらを用いて自己表現できる能力，つまり運用能力をつけること
を目標とします。運用能力とは、究極的には「話す」能力ですが，話すためにはまず「書け」な
ければなりません。そのために，多くの作文練習を行います。

１５回
 教育福祉科学部
 教   授

池 内  宣 夫 旦野原

12 火 １ 専　門 　比較経営史Ⅱ
イノベーション企業の技術経営（Technology & Innovation Management）について解説を行う
のが講義のテーマです。日本企業の地盤低下が指摘されている「ものづくり」について、国内
外の先進企業事例をベースにイノベーション経営の可能性を探ります。

１５回
 経済学部
 教　 授

松尾　純廣 旦野原

13 火 １ 教　養 　世界の教育

諸外国の教育制度や文化の多様性を学ぶことにより、日本の教育の特徴や独自性を再発見
することを目指します。以下の各国の教育制度及び文化を取り上げる予定です（イギリス／ア
メリカ／フランス／ドイツ／フィンランド／ロシア／中国／韓国／シンガポール／タイ／ブラジ
ル／ケニア等）。テキスト１冊の購入が必要です。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

鈴木　篤 旦野原

14 火 １ 教　養 　地域と情報

市町村合併が進む現在の地域で力点が置かれている情報化について，現状と問題点につい
て 考察し，デジタルデバイドや情報のセキュリティなどの問題点への多くの取り組みを紹介す
ると共に，国策として進められようとしている情報化の 方針を紹介しながら，望ましい地域の
情報化について考えていくことを目的としています。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

藤井　弘也 旦野原

15 火 １ 教　養 　基礎中国語Ⅱ
前期の「基礎中国語Ⅰ」で培った基礎の上に、さらに新しい文法事項や会話などを付け加え
ます。発音も、せめて中国の人が聞いて理解できる程度までにはマスターしてもらいたいと思
います。中国語検定準４級レベルをめざします。

１５回
 経済学部
 名誉教授

森川　登美江 旦野原

16 火 ２ 教　養 　応用中国語Ⅱ
基礎中国語および教養中国語の修了者または同等以上の学力のあるものを対象に開講す
る。できれば前期に引き続いて受講して欲しい。語学だけでなく、中国事情など適宜アップ
ツーデートな問題も取り上げ、中国に幅広い理解を持たせたることが授業のねらいです。

１５回
 経済学部
 名誉教授

森川　登美江 旦野原

17 火 ３ 専　門 　プログラミングと言語

コンピュータを利用する究極の目的（楽しさ）は，問題解決の手段としてプログラミングを習得
することです。出来れば，「プログラミングと言語」と「プログラミング言語演習Ⅰ」の講義を合
わせて受講して頂ければ，未経験の方でも，『プログラミングの不思議な世界』を知ることが出
来かと思います。使用言語は，「Visual Basic2010」です。
※ＰＣの台数に上限があるため３人以内とします。

１５回
 教育福祉科学部
 教　 授

大岩　幸太郎 旦野原

18 火 ４ 教　養 　英語Ⅰ
英語学習の苦痛や疑問に応えつつ，これまで修得してきた総合的な英語力の補充，拡充に
重点を置く。

１５回
 工学部
 講　 師

HARRAN
THOMAS
JAMES

旦野原

19 火 ４ 専　門 　臨床心理学演習

実践的な心理的援助法についてまなぶ。心理臨床場面においては、心理アセスメントと心理
的援助法を適切に組み合わせて相談者の援助を行わなければならない。本演習では、カウ
ンセリングという援助法を中心として、他にもプレイセラピーや、箱庭療法、夢分析、行動認知
療法、自律訓練法、コミュニティモデルによる援助法などさまざまな援助法について具体的に
学びます。

１５回
 教育福祉科学部
 教　 授

武内  珠美 旦野原

20 火 ４ 専　門 　世界史演習Ⅱ
高等学校地理歴史・世界史に関する問題演習を行うことを通して、世界史教育に必要な知
識・視点を習得するとともに、教員採用試験や学校現場での授業に対応できる能力を高めま
す。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

甘利　弘樹 旦野原

21 火 ５ 専　門    美術鑑賞論
美術鑑賞に関わる今日的課題について考察し、実際の学校教育現場で活用できる鑑賞教材
の開発を行います。美術鑑賞とは何かを理解した上で、鑑賞指導を行うための基礎的なスキ
ル（一般的な知識やコミュニケーション力等）を習得することを目的とした授業です。

１５回
 教育福祉科学部
 講   師

藤井　康子 旦野原

22 水 １ 教　養 　経済学で物事を見る

学割はどうしてあるのでしょうか？苦学生のことを考えて・・・というのもありそうですが、企業
は慈善団体ではありませんので、すべてがすべてそうではないでしょう。経済学の視点でみる
と、企業は自身の利益を増加させるために学割を敢えてするこ ともあることがわかります。本
講義では、身近な幾つかのトピックスについて経済学の視点から説明を試みます。

１５回
 経済学部
 准教授

相浦　洋志 旦野原

23 水 １ 教　養
　科学技術
　コミュニケーションの
　デザインと実践

現在の社会では科学技術が深く入り込み、各人が科学技術に対して関わりを持っています。
それは単に「科学と人」の関わりだけでなく、科学を介した人のつながりに拡張しています。本
講義では、サイエンス・イベントを例にとり、科学技術コミュニケーションの実践的手法を学び
ます。

１５回
 高等教育開発
 センター
 講　 師

末本　哲雄 旦野原

24 水 １ 教　養 　大分の水Ⅱ

地域の水辺から大分県、さらにアジア・太平洋地域にまで視野を広げ、地球規模での共生社
会について実態的に理解を深めます。同時に、自然環境や実際に生活する人々との交流、
流域での野外体験と、教室での授業を通じて、地域環境や地域づくりについての考察も深め
ます。また、野外実習や地域諸行事への参加による集団学習の体験を通じて、学生相互さら
には地域の人々と共に学びあいます。

１５回
 経済学部
 准教授

本谷　るり　他 旦野原

25 水 ２ 教　養 　パラサイトからみた生命

　「パラサイト」という言葉をよく耳にします。「パラサイトシングル」，「年金パラサイト」などな
ど。しかし果たして「パラサイト」とは何でしょうか？そんな負のイメージは正しいのでしょう
か？この授業ではパラサイトをキーワードとして，様々な生命現象を眺め，約40億年の進化を
続けてきた生命の本質を理解します。

１５回
 医学部
 教　 授

長谷川　英男 旦野原

26 水 ２ 教　養 　生命科学と社会

科学が進歩する中で，特に生命科学は著しく進展しています。それに伴って一般社会も変化
しますが，人々の認 識や対応は遅れがちで，認識も十分ではなく，軋轢が生じる場合も起き
ています。最新の生命科学の進展について理解を深め，その目的や社会への影響について
認識することを目的としています。

１５回
 教育福祉科学部
 教　 授

高濱  秀樹 旦野原

１時限＝9:00～10:30　　　　２時限＝10:40～12:10　　　　３時限＝13:10～14:40　　　　４時限＝14:50～16:20　　　　５時限＝16:30～18:00１時限＝9:00～10:30　　　　２時限＝10:40～12:10　　　　３時限＝13:10～14:40　　　　４時限＝14:50～16:20　　　　５時限＝16:30～18:00１時限＝9:00～10:30　　　　２時限＝10:40～12:10　　　　３時限＝13:10～14:40　　　　４時限＝14:50～16:20　　　　５時限＝16:30～18:00１時限＝9:00～10:30　　　　２時限＝10:40～12:10　　　　３時限＝13:10～14:40　　　　４時限＝14:50～16:20　　　　５時限＝16:30～18:00

平成２４年度　　後　期　公　開　授　業　科　目　等　一　覧



NO 曜日時限 区　分 授　業　科　目 授　　　業　　　概　　　要 回　数 学部・職名 担当教員
開講

ｷｬﾝﾊﾟｽ

27 水 ２ 教　養 　２０世紀音楽の諸相

いわゆる「クラシック音楽」の20世紀的展開を、おもに創作論・作品論の観点から俯瞰します。
20世紀以降に作曲された作品の創作意図や作曲手法に注目し、音楽の概念の拡張的変遷
とその柔軟性を知ることを通じて、ひろく人間の諸活動における「創造性（creativity）」とはな
にかを考察します。

１５回
 教育福祉科学部
 講　 師

清水　義彦 旦野原

28 水 ３ 教　養   成人教育方法入門
「リーダー育成研修」を企画・リードするファシリテーターに関する学習をとおして、成人に対す
る教育方法を学びます。

１５回
 高等教育開発
 センター
 教　 授

中川 　忠宣 旦野原

29 木 １ 専　門 　国際関係論Ⅱ
現在の国際政治の構造を理解したうえで、ヨーロッパ、アジア、第三世界の抱えている問題に
ついて考えます。ロシアと中国という体制移行諸国や、インドのような新興市場諸国の政治と
経済について学びます。

１５回
 経済学部
 教　 授

高山　英男 旦野原

30 木 １ 専　門 　有機化学Ⅰ
有機化合物はどのような電子的・立体的構造をしているかをまず学びます。次いで、どのよう
な反応をしてどのような化合物に変化するか、その反応は、反応物のどのような性質や構造
に由来するのかについて理解するための有機化学の基礎を学びます。

１５回
 工学部
 准教授

守山　雅也 旦野原

31 木 ２ 専　門 　西洋経済史Ⅱ
先進的な工業化社会を生んだヨーロッパ地域を対象として，中世以降近現代までの西洋経済
社会の変容と展開をたどります。

１５回
 経済学部
 教　 授

市原　宏一 旦野原

32 木 ２ 教　養 　英語Ⅰ
英語学習の苦痛や疑問に応えつつ，これまで修得してきた総合的な英語力の補充，拡充に
重点を置く。（リスニング中心）

１５回
 工学部
 講　 師

HARRAN
THOMAS
JAMES

旦野原

33 木 ２ 専門基礎 　保健統計学

保健医療に関わる各種の統計技法を学び、得られたデータに対して適切な統計技法を選択
することができるようにすることを目的とします。授業範囲は記述統計、各種の推定･検定、多
変量解析を行い、　統計演算結果を正しく読み取ることができることを目指します。
※演習室のパソコン数の関係で４名までとします。　 注：指定教科書があります。

１５回
 医学部
 教　 授

杉田　聡 挾　間

34 木 ３ 教　養 　英語Ⅱ
英語により論理的に思考し，それをアウトプットする力を促進することを目的とする。
（リスニングと読書中心）

１５回
 工学部
 講　 師

HARRAN
THOMAS
JAMES

旦野原

35 木 ３ 専　門 　企業ファイナンス論Ⅱ 企業ファイナンス及び企業評価の基礎をマスターすることを目標とします。 １５回
 経済学部
 教　 授

鵜崎　清貴 旦野原

36 木 ３ 専　門 　表現の歴史Ⅲ
オペラ史の授業を行います。映像資料による各時代の代表的な作品の鑑賞をメインとして、
音楽や演劇など、芸術の多くのジャンルが総合されたオペラの表現が、歴史的にどのように
変遷していったのかをみていきます。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

松田　聡 旦野原

37 木 ３ 専　門 　現代ドイツ社会論

「少子化問題ー子どもは個人のもの？社会のもの？」、「社会福祉の伝統ーボランティア精
神」、「消費税１９％ー高いか、低いか」、「移民の義務教育現場ー苦悩する教師」、「ゴミ問題
とリサイクル」、「移民のバックグラウンドを持つ人びとー多文化共生の課題」、「再統一の光と
影」などの切り口で現代ドイツの姿に迫ります。

１５回
 経済学部
 教　 授

安岡　正義 旦野原

38 木 ３ 教　養 　応用英語E

大ヒットした学園映画『School of Rock』を使い，英語を話す練習をおこないます。参加型授業
です。内容は，発音練習，聞き取り，有益な会話表現の暗記とチェック，映画の場面の英語で
の描写，などです。ペア活動を多く取り入れています。教材は対訳プリントですが，映画の
DVDを購入してもらいます。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

御手洗  靖 旦野原

39 木 ４ 専　門 　Ａ・Ａ地域論Ⅰ
20世紀におけるアジア・アフリカ地域の歴史的展開を、受講生の発表とともに検討し、グロー
バル化が進む現代世界における当該地域の位置づけを明らかにします。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

甘利　弘樹 旦野原

40 木 ４ 専　門 　漢文学講読
金谷治（カナヤ　オサム）『老子』（講談社学術文庫）をテキストに使い、『老子』の思想を詳しく
伝えていきます。

１５回
 教育福祉科学部
 教   授

牛尾  弘孝 旦野原

41 木 ５ 専　門   身体表現実習
身体表現能力の技能をさらに高め、高度な作品創作能力を体得し、作品の完成度の高めて
ることができるようになる。さらに、発表会運営に携わることで、舞台進行における集団の凝
集性を学びます。

１５回
 教育福祉科学部
 教　 授

麻生　和江 旦野原

42 金 １ 専　門 　社会政策論Ⅱ

教科書『現代労鵜問題分析』（石井まこと他編、法律文化社）を使い、現代日本の雇用・仕事
の問題および、その解決方法について考察しています。社会政策は労働と社会保障を複眼
的に分析する学問体系です。この点をふまえて、雇用の変容が社会保障に与える影響につ
いてもあわせてみていきます。

１５回
 経済学部
 教　 授

石井　まこと 旦野原

43 金 ２ 教　養 　英語ゼミナール１7

トピックについて英文を読み，和文英訳，口頭要約をおこない，続いて，ペアで５分間程度自
由に会話をします。その後，言えなかったことを簡単な英語でどう表すかを考えます。教員は
考え方のヒントを出します。この繰り返しです。英検２級以上の方が対象です。日本語でお
しゃべりする方はお断りします。テキストは，Impact Issues 1 (Oxford University Press）です。
６名までとします。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

御手洗　靖 旦野原

44 金 ２ 専　門 　労働関係法Ⅱ
労働関係法の基礎知識の提供・修得を目的とします。「労使関係法」の分野を中心に、法制
度のしくみやルールについて解説します。

１５回
 経済学部
 教　 授

鈴木  芳明 旦野原

45 金 ２ 専　門 　表現形式総合論Ⅱ

美術史に関する特定のテーマについて、その地域的・時代的な背景との関係性などさまざま
な側面から詳細に考察していく中で、決して単純には割り切れない造形表現の本質的な複雑
さ、そしてそれに接することの楽しさを知る。今年度は、フランスの画家ラウル・デュフィ(1877
～1953)の生涯を追いつつ、同時代の美術、音楽、身体表現、ファッションなどの動向を紹介、
考察する。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

田中  修二 旦野原

46 金 ３ 専　門 　都市経営論Ⅱ
NPM（ニュー・パブリック・マネジメント）および都市計画制度の概説を行い、都市計画領域で
のNPMがどのように行われているかについて検討します。

１５回
 経済学部
 准教授

高島　拓哉 旦野原

47 金 ３ 専　門 　国語学概論
日本語は世界の言語と比較したときに，どのような特徴があるのか，音声，単語，文法の面
から考えます。

１５回
 教育福祉科学部
 講　 師

荻野　千砂子 旦野原

48 金 ３ 専　門 　経済学史Ⅱ
資本主義経済の原理的体系的解明をめざした古典経済学、特にリカードウ経済学を中心にし
て、現代資本主義社会で生きていくわたしたちの経済に関する視点を培います。

１５回
経済学部
教授

丸山　武志 旦野原

49 金 ４ 専　門
　プログラミング言語
　演習Ⅰ

コンピュータを利用する究極の目的（楽しさ）は，問題解決の手段としてプログラミングを習得
することです。出来れば，「プログラミングと言語」と「プログラミング言語演習Ⅰ」の講義を合
わせて受講して頂ければ，未経験の方でも，『プログラミングの不思議な世界』を知ることが出
来るかと思います。使用言語は，「Visual Basic2010」です。
※ＰＣの台数に上限があるため３人以内とします。

１５回
 教育福祉科学部
 教　 授

山下　茂 旦野原

50 金 ４ 専　門 　数値解析
電気電子工学分野における研究・開発では、コンピュータ・シミュレーションが重要な役割を果
たしています。授業では、電気電子工学の諸問題と関係の深いいくつかの数値計算法につい
て、基本的な考え方や使い方を習得することを目的としています。

１５回
 工学部
 准教授

工藤  孝人 旦野原

51 金 ４ 専　門 　日本東洋美術史
日本を中心に東洋諸地域の美術の歴史的な流れを概観し、一般的な知識を身につけること
が授業のねらいです。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

田中  修二 旦野原

52 金 ４ 専　門
　開発経済学
Development Economics

Provides topics related to development of low-income countries with reference to
frameworks in development economics.Particularly recommended to participants with
interests in formal economics and its applied fields.

１５回
 経済学部
 准教授

木村　雄一 旦野原

53 金 ５ 専　門 　近代文学概論
戦後の太宰治の短篇小説を、主に発表年次順に読み進めていきます。「未帰還の友に」（昭
和21年5月）から「父」（昭和22年4月）まで取り上げる予定です。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

藤原　耕作 旦野原

54 水 ３ 教　養
地域防災の担い手とその
役割

自然災害の発生メカニズムから始まり、個人―地域―行政がどのような対応をとるべきなの
かについて、包括的な知識の提供を目指すものです。本講義は、地域防災の担い手を育成
することをも念頭に置いており、本講義を受講し、所定の要件を満たした人については、「防
災士」の受験資格を取得できるようにしております。

１５回
 教育福祉科学部
 准教授

山崎 　栄一 旦野原

55 金 ２ 教　養 環境と生物
自分自身の毎日の生活を見直し、自分と環境のつながり、環境と生き物のつながりを生態学
（エコロジー）というキーワードで認識します。その上で、地球（グローバルな）環境問題を地域
（ローカルな）視点、生き物の視点で捉える力を身につけてもらうのが授業のねらいです。

１５回
 教育福祉科学部
 講　 師

永野　昌博 旦野原



交通アクセス

■ 大学まで【鉄道】
大分駅―JR豊肥本線（15分）―大分大学前駅
―徒歩（5分）―大分大学

■ 大学まで【バス】
旦野原キャンパス
バス乗車場（大分バス ）
「大分駅前」もしくは「トキハデパート前①のりば」

■ 「大南団地・高江ニュータウン」「大分大学」行き
―（30分）―「大分大学正門」

もしくは「大分大学（構内）」下車
■「戸次」「臼杵」「竹田」「三重」「佐伯」行き

お申込方法等

■「戸次」「臼杵」「竹田」「三重」「佐伯」行き
―（30分）―「大分大学入口」下車
挾間キャンパス
バス乗車場（大分バス ）
「大分駅前」もしくは「トキハデパート前②のりば」
■「大学病院行き」「向の原」「緑ヶ丘」 ―（30分）
―「大学病院」下車

賀来のショッピングセンターから望む

・下記宛てに，「平成24年度後期 大分大学公開授業受講申込書」を
郵送または同内容をメールで募集期間内にお送りください。

・下記宛てに，「平成24年度後期 大分大学公開授業受講申込書」を
郵送または同内容をメールで募集期間内にお送りください。

・申込書の受理後、大分大学から教室案内や受講料振込銀行口座の
お知らせ等関係書類をお送りします。

・一度納入いただいた受講料は、原則として返還しません。
・授業プログラムが変更される場合がありますが、ご了承下さい。
・講座によっては受講料の他にテキスト代及びその他の費用が必要になる

場合があります。
・本学が行う教育及び研究に支障をきたさないよう努めるとともに、担当教員

の指示に従ってください。
・本学の規則に違反したとき、学校の秩序を乱したとき、その他受講生として

ふさわしくない行為等があった場合は、受講を停止する場合があります。
その場合、納付済みの受講料は返還しません。その場合、納付済みの受講料は返還しません。

大分大学 学生支援部
教育支援課 公開授業担当

〒870-1192 大分市旦野原700番地
ＴＥＬ 097-554-7641、8522（受付:平日9時～17時）

ＦＡＸ 097-554-7445    Ｅ-mail   kyokikss＠oita-u.ac.jp
ホームページ http://www.he.oita-u.ac.jp/extention/
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