
        （平成28年5月現在）

大学等 自治体

1
H17
～

大分県 別府大学短期大学部
食物栄養科
（立松洋子教授）

大分県東部振興局 しいたけ料理講習会

平成１７年からしいたけの知識や調理技術の普
及のため、本科で学生や留学生、一般、生産者
等が出席し、しいたけの理解と普及に繋がる講
習会を実施している。

　

2
H19
～

大分県 別府大学
文学部史学・文化
財学科
（針谷武志教授）

大分県
大分県公文書館
大分県先哲資料館

自治体アーカイブズ担当
者研修会

　平成19年度から、県内市町村自治体のｱｰｶｲ
ﾌﾞｽﾞ担当者の研修を目的に、県公文書館、県先
哲史料館と共催して実施。平成23年度からは県
歴史資料保存活用連絡協議会（県公文書館長
兼任）との共催。

　

3
H22
～

大分県 別府大学

別府大学全体
（江崎一子教授、利
光正文教授、大坪
素秋教授、中川隆
准教授）

大分県農林水産部
大分県農業文化公
園

夢米（ゆめ）棚田プロジェ
クト

　大分県、本学、大分県農業農村振興公社の3
者による連携事業。名称は「夢米（ゆめ）棚田プ
ロジェクト」。平成22年度から、学生を主体に棚
田の整備や米づくりを行い、農業・農山村・環境
問題等に対する若者の関心を深める活動を
行っている。

　

4
H23
～

大分県 別府大学短期大学部
食物栄養科
（立松洋子教授）

大分県生活環境部
食品安全・衛生課

大分人材バンク「食育ひ
ろげ隊」

平成23年から大分県食品安全安全衛生課の管
轄で大分県の保育園など食育が必要な団体か
ら依頼を受け、保育園等に食育の先生として派
遣され食育活動を行う。(大分市、別府市、日田
市、杵築市、豊後大野市などで実施)

　

5
H23
～

大分県 別府大学

食物栄養科学部
食物栄養学科
（仙波和代准教授
他）

産学官交流グループ活動

平成２３年度より継続して「新規機能性食品の
開発」のテーマにおいて、主任研究者を務めて
いる。実際の研究活動には卒論生も携わってい
る。

地方自治体等と大学との連携事業(地域課題）

その他教育・研究テーマ
担当者所属（・氏名）

№ 年度
自治体名
（地域名）

大学等名 概　要
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

6 H24 大分県 大分大学
工学部
小林　祐司 准教授

社会教育課
地域防災キャンプ
〈体験活動推進プロジェク
ト〉

　佐伯市鶴見地区において、保護者や地域住
民の協力・参画を得て児童･生徒が、地域の歴
史や自らの命を守る避難方法などを学ぶ体験
活動を実施した。事業実施する主体として地域
防災キャンプ実行委員会を組織し、大学関係者
と連携して事業を実施した。

7 H24 大分県 大分大学
工学部
小林　祐司 准教授

都市計画課
都市計画・まちづくり研究
会

　
都市計画・まちづくり行政に携わる職員の能力
向上のため、講師として研究会に出席した。
　講話：「都市災害について」

8 H24 大分県 大分大学
工学部
井上　正文 教授

建築指導課 木造住宅の耐震改修の
講演会

「木造住宅に関する最新の耐震補強技術とその
効果」をテーマに無料講演会を開催する。
・日　　時　８月４日（土）午後１時３０分～
･ 場　　所　中津市立小幡記念図書館
・講演内容　「あなたの住まい、地震に大丈夫？
－木造住宅の耐震診断補強のススメ－
・対象者　　一般市民

9
H25
～

大分県 別府大学

食物栄養科学部発
酵食品学科
（林毅准教授、藤原
秀彦准教授）

大分県教育委員会 遺伝子組換え実験出前講座

新学習指導要領から生物の授業で遺伝子組換
え実験が必修化されたが、県下の高等学校で
は技術や機器の問題で全く実施されていない。
そこで平成25年度から県教育委員会の依頼で
公立高校を中心に実施している。

10 H25 大分県 大分大学
経済学部
大井　尚司 准教授

都市交通対策課
「ふれあい交通運行事
業」における利用者意識
の変化と住民参画のあり
方に関する分析委託

「ふれあい交通運行事業」により制度化された
住民参画方法（地域検討会など）の課題を分
析・検証し、大分市の今後の少子超高齢化社会
や過疎地域の拡大などに対応できる持続可能
な交通（住民の移動）制度の取組みとして、住
民や利用者の運行計画への参画のあり方・課
題などを明らかにしていく。
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

11 Ｈ26 大分県
大分県立芸術文化短期
大学

朴貞蘭講師
（芸文短大）

おおいた国際交流
プラザ課長

日韓学生国際交流

韓国語を学ぶ国際総合学科生10名が、来県し
た韓国大邱理工大学生5名と、芸文短大で日韓
の社会や文化について語り合う交流会を行っ
た。

12 Ｈ26 大分県
大分県立芸術文化短期
大学

玉井昇准教授
（芸文短大）

おおいた国際交流
プラザ所長

おおいた国際フェスタ２０１４

玉井が委員として実行委員会の企画にコミット
し、当日は芸文短大生11名がボランティアとして
外国籍県民と一般県民の交流イベントに参加し
た。

13 Ｈ26 大分県
大分県立芸術文化短期
大学

玉井昇准教授
（芸文短大）

おおいた国際交流
プラザ課長

国際理解ワークショップ

国際理解教育をテーマとした卒業研究に取り組
む国際総合学科生2名が、一般市民を対象に異
文化理解や格差と貧困を主題としたワーク
ショップを行った。

14 Ｈ26 大分県 大分大学
教育福祉科学部
永野昌博　准教授

企画振興部 祖母・傾山ユネスコエコ
パーク学術協議会

祖母・傾山の生態系・生物多様性を調査し，そ
れに基づき本地域をユネスコエコパークに申
請・登録を目指す。

平成２６年１２日～平
成２７年３月

15 Ｈ26 大分県
大分県立芸術文化短期
大学

狩谷新講師(芸文
短大）

大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団

Heart of Christmas
iichiko総合文化センターでの親子を対象にした
イベントに参加、モディリアーニの生涯の上演な
ど

16 Ｈ26 大分県 大分大学
教育福祉科学部
　住田　実 教授

大分県教育委員会
体育保健課・学校
保健・安全班

平成26年度「性に関する
指導の手引き」作成委員
会
（学識経験者として参画）

　学校における性に関する指導の充実を目指し
た「性に関する指導の手引き」を作成する。
　（１）学校における性に関する指導についての
実態把握及び分析
　（２）「性に関する指導の手引き」の作成

平成26年11月18日～
平成27年3月31日
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

17 Ｈ27 大分県 大分大学
教育福祉科学部
衣笠　一茂 教授

大分県福祉保健部
地域福祉推進室

地域のつながり応援事業
(住民ニーズ調査の作成・
分析事業)

各市町村が地域福祉計画の策定や地域福祉施
策の立案等のために実施する住民ニーズ調査
について，これまで各市町村において異なる内
容で行っているところであるが，共通の調査票
を作成することで，市町村間の比較が可能とな
り，より地域福祉施策の立案や検討が深まるこ
とを踏まえ，各市町村が共通で実施できる調査
項目の検討および調査票を作成する。

平成28年1月8日～平
成28年3月31日

18 Ｈ27 大分県 立命館アジア太平洋大学

国際経営学部
准教授　藤本　武
士
准教授
ALCANTARA
Lailani Laynesa

講演会の実施
第2回ものづくり大分産学交流会
「グローバル･ニッチ企業のイノベーションとマー
ケティング」についての講演会を実施。

平成27年12月10日

19 Ｈ27 大分県
大分県立芸術文化短期
大学

ジュリー・ヌート
バー准教授（芸文
短大・国際総合学
科）

大分県国際交流プラザ国
際理解講座

「トリップ・トゥ・アメリカ」と題して、アメリカの温泉
と観光について、ヌートバー准教授が講師として
講演した。

20
H24
-

H27
大分県 大分大学

工学部
小林　祐司 准教授

大分県防災アドバイザー
防災・減災の教育と活動を支援。
（大分県防災対策室）

21
H26
-

H27
大分県 大分大学

工学部
小林　祐司 准教授

教職員研修の実施
防災減災に関する意識向上のための講座・
ワークショップを実施
（大分市教育委員会）

22
H26
-

H27
大分県 大分大学

工学部
小林　祐司 准教授

教職員研修の実施
防災減災に関する意識向上のための講座・
ワークショップを実施
（大分県教育庁）
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

23
H26
-

H27
大分県 大分大学

工学部
小林　祐司 准教授

大分県学校防災アドバイ
ザー

学校現場における防災・減災の教育と活動を支
援。
（大分県教育庁学校防災・安全班）

24
H26,
H27

大分県 立命館アジア太平洋大学学長室
留学生ＯＩＴＡ魅力海外発
信ＣＭ映像制作委託業務

大分県は、前年平成26年度に新事業「留学生
OITA魅力海外発信事業」を立ち上げ、世界にお
ける大分県の認知度向上に向けた取り組みを
強化している。その一環として、アジア各国に向
けた県アピールCM（3分）を立命館アジア太平
洋大学の学生が制作、各国大分県人会等の
ネットワーク等を活用し、現地で観光客誘致の
ためのPR活動を展開している。

25 H26 商工労働部 大分大学
工学部
　氏家誠司教授

経営金融支援室 平成２６年度学生起業家
育成講座実施委託

○大分大学に委託し、県内大学生、大学院生、
短大生等向けの「学生起業　家育成講座」を開
講。
○登録した学生に　２単位付与できる講義回数
を確保。
○年度上半期に集中講義形式で実施。

平成２６年４月７日～
平成２６年１２月３１日

26 H26 教育庁 大分大学
医学部
 清田晃生助教

生徒指導推進室 高校生メンタルヘルス
事業

○高等学校２校に対して、抑うつ傾向や自傷行
為、自死行為を未然に防ぐために、精神科専門
医師による生徒の心の健康チェックを行い、ハ
イリスク生徒への的確な支援を行う。
○２校の高等学校の教員に対して、生徒への心
の支援方法について研修を実施する。

平成２６年７月１日～
平成２７年３月３１日

27
H23
～

大分県 別府
市

津久見市
竹田市 杵築

市
玖珠町

別府大学
健康栄養センター
（中村弘幸講師）

「うましおプロジェクト」

多くの地域住民に期待される活動となるようさら
に講座内容を工夫し健康増進に貢献できること
を目指す。本プロジェクトは、大分県が推進して
いる減塩活動であるが、県、教員、学生が連携
して県内の様々なイベント開催地に出向き減塩
スープの提供や減塩の効果を説明するなどで
減塩活動の浸透を図った。
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

28 H25
大分県およ
び国東市

大分工業高等専門学校

機械工学科（教授
松本佳久，准教授
菊川裕規，准教授
軽部周，准教授
尾形公一郎，准教
授　坂本裕紀）

別紙のとおり
　七島藺全自動織機の原

草供給機の研究開発

大分県国東地方の特産品七島藺は，江戸時代
から大分県の産業として国東半島を中心に生
産され，琉球畳表の材料として使用されてきた。
しかしながら，平成22年には栽培面積が1haま
で減少し，国東市が国内唯一の生産地で産地
消滅の危機となっている。このため，七島藺を
伝統産業として保存・振興及び生産性向上を目
指した活動が進められているが，特に，製品の
増産に対する課題解決に見通しが立っていな
い。また，七島藺を用いた畳表の生産性が著し
く悪いという欠点があるため，市場の需要に対
して製品の供給が追い付かず，折角の注文もそ
の多くを断らざるを得ない状況となっている。こ
のため，七島藺を用いた畳表を生産するための
全自動織機の開発が強く要望されている。加え
て，本校は，平成24年10月に国東市と連携協定
を締結し，その中で産業の振興，地域振興への
諸課題に協力することとなっており，また，平成
25年3月には大分県と連携協定を締結し，同様
に大分県の諸課題に協力することとなってい
る。
以上のことから，本校は，くにさき七島藺振興会
と連携して七島藺全自動織機の安定的な運転
が可能な織機の原草供給機の研究開発を行っ
た。

平成25年8月1日～平
成26年3月31日

29 H27
大分県地球
環境対策室

大分県立芸術文化短期
大学

吉良伸一教授
（芸文短大）

地球環境対策事業 7月に竹町商店街で七夕ガレリナイを実施した。

30
H23
～

大分市 別府大学短期大学部 保育科 大分市稙田地区 子ども夏祭りの開催

稙田公民館を舞台に子どものための夏祭りを企
画･実施。学生が実行委員会に加わり、企画段
階から深く関与。事前の打合せを重ねながら、
アトラクションを学生が手作りし、ボランティアと
して運営に参画した。
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

31
H24
～

大分市 別府大学短期大学部
保育科
（相浦雅子教授）

人権フェスティバル

大分市教育委員会より依頼を受け、年間3回、
公共の場において子どもたちと関わる場を設け
活動している。27年度は、6月にパークプレイし、
7月にホルトホール、10月にわさだタウンで行っ
た。対象が不特定多数の親子となるため、準備
等が大変ではあるが、子どもとの関わりや親子
の在り方を学ぶ良い機会となることと、ボラン
ティアの体験として学生に強く指導をし参加を促
している。内容は、お面作り、折り紙製作、ポン
ポンプール、魚釣り、ボウリングなどである。

32 H25
大分県
大分市

大分大学
立命館アジア太平洋大
学

大分大学
経済学部地域シス
テム学科
准教授　山浦　陽
一

立命館アジア太平
洋大学
アジア太平洋学部
客員教授
畠田　展行

　 　ゼミ交流会

山浦研究室では、安心院や竹田を中心に農村
の活性化を研究している。畠田研究室でも内成
地域（農村地域）での地域おこし研究を行ってい
ることから、情報交換・意見交換を実施した。

33 H26 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

吉良伸一教授
（芸文短大）

大分市商工農政部
産業振興課

大分市森林セラピー事業
森林セラピーコースの調査・企画・マップ作成。
情報発信など

34 H26 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

狩谷新講師(芸文
短大） 情報教育センター

ビデオ講座 ビデオの撮影・編集講座
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

35 H26 大分市 大分大学
経済学部
　大井尚司准教授

都市交通対策課
運行の効率化とよりわか
りやすく利用しやすい市
内バス路線の再編に関す
る分析委託

利用者が減少している市内バス路線の現況把
握と課題整理を行う中で、バスの利便性の向上
による利用促進を図るため、運行の効率化とよ
りわかりやすく利用しやすいバス路線への再編
の方向性を明らかにしていく。

平成２６年５月１９日
～平成２６年１２月２６
日

36 H26 大分市 大分大学
教育福祉科学部
　田中修二准教授

公園緑地課
屋外彫刻再生業務委託

屋外彫刻作品の適切な保守・管理を行い、新た
な維持管理体制を整備する目的で、専門家を迎
えての彫刻メンテナンス作業を行う。
・彫刻メンテナンス作業
・彫刻メンテナンス作業現地技術指導および彫
刻講座

平成２６年６月２５日
～平成２７年３月３１
日

37 H26 大分市 大分大学
教育福祉科学部
永野昌博　准教授

環境対策課
椎原

大分市身近な自然観察
会

大分市の豊かな自然が残っている場所で，生き
物，自然とのふれあいを通じ，自然・郷土を愛す
る心を育成することを目的とした自然観察会の
企画および実施。

平成２5年１０月～

38 H27 大分市 大分大学
教育福祉科学部
　田中修二准教授

公園緑地課
屋外彫刻再生業務委託

屋外彫刻作品の適切な保守・管理を行い、新た
な維持管理体制を整備する目的で、専門家を迎
えての彫刻メンテナンス作業を行う。

平成27年5月29日～
平成28年3月31日

39 H27 大分市 大分大学
工学部
小林　祐司 准教授

防災ワークショップの実施
大分市立丹生小学校において児童向けの防災
ワークショップを実施。

40 H27 大分市 立命館アジア太平洋大学
国際経営学部
教授　中田　行彦

大分市産業活性化プラザ
主催講座「技術経営
（MOT)入門講座」

技術をビジネスに結びつけ、利益を生む方法に
ついての講座開催。計7回の授業を8名の講師
陣で実施した。

　平成 27年10月7日
～平成27年11月18日
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

41 H27 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

ジュリー・ヌート
バー准教授（芸文
短大・国際総合学
科）

ミニアメリカ映画祭
大分市の後援を受け、芸文短大国際総合学科
主催「多文化理解論」特別公開イベント『ミニアメ
リカ映画祭』を開催した。

42 H27 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

玉井昇准教授
（芸文短大・国際総
合学科）

おおいたワールドフェスタ2015

玉井准教授が委員として実行委員会の企画に
コミットし、当日は芸文短大生17名がスタッフと
して外国籍県民と一般県民の交流イベントに参
加した。

43 H27 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

洲 雅明教授
（芸文短大）

ホームタウンスポーツの
推進事業

大分市を本拠地とするトップクラスのスポーツ
チームを応援し街づくりに寄与することを目的と
した協議会に本学が会員として登録。組織活動
活性化事業、パートナー支援事業、地域交流事
業などを企画運営会議座長としてまとめ、各イ
ベントの運営に学生と参加した。

44 H27 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

狩谷新准教授
（芸文短大）

ビデオ講座 ビデオの撮影・編集講座

45 H27 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

吉良伸一教授
（芸文短大）

府内五番街活性化
学生企画で環境問題に取り組むとともに、街中
の賑わいを創出するためにステージやキャンド
ルなどの企画を実施した。

46 H27 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

吉良伸一教授
（芸文短大）

大分市森林セラピー事業

森林セラピーコースの調査・企画・マップ作成。
情報発信など
佐賀関における関アジトライアスロン大会の実
行委員長を務め、学生が大会運営のサポートを
行った。
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

47 H27 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

松坂洋三教授・
松本康史講師
（芸文短大）

大分市工業連合会
青年部会会長

地域児童教育事業

大分市工業連合会が主催する「おおいた協働も
のづくり展」に出展した。学生による小学生向け
ものづくり教室インストラクターボランティア参加
を行い、また授業の制作作品も公開した。

48 H27 大分市
大分県立芸術文化短期
大学

松坂洋三教授・
松本康史講師
（芸文短大）

矢野事務局長（大
分市産業活性化プ

ラザ）
創業支援

地域ビジネスのためのデザイン入門講座を開催
した。ビジネスに役立つ製品デザインの実践法
を公開。全３回。

49
H25
-

H27
大分市 大分大学

工学部
小林　祐司 准教授

防災ワークショップの実施
大分市立日岡小学校において児童向けの防災
ワークショップを実施。

50
H26
-

H27
大分市 大分大学

工学部
小林　祐司 准教授

教職員研修の実施
防災減災に関する意識向上のための講座・
ワークショップを実施
（大分市教育委員会）

51 H27
大分市商工

労政課
大分県立芸術文化短期
大学

竹内裕二准教授
（芸文短大）

中心市街地活性化事業

街中の賑わいづくりのために、「あなたへメリー
クリスマス」というイベントで巨大モザイクアート
展、誘導ガーランド展、来街者滞留時間延長の
取り組みなどを実施した。

52 H26
大 分 市 川 添
地区

別府溝部学園短期大学
食物栄養学科
教授　望月　美左
子

NPO法人川添なの
はなクラブ

発酵ニラの活用検討・商
品開発

　大分市東部の大野川沿いに位置する川添地
区では、ニラが特産品として盛んに生産されて
いる。生産に際し、大量の廃棄部位が発生し、
その有効利用として、特定非営利活動法人川
添なのはなクラブは、この廃棄ニラを加工して発
酵ニラを試作した。そこで本学科に共同研究の
依頼があり、その利用方法の研究、材料・調味
料としての料理レシピ作成を検討した。

　平成 26年4月1日～
平成27年3月31日
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

53 別府市 別府大学短期大学部
食物栄養科
（立松洋子教授）

別府市
別府市おいしい椎茸食の
モデル地域協議会事業

別府原木しいたけを広め、しいたけの消費拡大
を考える協議会に対して協力。具体的には、
2015年イタリア・ミラノ万博にうま味調味料「しい
たけ」で出店できることを目指して支援。

54 H25
別府市内成
地域

立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部
客員教授
畠田　展行

別府市
内成地区

ホリデーハウスプロジェク
ト

平成19年（2007年）より、別府市内成地域で農
家の空き家（古民家）を改修し、長期滞在施設を
作り上げ、平成20年（2009年）4月より地域と協
同で運営を行っているが、長期滞在施設を利用
して国内長期滞在の研究と内成の地域おこし研
究を行っている。内成自治区の活動に賛同し、
地域行事に積極的に参加したり、観光客を誘致
するために村おこしグループと一緒に散策会や
体験会を実施し地域活性化に取り組んでいる。

平成 25年4月1日～
平成26年3月31日

55 H26
別府市内成
地域

立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部
客員教授
畠田　展行

別府市
内成地区

ホリデーハウスプロジェクト

本事業は、平成19年（2007年）より、別府市内成
地域で国内長期滞在の普及と地域おこし研究
の一環で、内成の地域行事の支援や内成への
観光客を誘致するために村おこしグループと活
動を行っている。
26年度からは亀の井バス株式会社と連携し、バ
スによる公共交通手段を活用して集客を図って
いる。

平成26年4月1日～平
成27年3月31日

56 H26
大分県
別府市

立命館アジア太平洋大学
言語教育センター
嘱託講師
松井　一美

別府市
文化国際課

多文化共生パネルディス
カッション

別府市市制90周年事業国際交流なんでんかん
でんフェスタにおいて、多文化共生に関するパ
ネルディスカッションを開催した。

平成26年8月17日

57 H26 別府市 別府溝部学園短期大学

幼児教育学科
（土井敏行　齊藤友
子　　松尾佳保　山
内健太郎）

東部保健所　衛生
課食品衛生・薬事
班

平成26年度　子ども手洗
い教室

幼児の食の安全・安心に関する正しい理解と知
識の習得を図ることを目的として、子どもの手洗
い教室を東部保健所管轄地域の幼稚園・保育
園で実施する。学生と東部保健所の担当者が
協働し、幼児へばい菌や手洗いの徹底をペープ
サートやエプロンシアターを通して呼びかけた。

平成 25年4月1日～
平成26年3月31日
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

58 H26 別府市 大分大学
工学部
　姫野由香助教

生涯学習課
別府市文化的景観保全
活用計画策定に係る住民
意向調査等委託

別府市鉄輪地区・明礬地区でワークショップ開
催し，参加者から意見を聞き問題点の解決策を
探り，文化的景観を保全・活用するための方向
性をまとめる。

平成２６年５月２日～
平成２６年８月２９日

59 H27 別府市 別府溝部学園短期大学

幼児教育学科
（土井敏行　齊藤友
子　　松尾佳保　山
内健太郎）

平成27年度　子ども手洗
い教室

幼児の食の安全・安心に関する正しい理解と知
識の習得を図ることを目的として、子どもの手洗
い教室を東部保健所管轄地域の幼稚園・保育
園で実施する。学生と東部保健所の担当者が
協働し、幼児を対象にばい菌の説明や手洗い
の徹底をペープサートやエプロンシアターを通し
て呼びかけた。

平成 27年4月1日～
平成28年3月31日

60 H27 別府市亀川 別府溝部学園短期大学 国際交流課 亀川小学校
留学生による小学校での
絵本読み聞かせ

亀川小学校では、毎週水曜日に保護者や地域
のボランティアによる絵本読み聞かせを行って
いる。別府溝部学園短期大学の国際交流課
は、小学校の教員、保護者と連携し、在籍して
いる留学生（中国・スリランカ・ネパール・ベトナ
ム）を小学校へ派遣し、地域貢献と国際交流を
目的に、日本語・英語・中国語で読み聞かせを
行っている。

平成26年4月1日～平
成27年3月31日

61 H27 別府市亀川 別府溝部学園短期大学 国際交流課
留学生による小学校での
絵本読み聞かせ

亀川小学校では、毎週水曜日に保護者や地域
のボランティアによる絵本読み聞かせを行って
いる。別府溝部学園短期大学の国際交流課
は、小学校の教員、保護者と連携し、在籍して
いる留学生（中国・スリランカ・ネパール・ベトナ
ム）を小学校へ派遣し、地域貢献と国際交流を
目的に、日本語・英語・中国語で読み聞かせを
行っている。

平成27年4月1日～平
成28年3月31日

62 H27 日出町 別府溝部学園短期大学
食物栄養学科
教授　望月美左子

　日出産ハモの料理開発

　日出町で水揚げされているハモは、中津など
の他地域へ販売されることが多く、地域での消
費が少ない。もっと近隣の方、若い人たちに食し
てもらおうと学生が料理開発を行なった。

　平成27年4月～平成
28年3月31日
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

63 H27
別府市内成
地域

立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部
客員教授
畠田　展行

別府市
内成地区

ホリデーハウスプロジェクト

本事業は、平成19年（2007年）より、別府市内成
地域で国内長期滞在の普及と地域おこし研究
の一環で、内成の地域行事の支援や内成への
観光客を誘致するために村おこしグループと活
動を行っている。
27年度は、亀の井バス株式会社との連携を継
続するとともに、内成で作られているお米のブラ
ンド化を図ることを通じた地域おこしについて研
究する。

平成27年4月1日～平
成28年3月31日

64
H25
‐27

・別府市
・日出町
・日田市

立命館アジア太平洋大学スチューデント・オフィス

・別府市内各公民
館
・日出町役場政策
推進課
・日田市役所企画
進行部

SAS地域連携事業　

SAS（スチューデント・アクティビティー・ステー
ション：地域交流活動促進学生スタッフ）による
地域連携活動
・子ども対象英語講座、ファミリー向け異文化交
流講座（年20回程度、別府市内各公民館）
・子ども対象国際文化紹介講座（年5回程度、日
出町）
・日田国際交流子どもキャンプ（年1回、日田市）

　

65 H26 由布市
大分県立芸術文化短期
大学

河上央教授
（芸文短大）

浜小路国弘教諭
（由布市立由布川
小学校）

地域ふれあいアート講座

美術科美術専攻１年生２５名と由布市立由布川
小学校４年生５８名が３クラスに分かれ、「巨大
クリスマスツリーを作ろう！大作戦」というテーマ
で作品作りを行った。

　

66
H25
‐27

・日出町
・北九州市

立命館アジア太平洋大学スチューデント・オフィス

・日出町政策推進
課
・北九州市役所門
司区役所保健福祉
課

　カルチャーワゴンキャン
プ

複数の学生コミュニティが地域へ赴き、協働で
対地域イベントを企画・実施する。
（地域出張型多文化学園祭）
25年度：日出町、26年度：北九州市

・27年度の連携自治
体は未定

67 H26 日出町 立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部
教授　轟博志

政策推進課 域学連携事業
日出中心商店街の活性化を学生と町民が一緒
に考え、ディスカッションを行う。

平成 26年4月1日～
平成27年3月32日
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

68 H27
日出市
国東市

大分県立芸術文化短期
大学

磯崎淳子教授　(芸
文短大）

地域巡回演奏会

日出市立川崎小学校、国東市立国東中学校に
おいて小学生,中学生を対象に、ピアノ、声楽(オ
ペラ・合唱)、金管・打楽器の演奏を披露し、中学
校では校歌を最後に歌った。（リスト、モーッァル
ト、瀧錬太郎、フンパーディンク、ショパン、
フォーレ他）

69 H26 杵築市 大分大学
工学部
　姫野由香助教

城下町地区まちづ
くり協議会

杵築市城下町地区におけ
る空地発生メカニズムの
解明と空地を活用した住
民主体のまちづくりシステ
ムの調査。構築

空家・空地の調査を実施し地域景観のデザイン
コードの分析を行うとともに空地活用のための
ワークショップを開催し，利活用の実証実験を行
うことにより，景観形成の取組モデルの構築を
行う。

平成２６年８月１６日
～平成２７年２月２５
日

70 － 豊後高田市 別府大学
文学部史学・文化
財学科
（飯沼賢司教授）

豊後高田市
歴史研究と文化的景観の
保全
学生の体験学習

中世の村落等の基本形態が継承されている豊
後高田市田染荘小崎地区の景観保全に昭和50
年代から協力。同地区は平成22年に国の重要
文化的景観に選定された。田植え、稲刈りなど
を授業に組み入れて学生に農作業体験をさせ
ている。

71 豊後高田市 別府大学

食物栄養科学部食
物栄養学科
（吉村良孝准教授）
（中村弘幸講師）

豊後高田市 健康教室の企画、実施

豊後高田市の健康事業（高齢者のロコモティブ
シンドロームの予防など）にプログラムの組み立
てから実施、運動指導員の養成まで協力し、健
康づくりに協力している。また栄養指導も行って
いる。
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その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

72 H24 豊後高田市 大分大学
教育福祉科学部
衣笠　一茂 教授

福祉事務所
玉津地区福祉力再生事業

市が「高齢者が楽しいまちづくり」推進している
玉津プラチナ通りを含む、周辺の玉津地区を対
象として、地域住民自らが今後の地域づくりに
積極的に参画できるように支援した。
教授には、アンケート調査結果報告会やワーク
ショップその他の会合において、進行・ファシリ
テーターを務めていただいた。
・地域住民のニーズ把握のためのアンケート調
査の実施
・大分大学学生による聞き取り調査の実施
・アンケートや聞き取り調査の集計および分析
（大学へ委託）
・調査結果をもとにした報告会の開催
・前述の調査で明らかになったニーズや生活課
題等の共有、解決に向けた住民によるワーク
ショップの開催
・目指すべき方向性や具体的取組の検討
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

73 H26 豊後高田市 大分大学
教育福祉科学部
　住田　実 教授

大分県教育庁体育
保健課

豊後高田市学校保健課
題解決支援事業

　豊後高田市における学校保健課題解決支援
事業として、「歯と口の健康」について健康教育
研究者の立場から支援並びに研修会講師を担
当した。

平成26年4月1日～平
成27年3月31日

74 H26 宇佐市 大分大学
教育福祉科学部
　住田　実 教授

安心院高校
宇佐市安心院・院内地域
小中高一貫教育研究開
発

　宇佐市安心院・院内地域小中高一貫教育研
究として、高校生による地元小学校の「訪問食
育講座」の企画・実施への食教育・健康教育研
究者としての協力（継続実践として13年目）

平成26年4月1日～平
成27年3月31日

75 H26 宇佐市 大分大学
教育福祉科学部
　住田　実 教授
（事業推進委員長）

宇佐市院内町
　余谷21世紀委員
会

大分大学教育福祉科学
部フレンドシップ事業…活
動（１）

　15年目となる本事業は、過疎・高齢化の課題
を抱える院内町農地への労働力の提供も兼ね
て、教育福祉科学部学生が農作業・食育体験
学習を実施すると共に、地域と学校行事への参
加・協力を通して住民および児童生徒との交流
と発展に寄与する。
　なお本事業は、農林水産省より全国の国公私
立大学で唯一の「教育ファームの優良モデル大
学」に選定され、その成果は高く評価されている
(大分大学第69回学長記者会見にて発表、農水
省HP掲載)。

平成26年4月1日～平
成27年3月31日

76 Ｈ26
中津市
杵築市

大分県立芸術文化短期
大学

松倉利之教授
（芸文短大）

如水小学校、護江
小学校、豊洋小学
校

地域巡回演奏会

小学生を対象に、ピアノ、声楽(オペラ・合唱)、
金管・打楽器の演奏を披露し小学校の校歌を最
後に歌った。（アルジェンツィアノ、ラフマニノフ、
プーランク、フォスター、ドビュッシー作曲他）

77
H24
H25

臼杵市 大分大学
経済学部
山浦　陽一 准教授

コミュニティ防災課
地域活性化交流事業

・交流事業
　地域資源散策、情報交換会、体験活動、
　意見交換（発表）会
・地域からのヒアリング
・田野地区ふれあい祭りへの学生の参加
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

78 H27 臼杵市 大分大学
工学部
小林　祐司 准教授

防災減災カフェの実施
防災減災に関する体験講座を臼杵市防災危機
管理室と市民との協働により実施。

平成27年6月13日
平成27年8月7日
平成27年10月13日
平成27年10月14日
平成28年1月30日

79
H24
～

豊後大野市 別府大学短期大学部
食物栄養科
（立松洋子教授）

大分県豊肥振興局
豊後大野市

里芋料理講習会

平成２４年から豊後大野市と豊肥振興局の依頼
で里芋料理の開発を主として、里芋の使い方や
里芋の種類など理解と消費拡大のために、本
科調理講習会を実施。

80 H26 豊後大野市
大分県立芸術文化短期
大学

松倉利之教授
（芸文短大）

豊後大野市 特別演奏会

豊後大野市及び竹田市の主として、小学生・中
学生・高校生や一般市民を対象としたクラッシッ
クコンサートを「エイトピアおおの」大ホールで開
催した。

81 H26 豊後大野市 大分大学
経済学部
　大井尚司准教授
　大井ゼミ3年生

まちづくり推進課

「大人の社会見学」社会
実験の実施（豊後大野市
地域公共交通総合連携
計画に基づく平成26年度
事業の支援）

豊後大野市地域公共交通総合連携計画に基づ
く平成26年度事業の一環として、大井研究室3
年ゼミ生6名との共同により、同市内コミュニティ
バスの利用促進のための社会実験「大人の社
会見学」を実施し、利用促進の支援と地域住
民・利用者の生活実態調査等を実施した。調査
及びそれに基づく分析の結果を年度末のバス
停コンテスト表彰式席上で発表したほか、平成
27年7月の「日本モビリティマネジメント会議」
（土木学会の下部組織）で市との共同で成果発
表する。

82 H26 豊後大野市 大分大学
経済学部
　大井尚司准教授
　大井ゼミ3年生

「大人の社会見学」社会
実験の実施（豊後大野市
地域公共交通総合連携
計画に基づく平成26年度
事業の支援）

豊後大野市地域公共交通総合連携計画に基づ
く平成26年度事業の一環として、大井研究室3
年ゼミ生6名との共同により、同市内コミュニティ
バスの利用促進のための社会実験「大人の社
会見学」を実施し、利用促進の支援と地域住
民・利用者の生活実態調査等を実施した。調査
及びそれに基づく分析の結果を年度末のバス
停コンテスト表彰式席上で発表したほか、平成
27年7月の「日本モビリティマネジメント会議」
（土木学会の下部組織）で市との共同で成果発
表する。
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

83 竹田市 別府大学

食物栄養科学部食
物栄養学科
（吉村良孝准教授）
（中村弘幸講師）

竹田市 健康教室の企画、実施

竹田市の健康事業（高齢者のロコモティブシンド
ロームの予防など）にプログラムの組み立てか
ら実施、運動指導員の養成まで協力し、健康づ
くりに協力している。また栄養指導も行ってい
る。

84
H23
～

竹田市 別府大学 別府大学全体 竹田市
文化財研究所竹田セン
ター
地域行事等への協力

竹田市と協力して宿泊施設が整備された文化
財研究所竹田センターを設置。ここを拠点にゼ
ミ合宿などのほか、地域の祭りの運営などにも
協力。

85
H24
H25

竹田市 大分大学
教育福祉科学部
田中　修二 准教授

企画情報課 竹田市屋外彫刻作品保
存研究事業

竹田市には、朝倉文夫の作品をはじめとした、
数多くの屋外彫刻作品が存在する。多くは屋外
に設置されているが、長年の間に風雨にさらさ
れ、損傷の激しいものもみられる。竹田市では
このような作品の再調査を行い像や製作者につ
いて顕彰するとともに、損傷の激しい作品は大
分大学田中研究室の指導のもと適切なメンテナ
ンスを行うことで、埋れ忘れられた先人や文化
にスポットを当てることを目的とする。

86 Ｈ26 竹田市
大分県立芸術文化短期
大学

吉良伸一教授
（芸文短大）

竹田商工会議所 竹田芸文短大交流事業
竹田商工会議所・竹田町商店街振興組合・竹
田市食育ネットワーク等と共同で、竹田芸文短
大交流事業を竹田の街中なかで８回実施

87 H26 竹田市 大分大学
教育福祉科学部
　田中修二准教授

企画情報課 竹田市屋外彫刻作品保
存研究事業

竹田市には、朝倉文夫の作品をはじめとした、
数多くの屋外彫刻作品が存在する。多くは屋外
に設置されているが、長年の間に風雨にさらさ
れ、損傷の激しいものもみられる。竹田市では
このような作品の再調査を行い像や製作者につ
いて顕彰するとともに、損傷の激しい作品は大
分大学田中研究室の指導のもと適切なメンテナ
ンスを行うことで、埋れ忘れられた先人や文化
にスポットを当てることを目的とする。

平成２６年４月１日～
平成２７年３月３１日
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

89 H27 竹田市 大分大学
教育福祉科学部
田中　修二 教授

企画情報課 竹田市屋外彫刻作品保
存研究事業

竹田市には、朝倉文夫の作品をはじめとした、
数多くの屋外彫刻作品が存在する。多くは屋外
に設置されているが、長年の間に風雨にさらさ
れ、損傷の激しいものもみられる。竹田市では
このような作品の再調査を行い像や製作者につ
いて顕彰するとともに、損傷の激しい作品は大

分大学田中研究室の指導のもと適切なメンテナ

ンスを行うことで、埋れ忘れられた先人や文化

にスポットを当てることを目的とする。

90 H27 竹田市
大分県立芸術文化短期
大学

吉良伸一教授
（芸文短大）

竹田芸文短大交流事業

竹田商工会議所・竹田町商店街振興組合・竹
田市食育ネットワーク等と共同で、竹田芸文短
大交流事業を竹田の街中なかで８回実施
12月・1月に竹田キャンドルナイトを実施した。

91 H26 玖珠郡九重町大分大学
教育福祉科学部
　住田　実 教授
（事業推進委員長）

九重町役場農林課
　九重町グリーン
ツーリズム研究会

大分大学教育福祉科学
部フレンド
シップ事業 …活動（２）

　4年目となる本事業は、過疎・高齢化の課題を
抱える九重町農地への労働力の提供も兼ね
て、教育福祉科学部学生が農作業・食育体験
学習を実施すると共に、地域と学校行事への参
加・協力を通して住民および児童生徒との交流
と発展に寄与する。
　なお本事業は、農林水産省より全国の国公私
立大学で唯一の「教育ファームの優良モデル大
学」に選定され、その成果は高く評価されている
(大分大学第69回学長記者会見にて発表、農水
省HP掲載)。

平成26年9月1日～10
月31日

92 H26 九重町 大分大学
教育福祉科学部
永野昌博　准教授

商工観光・自然環
境課

九重町生物多様性戦略
づくり協議会

九重町の生物多様性の保全と地域の発展の両
立をめざし，地域住民協働により生物多様性戦
略をつくる。

平成２６年１２月～平
成２9年３月

93 H27
大分県
九重町

立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部
教授　宇根谷　孝
子

大分県
九重町立南山田小
学校

交流授業
APUの「日本語教授法」の学生達が小学生に初
めての外国語である英語を教えることで世代間
交流を図る。

　2015年7月2日（月）
及び6日（月）を予定
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その他教育・研究テーマ
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94 H27 九重町
大分県立芸術文化短期
大学

松本康史講師
(芸文短大）

地域ふれあいアート講座
九重町立野矢小学校にてワークショツプ。
美術科１年生１６人が参加してクリスマスツリー
と「空飛ぶメッセージカード」を作成した。

95 H27 九重町
大分県立芸術文化短期
大学

河上央教授
（芸文短大）

地域ふれあいアート講座
九重町立野上小学校にてワークショップ。
美術科美術専攻の学生２８名が参加して「野上
自慢かるた」を制作した。

96 H27
玖珠郡
九重町

大分県立芸術文化短期
大学

松倉利之教授　川
瀬真由美教授
（芸文短大）

大分県立芸術文化短期
大学・九重町連携文化事

業

東飯田小学校、南山田小学校において弦楽ア
ンサンブルコンサート及び小学生の楽器体験等
をおこなった。准園小学校、飯田小学校におい

て打楽器アンサンブルの演奏を行った

97
H23
～

日田市 別府大学 別府大学全体 日田市
日田歴史文化研究セン
ター
公開講座

　日田市と協力して日田歴史文化研究センター
を設置し、歴史調査や教育普及活動の協力拠
点としている。センターでは日田市に関連した毎
年6－8回の公開講座を実施し、教員の研究成
果を市民に還元している。

98
H23
～

中津市 別府大学
アーカイブズ・セン
ター
（針谷武志教授）

中津市アーカイブズ講座

講師は別府大学、慶應義塾大学、久留米大学
その他の教員。２部構成で高校生の部は慶応
義塾大学付属高校の生徒などが参加。大学の
部は別府大学文書間専門職養成課程の３・４年
生がほとんど。中津市が保管している教材とし
て利用し、専門分野の人材育成に協力すること
で、中津市の文化財の有効活用を図ることを目
的としている。具体的には、ふすまの解体、古
文書の調書作成など資料整理などを行ってい
る。
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大学等 自治体
その他教育・研究テーマ

担当者所属（・氏名）
№ 年度

自治体名
（地域名）

大学等名 概　要

100 －
大分県
県内各自治
体

別府大学
文学部史学・文化
財学科

大分県
県内各自治体

埋蔵文化財の発掘調査
文化財の保存・活用研究
地域の歴史研究

　埋蔵文化財の発掘調査や文化財の保存・活
用、地域の歴史研究について、本学の史学・文
化財学科、大学院、文化財研究所が各自治体
と連携協力している。大学院文化財学専攻の大
学院生の実習の場としても活用されている。

　

101 H25
大分県産業
創造機構

立命館アジア太平洋大学

国際経営学部
教授　牧田　正裕
准教授　藤本　武
士

アジア太平洋学部
准教授　竹川　俊
一

大分県

産官学連携事業
大分航空ターミナル株式
会社
産学官交流グループ

大分空港の活性化に関する研究
平成25年4月1日～平
成26年3月31日

102 H26
大分県産業
創造機構

立命館アジア太平洋大学

国際経営学部
教授　牧田　正裕
准教授　藤本　武
士
助教　　李　根煕

大分県

産官学連携事業
大分航空ターミナル株式
会社
産学官交流グループ

大分空港の活性化に関する研究
平成26年4月1日～平
成27年3月31日

103
H25
-27

新潟県
上越市

立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部
教授　清家　久美

新潟県上越市桑取
地区・中ノ俣地区
NPO かみえちご山
里ファン倶楽部

　NPO/NGOの研究

・「地域」の持続可能な循環性・自律性を模索す
るNPO の研究地方の時代だとされる現代にお
いて、「地域」の実態を知り、地域をどのように
考えていけばよいのかをNPO の実態調査をす
る中で考えていく。同時に、NPO の社会におけ
る機能を考察する。またそうしたNPO を生み出
す社会的背景、時代的背景を考察する。
・農村コミュニティでの生活による農村の実態調
査と考察、農村コミュニティにおける生活をする
ことにより、地域・農村の実態を調査、研究す
る。
・ 農村生活・農村体験農村において農業などを
手伝いながら、地域／農村に住むことにおい
て、実地的具体的体験を可能なることにより、具
体的思考、実践的思考、行動力等を養う。
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104
H25
-27

長野県
飯田市

立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部
准教授　銭　学鵬

長野飯田市
持続可能なまちづくり：
長野県飯田市における調
査

定住自立圏構想先行実施団体(総務省)、環境
モデル都市の選定(内閣府)、人形劇フェスタを
はじめとする多彩な市民文化活動、都市住民と
農村のパートナーシップによる飯田型ワーキン
グホリデー、体験教育旅行など多様な地域づく
り実績が挙げられている。これらを支える公民
館活動等を土台とした独自の地域自治も
注目を集まっている。地域づくりのメッカを目指
す南信州・飯田において、他大学の学生と共
に、高齢少子化が進む背景の下で、「持続可能
な地域づくり」がどのようなものであるかを探る。
いいだ人形劇フェスタやいいだりんごん祭等イ
ベントに参加することによって、
南信州地域の文化を体験する。

105 H27
佐賀県
玄海町

大分県立芸術文化短期
大学

磯崎淳子教授　(芸
文短大）

特別演奏会

地域の小、中学生及び住民を対象にオペラハイ
ライト、吹奏楽、ピアノソロ、連弾等でコンサート
を実施した。（リスト、チャイコフスキー、モーッァ
ルト他）

22 / 22 ページ


