Department of global studies

韓国・ 中国の大学と
交流・協力協定を結んでいます
韓国の釜山市にある釜山外国語大学、中国武漢市の江漢大学と協定を結び、
さまざまな交流を行っています。

2022

本学は韓国・釜山外国語大学と国際交流協定を結んでいます。本学の卒業予
定者で一定の基準を満たす学生は、釜山外国語大学に3年次として編入学でき

国 際コミュニケーションコース

ます。また、学長推薦を受けた学生は、入学金の免除の他、成績によって授業料
割引や授業料1年間免除（1名）の特典を受けることができます。カリキュラムとし
ては、
「韓国語文化学部」
、
「日本語創意融合学部」
、
「歴史観光・外交通商学
部」
、
「国際学部」
、
「グローバルビジネス学部（国際秘書学科、国際貿易・マーケ

KOREA

朴 貞蘭

ティング学科等）
」など多岐にわたり、将来への道が広がります。協定締結後の
准教授

（パク・ジョンラン）

2015年度以降、芸文短大の卒業生21名が編入学しました。

student's
voice
私は、釜山外国語大学3年次編入学を目指して、芸文短大の国際総合学科
に入学しました。芸文短大に入ってから本格的に韓国語の勉強を始めまし
たが、丁寧に教えていただいたネイティブの先生や同級生の良きライバルた
ちのおかげで、卒業までに韓国語能力検定試験の中上級を獲得することが
できました。現在は、目標であった釜山外大の国際学部・韓国語文化教育
学科に編入学し、現地でしか体験できない韓国語や韓国文化について多く
のことを学んでおります。釜山外大には魅力のある学部・学科も多いので、
ぜひチャレンジしてみてください。

衞藤 日名子
2019年3月 国際総合学科卒業（大分東明高等学校出身）
2019年9月 釜山外国語大学 国際学部 韓国語文化教育学科 3年次編入学
芸文短大卒業生特典として、入学金免除、授業料一部免除

本学は、中国武漢市にある江漢大学と交流協定を結んでいます。毎年、音楽や
美術の交流企画が行われるほか、江漢大学から交換留学生が1年間大分市に
滞在しながら国際総合学科の学生とともに勉強しています。本学からも、江漢大
学での海外語学実習のほかに1年間の交換留学が可能であり、中国語をはじめ、
中国の文化や歴史などを現地で学ぶことができます。

CHINA

許 挺傑

准教授
（キョ・テイケツ）

student's
voice

大分での留学生活は本当にあっという間でした。1年間の
留学期間において、素晴らしい思い出をたくさん作ることが
できました。勉強はもちろんのこと、アルバイトやバスケット
ボールのサークル活動を通して、日本人の友人もたくさんで
きました。また、留学生スピーチコンテストにも参加させてい
ただき、そのおかげで、日本語能力もレベルアップしました。
内陸出身の自分にとって、大分で人生初の海を見ました。と
ても感動しました。また、日本のお祭りも初めて身近で見る
ことができました。大好きな鉄道旅も、芸術作品展巡りも、
楽しむことができました。本当に充実した1年間でした。あり
がとうございました

胡 芷芊 （コ・シセン）

（中国・江漢大学からの留学生）

https://www.oita-pjc.ac.jp/
〒870-0833 大分市上野丘東1番11号
TEL 097-545-0542（代表） FAX 097- 545-0543

国際総合学科 Facebook

https://www.facebook.com/geitanglobal/
（2021年4月発行）

観 光マネジメントコース

現 代キャリアコース

大分県立芸術文化短期大学の教育目的

国際総合学科の
教育目的

本学は、芸術及び文化に関する専門の学芸の教授研究を通じて、幅広い教養及び優れた技能を有する

自国のみならずさまざまな国や地域についても知識と理解を有し、
豊かな発想力と行動への意欲、社会人・職業人として必要とされる技能を備えた
有為な人材を育成することを教育目的とします。

人間性豊かな人材を育成し、もって芸術の創造、文化の進展及び地域社会の発展に
寄与することを目的とします。
（学則第１章総則第１条より）
●

現代教養科目

国際コミュニケーションコース

●
●
●

外国語（英語、フランス語、中国語、韓国語）による実践的コミュニケーション能力を育成します。

国際総合入門
国際ボランティア論
地域文化創造論
文化経済学総論

キャリアデザイン
情報処理基礎演習
● 日本の伝統文化
● 現代日本論

日本の文化と社会
アジアの文化と社会
● ヨーロッパの文化と社会
● 英語圏の文化と社会

文化交流史
フィールドワーク実習
● 比較文化論

●

●

●

●

●

●

国際コミュニケーションコース科目
英語コミュニケーションⅠ
● 英語コミュニケーション Ⅱ
● 英語コミュニケーション Ⅲ
● 検定英語演習
● 実務英語
● グローバル英語
● 現代英語
● 英語文章表現
● ビジネス英語
● フランス語コミュニケーション
● 検定フランス語演習
● 中国語コミュニケーション
● 検定中国語演習
● 韓国語コミュニケーション
●

英語コミュニケーション

国際コミュニケーションコースでは、英語・フランス語・中国語・韓国語のいず
れかで実践的なコミュニケーション能力を高め、国際社会で活躍できる人材の
育成を図ります。このコースでは、TOEIC®や各外国語の検定資格を取得する
ための科目が充実しています。また、
「上級秘書士（国際秘書）
」
（全国大学実
務教育協会認定）の資格も取得可能です。

観光マネジメントコース

検定韓国語演習
多文化理解論
● 近現代世界の歴史
● 国際経済論
● 国際秘書概論
● イギリス語学実習
● ニュージーランド語学実習
● アメリカ語学実習
● フランス語学実習
● 中国語学実習
● 韓国語学実習
● 海外ボランティア実習
● 国際ボランティア実習Ⅰ
● 国際ボランティア実習 Ⅱ
●
●

観光に関する専門的知識、マネジメント力や実務能力を育成します。
大分県には、湯布院や別府など全国的にも有名な観光地があり、エコツーリズ
ムなど “観光” による地域活性化の試みも盛んです。観光マネジメントコースで
は、観光学関連の科目や経営・マネジメントに関する科目など実務に役立つ教
育を通して、
『観光立県』大分に貢献できる人材の育成を図ります。また、
「観光
実務士」
（全国大学実務教育協会認定）の資格取得も可能です。

観光マネジメントコース科目
●
●
●
●
●

観光文化論

現代キャリアコース

●
●

大分の観光と文化
大分の歴史
観光英語
観光文化論
観光ビジネス論
世界遺産論
観光地理論

●
●
●
●
●
●
●

観光地域づくり論
観光実務論
観光人類学
エコツーリズム論
ホスピタリティ論
観光ビジネス実務演習
観光資源論

観光総論
ユニバーサルデザイン
● グランドスタッフ実務
● 文化ビジネス実習
●
●

各種ゼミナール

討論と刺激が飛び交う学びの場

基礎ゼミナール

教養ゼミナール

［1年次前期］

前期の必修ゼミで、大学で学ぶことの意
義や目的を考えたり、資料の集め方など
の基本的な学習法を身につけていきます。
同時に自分と社会との関わりや卒業後の
進路について考える時間も設け、充実し
た大学生活のための下地づくりを図りま
す。また、キャリア教育の導入などもホーム
ルーム形式で行っています。

特色のある授業

社会で活きる力を伸ばす、学びのスタイル

●
●
●
●
●
●
●

秘書実務
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●
●

経営学総論
医療事務
● 情報処理応用演習
● デジタル文書作成演習
● ビジネス・コンピューティング
● DTP演習
● 文章表現Ⅰ
● 文章表現Ⅱ
● ビジネス実務演習
● 日本語コミュニケーション
● 消費行動論

取得できる資格

国際コミュニ
ケーション
コース

現代キャリアコース科目
ビジネス実務総論
国際ビジネス論
クリエイティブ産業論
簿記Ⅰ
簿記Ⅱ
検定日本語演習
秘書実務Ⅰ
秘書実務Ⅱ
社会人スタート講座
現代生活論
現代社会論

２年次には「卒業研究ゼミ」を１つ選択し
て所属し、教員やゼミ仲間と一緒に卒業
研究を行います。調査や研究発表だけで
なく、ゼミによっては合宿や研修旅行、大
学祭での出店など、課外活動も積極的に
行うので、ゼミ生同士の親睦や友情も深
まります。

「即戦力」となるための資格取得支援も万全

現代キャリアコースでは、企業人として求められる企画力や実践的なスキルを身
につけます。そのために「ビジネス実務総論」
｢経営学総論｣｢クリエイティブ産業
論｣｢文章表現｣｢簿記｣などの科目を開講し、企業で即戦力となる人材の育成
を目指します。所定の科目を履修することで、
「ビジネス実務士」
（全国大学実務
教育協会認定）の資格取得も可能です。

●

［2年次］

後期になると、各自が選択できるゼミナー
ルが始まります。各専任教員が専門分野
のゼミナールを開講し、学生はその中から
興味をもった分野を選び、さらに深く学び
ます。ゼミナールでの発表や議論を通じ
て、プレゼンテーションの仕方やディスカッ
ションをする能力を身につけ、２年次の卒
業研究へとつなげます。

ビジネスの現場で求められる専門的知識、企画力や実務能力を育成します。

●

卒業研究

［1年次後期］

社会心理学
秘書概論
● 現代企業論
● Webデザイン演習
● インターンシップ

●

●

●

●

● キャリアデザイン

「キャリアデザイン」は、学生が、将来社会人として働くことの意義を理解し、
自身の将来を設計する意欲を高めることを目的として行われます。外部講師
による授業や、進路ガイダンスも積極的に行っています。

◎上級秘書士（国際秘書）
◎TOEIC®
◎各種語学検定

（英語、フランス語、
ドイツ語、中国語、韓国語）

観光
マネジメント
コース

◎観光実務士
◎観光英語検定
◎世界遺産検定

現代キャリア
コース

◎ビジネス実務士
◎秘書士
◎日本語検定
◎日商PC・簿記検定
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海外語学実習

語学力

国際感覚を身につける異文化体験

毎年、春休みや夏休みを利用して多くの学生が海外で語学実習を体験しています。現地で実際に生活し、多様な文化や言語をもつ
仲間たちと交流することで、語学力はもちろんのこと、異文化を理解する能力も養うことができます。
※実習先によっては、オンラインコースによる代替の可能性もあります。
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2020年度の

語学実習（英語・韓国語・中国語）は
オンラインプログラムにより
実施しました！

韓国

ニュージーランド

［釜山外国語大学］

［クライストチャーチ工科大学］

レベルごとに分けられたクラスでの韓国語の授業や
文化体験の授業に参加します。文化体験は、キムチ
づくり、チマ・チョゴリ体験のほか、K-POPダンス体
験、応援グッズづくりなどの楽しいプログラムが用意
されています。

ニュージーランド南島最大の都市クライストチャーチ
市で4週間の語学実習を行います。ホームステイをし
ながら語学の授業を受け、放課後にはさまざまな課外
活動や、周辺の観光地を巡るツアーも充実しています。

イギリス

中国

［セントラル・ランカシャー大学］

［江漢大学］

イングランド西部の街プレストンにあるセントラル・ラ
ンカシャー大学での語学実習。英国の歴史と大自然
を同時に体感できます。ビートルズの故郷リバプール
やピーター・ラビットで有名な湖水地方へのバス旅行
も実施されます。

武漢市は、3500年の歴史を有する観光都市で、江漢
大学は留学生が多く在籍する国際色豊かな大学で
す。恵まれた環境で中国語を集中的に学習すること
で、短期間で驚くほどの成果を上げることができます。

フランス

アメリカ

［西部カトリック大学］

［カリフォルニア大学デイビス校］

フランス・ロワール地方の町、アンジェにある西部カト
リック大学で３週間の語学実習を行います。少人数制
の授業に加えて、古城めぐりやモン・サン=ミシェル訪
問、
パリ観光など充実した課外活動も実施しています。

4週間のプログラムで少人数レッスンを受講、放課後
は現地学生によるアクティビティが行われます。週末
はディズニーランドやヨセミテ国立公園などのツアー
も実施します。また「海外ボラン
ティア実習」にも参加できます。
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学外実習

インターンシップ

地域を知る体験学習

仕事や社会、自分を知る実践の場

進路状況

就
職

【フィールドワーク実習】安心院農家民泊体験
大学での学びはキャンパスだけに留まりません。学生自らが実際に
「地域」というフィールドに入り、体験学習を通してさまざまな知恵や
考え方を学びます。地域の人々や自然との出会い、さらに農家民泊
などの体験を通して「楽しみながら学ぶ」ことができます。

私は別府市にある「ホテルニューツルタ」にて5日間就業体験をさせ
ていただきました。フロント業務から部屋のメンテナンスまで、ホテ
ル運営に関わるさまざまな仕事を体験することができました。実際
に仕事に携わることで、自然と自分の役目や責任を自覚することが
できました。どのようなインターンシップ先であっても、仕事を行う上
での大切なことや、働くことに伴う責任を実感できるはずです。私に
とってこの体験は、就職活動はもちろん、日々の生活においてもプ
ラスの経験になると感じています。
（長峰 百合）

編

語学力を活かし、コミュニケーション力を養う

国際ボランティア論
身近なところからできる国際的な協力や交流を考え、自ら行動す
る姿勢を養う科目です。そのために、世界を見据え、県内外で国
際的な活動している団体の方を講師として招き、国際的なボラン
ティア活動の内容や課題を理解するとともに、実際にボランティア
に参加するきっかけづくりを行っていきます。

海外ボランティア実習
カリフォルニア大学
デイビス校で行われ
る海外語学実習で
は、英 語の勉 強 以
外にサービスラーニ
ングとしてさまざまな
ボランティア活動も
体験できます。
「海外
ボランティア実 習」
は、出 発 前の事 前
研修や帰国後の報告プレゼンテーションなども含め、アメリカで
実際にボランティア活動に参加する実習です。
05

国際ボランティア実習
毎年、通訳ボランティア会 Can-doのお手伝いで「大分国際車
いすマラソン大会」にボランティア・スタッフとして参加していま
す。海外選手の大分滞在中の通訳や付き添い、大会当日の進
行をサポートしています。参加前には研修会に参加し、車いす
競技や車いすの取り扱いなどを学びます。また、この大会に合
わせ本学で交流イベントを開催し、参加選手を招いて講演会な
どを行っています。

入

国際ボランティア活動

卒業後に広がる多様なキャリア・進路

私は、国際化の時代だからこそ「自分の国=
日本」を知りたいと考え、特に日本文学・文
化に興味を持って学んできました。さらに、
授業を通して文章表現力やPCスキルなど社
会人として欠かすことのできない知識や技能
を数多く身につけることもできました。就職活
動では公務員ガイダンスや模擬試験、模擬
面接指導などを有効活用するとともに、各自
治体のインターンシップや説明会に積極的に
参加をするよう努めました。また、先生方が
親身に進路相談や個別指導に対応してくだ
中津市役所
勤務
さったおかげで、無事に夢を叶えることがで
2021年卒業
きたと思っています。卒業後は地元の市職員
守田 結香
として、芸文短大で学んだことを活かしなが
（大分県立中津北高等学校出身） ら、市政に貢献できるよう尽力していきます。

私は、諸外国の言語や文化について学びた
く国際総合学科を選びました。共通科目コー
スでは基礎・教養知識を身につけ、専門科目
コースでは諸外国における文化や社会など
幅広い分野について学びました。進路の面
では、飲食店でのアルバイト経験を活かし、
接客業である旅館スタッフへの道を選びまし
た。就職活動の際には、ガイダンスなどに参
加しながら、担任の先生と進路支援室のサ
ポートを受け、積極的に行動しました。また、
友人、アルバイト先の方々、家族にも支えら
有限会社 山荘わらび野
勤務
れ、無事に就職活動を終えることができまし
2021年卒業
た。卒業後は由布院の旅館で働くことになり
橋口 美咲
ますが、1人でも多くのお客様に癒しを届ける
（宮崎県立高鍋高等学校出身） ことができるスタッフを目指したいです。

地元宮崎県の交流人口を拡大するための
方策を学びたいと考え、国際総合学科観光
マネジメントコースに進学しました。フィール
ドワーク実習では、農泊発祥の地である安
心院町にて農泊体験をし、実際に自分の肌
で農泊に触れることで、1つの観光ビジネス
の形を学ぶことができました。観光学を勉
強するなかで、さらに地域分析の力をつけ、
地域活性化に取り組むことができる人材に
なりたいと考えるようになり、編入学すること
高知大学 人文社会科学部 を決めました。友人と励まし合いながら、沢
人文科学コース 編入
山の方々にサポートして頂き、編入学を叶え
2021年卒業
ることができました。短大の2年間はあっと
島㟢 南菜
いう間です。一瞬一瞬を大事にして、将来
（宮崎県立宮崎南高等学校出身） のために時間を有効に使って下さい。

私は英語が好きだったので、より深く多様な
文化や言語を学べる国際総合学科に入学し
ました。その中で、観光を通した地域の活性
化に興味を持ち、観光マネジメントコースを
選択しました。様々な授業を履修し、自分が
より学びたいことを見つけ、編入学を志しま
した。編入学対策では不安になることもあり
ましたが、進路支援室はもちろん、多くの先
生方に、志望理由書の添削や面接などの対
策をして頂きました。また編入学を目指す同
鹿児島大学 法文学部 法経社会学科 期たちと切磋琢磨し合いながら、お互い励ま
地域社会コース 編入
しあってモチベーションを維持し続けられた
2021年卒業
のも大きなポイントだと思います。あなたが
佐藤 甲一
様々なことに挑戦していくなかで、本当にやり
（大分東明高等学校 出身） たいことを見つけられるよう願っています。

進路状況

（2020年度については、2021年3月18日時点の情報）

2019年3月〜 2021年3月卒業・順不同（2021年３月18日現在）

就

職

［建設業］㈱OKUTA／㈱エッジライフ／㈱坂井建設／鬼塚電気工事㈱／梅林建設㈱［製造業］HOYA㈱／komugiyaナカシマ／エスティケイテクノロジー㈱／ミサカ商
事㈱／モロゾフ㈱／㈱永池／㈱アルビオン／㈱コーセー／日本ヒューマンメディック㈱［情報通信業］㈱アイエスエフネット／㈱モアモスト
［運輸業・郵便業］㈱引越社／
エムケイ㈱／サンヨー航空サービス㈱／㈱ANAエアサービス佐賀／㈱ANAエアサービス松山／㈱ＪＡＬスカイ九州／大分交通㈱／大分航空ターミナル㈱／鶴崎海陸
運輸㈱［卸売・小売業］㈱コスモス薬品／㈱ストライプインターナショナル／㈱トキハ／㈱ハイコム／㈱久永／㈱京石／㈱新鮮マーケット／㈱太陽家具百貨店／㈱大屋
／As-meエステール㈱／H&M／ＩＴＸ㈱／MXモバイリング㈱／アニエスベージャパン㈱／コーセー化粧品販売㈱／㈱NTSネクスト／㈱アステム／㈱アダストリア／㈱
ウィゴー／㈱キャン／㈱くじめ屋／㈱サマンサジャパンリミテッド／㈱ザラ・ジャパン／㈱シップス／㈱デジスト／㈱ドラッグストアモリ／㈱パル／㈱まるまんフィオーレ／
㈱ロボット／㈱ワールドストアパートナーズ／㈱永冨調剤薬局／㈱九州エナジー／㈱古荘本店／九州産交リテール㈱ ／江藤酸素㈱／新門司フェリーサービス㈱／ネッ
ツトヨタ東九州㈱／㈱スズキ自販大分／大分ダイハツ販売㈱／大分トヨタ自動車㈱／大分トヨペット㈱／大分ヤナセAu販売㈱／大分三菱自動車販売㈱／大分石油
㈱／大分日産自動車㈱／米良電機産業㈱／㈲はたの恒至堂／㈲暘谷駅前薬局［金融業・保険業］㈱ｅコーポレーション／㈱宮崎太陽銀行／㈱大分銀行／㈱オー
シー／㈱宮崎銀行／㈱豊和銀行／九州ひぜん信用金庫／大分みらい信用金庫／大分県信用組合／大分信用金庫／大分中央保険㈱［不動産業、物品賃貸業］㈱
豊後企画集団／三信産業㈱／大分ベスト不動産㈱［学術研究、専門・技術サービス業］㈱スタジオマルシェ／㈱アールテクノ／㈱キューブエンターテインメント／㈱富士
エンジニアリングサービス／㈱放送技術社［宿泊業・飲食サービス業］㈱DHC唐津シーサイドホテル／㈱U＆T／㈱リ・クリエイト／㈱玉の湯／㈱松秀 ＡＭＩＮＥ
RESORT／㈲山荘わらび野／ANAインターコンチネンタル 別府リゾート＆スパ／JR九州ホテルズ㈱／エンシティホテル延岡㈱／トロワルウ／㈱JR西日本ヴィアイン／
㈱エフ・ティー・シーホテル開発／山のホテル 夢想園／城山観光㈱／杉乃井ホテル＆リゾート㈱／大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱／湯布院 やすらぎの郷 やど
や／美湯の宿 両築別邸／悠彩の宿 望海／㈲おやど開花亭／旅館わかば［生活関連サービス業、娯楽業］㈱ＡＩＬＥ／㈱ティ・ジョイ／㈱ボディワークホールディングス
／B.C.Labo／manics㈱／TBCグループ㈱／ジェイエステティック大分店／セブンエー美容㈱／はまジム／㈱ボン／㈱Jクレスト／㈱オーシートラベル／㈱近畿日本
ツーリスト 中国四国／九州航空㈱［教育・学習支援業］
アイドゥー㈱／セイハネットワーク㈱／㈱熱き情熱コーポレーション／㈱タップカンパニー
［医療・福祉］㈲別府よ
しむら／ブランクリニック／みどり歯科おとなこどもクリニック／医療法人セント会／㈱ニチイ学館／㈱リーフ／佐伯眼科／山内眼科医院／社会福祉法人 杉の木会第
二杉の木園／庄内厚生館／大分県社会福祉事業団／田村山下眼科［複合サービス事業］
さつま日置農業協同組合／べっぷ日出農業協同組合／佐賀県農業協同組
合／全国共済農業協同組合連合会 大分県支部／大分県農業協同組合／日本郵便㈱［サービス業］ANAテレマート㈱／Vinculum㈱／㈱にしけい／㈱全日警／日
研トータルソーシング㈱［公務］大分県庁／鹿児島県庁／大分市役所／杵築市役所／中津市役所／小林市役所／大分県警察／航空自衛隊

４年制大学等への
進学・編入学

大分大学／愛媛大学／香川大学／鹿児島大学／高知
大学／佐賀大学／北九州市立大学／下関市立大学／
宮崎公立大学／名桜大学／大阪経済大学／共立女子
大学／帝京大学／東海大学／東洋大学／別府大学／
安田女子大学／韓国・釜山外国語大学（３年次編入・９
月入学）／韓国・培材大学（３年次編入・3月入学）

編入指定校
（2020年度）

別府大学／川村学園女子大学／久留米大学／京
都外国語大学／活水女子大学／関東学院大学
[ 学 科 指 定なし] 東 京 経 済 大 学 ／ 相 模 女 子 大 学 ／
別府大学／東京情報大学／筑紫女学園大学／太
成学院大学／九州保健福祉大学／関東学院大学
／大阪経済法科大学／聖徳大学／九州産業大学
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