韓国・ 中国の大学と
交流・協力協定を結んでいます
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韓国の釡山市にある釡山外国語大学、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。

国際コミュニケーションコース
観光マネジメントコース

本学は韓国・釡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、釡山外国語大学に３年次として編入学で

現代キャリアコース

きます。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、
「国際学部（韓国語文化教育、国際貿易経営、外交等）
」
「
、日本語
創意融合学部（韓日文化コンテンツ、ビジネス日本語、日本IT等）
」
「
、ホテル・観

朴 貞蘭

准教授
（パク・ジョンラン）

光学部（国際秘書、航空サービス等）
」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2015年度以降、芸文短大の卒業生27名が編入学しました。

私は、釡山外国語大学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、
目標であった釡山外大の国際学部・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。釡山
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 釡山外国語大学 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。

許 挺傑

准教授
（キョ・テイケツ）

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）

情報をいち早く Get !
〒870-0833 大分市上野丘東１番11号

TEL 097-545-0542（代表） FAX 097-545-0543
https://www.oita-pjc.ac.jp

大分県立芸術文化短期大学の公式Facebookでは、本学が主催するイベント・展覧会等
のお知らせをはじめ、キャンパス内の様子や学生たちが行うさまざまな活動について報
告しています。また、サークルやイベント、研究室等でもFacebookを立ち上げています。

（2022年６月発行）

大分県立芸術文化短期大学の教育目的

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、

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

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

● 国際総合入門

● キャリアデザイン

● 日本の文化と社会

● 文化交流史

● 地域文化創造論

● 日本の伝統文化

● ヨーロッパの文化と社会

● 比較文化論

● 国際ボランティア論
● 文化経済学総論

国際コミュニケーションコース

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
● 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。

観光マネジメントコース

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
● 大分の観光と文化

● 観光地理論

● 観光ビジネス実務演習

● 観光英語

● 観光実務論

● 観光総論

● 大分の歴史
● 観光文化論

● 観光ビジネス論
観光文化論

● 世界遺産論

● 観光地域づくり論
● 観光人類学

● エコツーリズム論
● ホスピタリティ論

● 観光資源論

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

卒業研究

後期になると、各自が選択できるゼミ

２年次には「卒業研究ゼミ」を１つ選

門分野のゼミナールを開講し、学生は

に卒業研究を行います。調査や研究

関わりや卒業後の進路について考え

さらに深く学びます。ゼミナールでの

や 研修旅行、大学祭での出店など、

めの下地づくりを図ります。また、キャ

ションの仕方やディスカッションをする

同士の親睦や友情も深まります。

式で行っています。

へとつなげます。

［１年次前期］

前期の必修ゼミで、大学で学ぶこと

［１年次後期］

ナールが始まります。各専任教員が専

けていきます。同時に自分と社会との

その中から興味をもった分野を選び、

め方などの基本的な学習法を身につ

る時間も設け、充実した大学生活のた
リア教育の導入などもホームルーム形

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

● 文化ビジネス実習

● 文章表現Ⅱ

● クリエイティブ産業論

● 経営学総論

● 日本語コミュニケーション

● 簿記Ⅱ

● 検定日本語演習
● 秘書実務Ⅰ
● 秘書実務Ⅱ
秘書実務
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● 社会人スタート講座

● 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

取得できる資格

● グランドスタッフ実務

● 現代生活論

● 医療事務

課外活動も積極的に行うので、ゼミ生

「即戦力」
となるための資格取得支援も万全

● ユニバーサルデザイン

● ビジネス実務総論

● 簿記Ⅰ

発表だけでなく、ゼミによっては合宿

能力を身につけ、２年次の卒業研究

国際
コミュニケーション
コース

観光
マネジメント
コース

現代キャリアコース科目
● 現代社会論

択して所属し、教員やゼミ仲間と一緒

発表や 議論を通じて、プレゼンテー

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。

● 国際ビジネス論

［２年次］

の意義や目的を考えたり、資料の集

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。

現代キャリアコース

● 英語圏の文化と社会

● 現代日本論

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。

英語コミュニケーション

● フィールドワーク実習

● アジアの文化と社会

● 情報処理基礎演習

● ビジネス実務演習
● 消費行動論
● 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

●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）

●観光実務士

●観光英語検定
●世界遺産検定

■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。

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

プラス

国際感覚が身につく！

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

ON LINE
2020・2021 年度の語学実習は
オンラインプログラムにより実施しました！

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。

韓国

ニュージーランド

釡山外国語大学

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

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

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

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、

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

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

用意されています。

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

武漢市は、3500年の歴史を有する観光

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

都市で、江漢大学は留学生が多く在籍

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

する国際色豊かな大学です。恵まれた環

のバス旅行も実施されます。

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

４週間のプログラムで少人数レッスンを

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

受講、放課後は現地学生によるアクティ

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

ビティが行われます。週末はディズニー

施しています。

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

卒業後に広がる多様なキャリア・進路

Message

就 職
大分県農業協同組合 勤務
2021年度 卒業

株式会社 玉の湯 勤務

徳留 朝香

2021年度 卒業

（宮崎県立宮崎南高等学校 出身）

私は芸術と韓国語が学びたいと思い、国際総合学科を選びまし
た。学科を越えて授業を履修できるため、美術科にも興味があっ
た私にぴったりでした。授業を受けていくうちに観光に興味がわ
き、観光マネジメントコースを選択しました。その中で、「食」
が観光客を呼び込むひとつの鍵であることを学びました。そして
後継者不足などの課題に直面している農家の方々の手助けをした
いと思い、大分県農業協同組合に就職することを決めました。芸
文短大では様々な分野を学ぶことができるため、新たな目標とや
りたいことがきっと見つかると思います。資格や検定なども取得
可能なので沢山の事に挑戦してみてください。

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

［フィールドワーク実習］安心院農家民泊体験

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

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

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

が実際に「地域」というフィールドに入り、体験学習を通し

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

との出会い、さらに農家民泊などの体験を通して「楽しみ

てこの体験は、就職活動はもちろん、日々の生活において

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
ながら学ぶ」ことができます。

指原 花音

（大分西高校 出身）

高校生の頃から韓国に興味があり、韓国語を学ぶだけでなく海外
実習で文化に直接触れる機会があることに魅力を感じ、この学科を
選びました。釡山外国語大学とのオンライン実習では、現地の方々
と韓国語で会話できて、短期間でかなりの上達を実感できました。
就職活動では、最初何から始めたらいいのかもわからない状況でし
たが、進路支援室のサポートがあって前に進めました。何をしたいの
か、何を身につけたいのかを真剣に考え、今の就職先を選びました。
受験は不安なことも多くあると思いますが、高校生活の最後の
年でもあるので、思い出を沢山作りながら、自分の夢や目標に向
かって頑張ってください。

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
Message

もプラスの経験になると感じています。（長峰 百合）

編 入

国際ボランティア活動

長崎大学 環境科学部環境科学科 編入

語学力を活かし、コミュニケーション力を養う

2021年度 卒業

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。

進路状況

工藤 桜和

（大分県立日田高校 出身）

元々英語が好きでもっと学びたいと思い国際総合学科に進学し
ましたが、１年生の時に受講した「環境と社会」の内容がとても
印象に残るもので、そこから徐々に環境問題に関心を持つように
なり、結果的に進学先を決めるきっかけになりました。またそれ
を機に、海岸清掃などのサービスラーニングにも学科を超えて参
加したりと、意欲的に活動することができました。
学生生活の２年間は終始コロナ禍にありましたが、昨年の芸短
祭では学友会のメンバーとして企画から運営まで務め、貴重な体
験をさせて頂いたことが１番の思い出です。

国際ボランティア論

国際ボランティア実習

2021年度 卒業

（宮崎県立都城泉ヶ丘高校 出身）

国際ボランティア論

海外ボランティア実習

大分大学 経済学部 編入

坂元 里帆

国際総合学科では、国際的な文化だけでなく、地域や観光、世
界の歴史や経済など幅広い分野について学ぶことができます。私
は入学当初、国際系の学部への編入学を目標としていましたが、
２年間を通して参加したアートマネジメントプロジェクトや、経
済系の授業を履修したことで、地域経済についての興味が深まり、
大分大学経済学部への進学を決めました。芸短での授業や活動、
人との出会いで視野が大きく広がり、沢山の実りある２年間にす
ることができたと思います。
ぜひ皆さんも芸短で楽しく充実した学生生活を送ってください。

2020年３月～2022年３月卒業・順不同（2022年５月１日現在）
就

職

［建設業］梅林建設㈱／ EL J ホーム㈱／鬼塚電機工事㈱／㈱坂井建設 ［製造業］エスティケイテクノロジー㈱／㈱コーセー／㈱ヤマナミ麺芸社／ HOYA ㈱／ミカサ商事㈱／㈱永池／日本
ヒューマンメディック㈱／㈱大和冷機工業／㈱イトダネーム ［情報通信業］㈱アイエスエフネット／メディアファイブ㈱／㈱ TBC グループ／㈱ MX モバイリング／㈱たかせんテレコム／
㈱夕刊デイリー ［運輸業・郵便業］
大分航空ターミナル㈱／大分交通㈱／㈱ ANA エアサービス佐賀／㈱ ANA エアサービス松山／㈱サカイ引越センター／㈱ JAL スカイ九州／サンヨー航空
サービス㈱／羽田空港サービス㈱／㈱引越社／㈱日本郵便／㈱九州航空 ［卸売・小売業］青山商事㈱／ H&M ／大分ダイハツ販売㈱／大分三菱自動車販売㈱／大分ヤナセ Au 販売㈱／コー
セー化粧品販売㈱／コネクシオ㈱／㈱ NTS ネクスト／㈱アステム／㈱キャン／㈱九州エナジー／㈱くじめ屋／㈱ザラ・ジャパン／㈱サンキュードラッグ／㈱シップス／㈱チュチュアンナ／
㈱トキハ／㈱トヨタカローラ大分／㈱パーソナルネット／㈱パル／㈱ワールドストアパートナーズ／㈲ハートマーケット／㈲はたの恒至堂／㈱ハイコム／㈱久永／㈱京石／㈱新鮮マーケッ
ト／㈱大屋／ As-me エステール㈱／九州産交リテール㈱／新門司フェリーサービス㈱／ネッツトヨタ東九州㈱／大分トヨタ自動車㈱／大分トヨペット㈱／大分日産自動車㈱／㈱ MARK
STYLER ／㈱ホームインプルーブメントひろせ／㈱デンザイ東亜／㈱フレイン／㈱九州マツダ／㈱ BANKAN わものや／㈱ビッグモーター／大分日産プリンス販売㈱ ［金融・保険業］大分
県信用組合／大分信用金庫／大分みらい信用金庫／九州ひぜん信用金庫／㈱大分カード／㈱大分銀行／㈱ｅコーポレーション／㈱宮崎太陽銀行／㈱豊和銀行／しまなみ信用金庫 ［不動産業、
物品賃貸業］
㈱豊後企画集団／大分ベスト不動産㈱／㈱別大興産／㈱西日本グッドパートナー／㈱明和不動産／㈱ムトウ ［学術研究、専門・技術サービス業］
㈱スタジオマルシェ／㈱富士エ
ンジニアリングサービス／㈱すえつぐ ［宿泊業・飲食サービス業］ANA インターコンチネンタル別府リゾート＆スパ／ ANA テレマート㈱／大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱／山荘わ

国際ボランティア実習
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

フ・ジェイホテルズ／㈱ GRH リーガルホテル／㈱星野リゾート／㈱フレスカ／㈱玉の湯／山荘無量塔／ゆふいん花由／若菜旅館／㈱まるひで ( かんな和別邸 ) ／若葉旅館／佳翠苑皆美／
㈱神奈中観光／㈱東都観光 ［生活関連サービス業、娯楽業］
㈱エイチ・アンド・エス／㈱オーシートラベル／㈱キューブエンｔナーテインメント／㈱にしけい／㈱放送技術社／㈱ AILE ／㈱
ティ・ジョイ／㈱ボディーワークホールディングス／ TBC グループ㈱／ジェイエステティック大分店／はまジム／㈱ボン／九州航空㈱／㈱マイマイ／㈱エヴァーズ／㈱エスエスボディガー

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

ド／㈱中津自動車学校 ［教育・学習支援業］㈱熱き情熱コーポレーション ［医療・福祉］大分県社会福祉事業団／佐伯眼科／ブランクリニック／みどり歯科おとなこどもクリニック／山内

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

本郵便㈱ ［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／宇佐市役所／小林市役所／南九州市役所／航空自衛隊／大分県警察／大分県立芸術文化短期大学

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。
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。
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らび野／城山観光㈱／杉乃井ホテル＆リゾート㈱／㈱ホテルマリックス／㈱松秀／山のホテル夢想園／湯布院やすらぎの郷やどや／悠彩の宿 望海／㈲おやど開花亭／旅館わかば／㈱エ

眼科医院／㈱ニチイ学館／㈲別府よしむら／医療法人セント会／庄内厚生館／田村山下眼科／工藤クリニック／㈱あなぶきメディカルケア／社会福祉法人創生会／永田滝田眼科医院／社会
福祉法人博愛会／わたなべ動物病院／暘谷駅前薬局／福祉の杜いまじん ［複合サービス事業］さつま日置農業協同組合／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

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／長崎大学／長野大学／宮崎公立大学／名桜大学／共立女子
大学／神戸海星女子学院大学／白百合女子大学／別府大学／東京経済大学／長崎
国際大学／日本福祉大学／立命館アジア太平洋大学／韓国・釡山外国語大学
（３年
次編入・９月入学）

編入指定校
（2021年度）

別府大学／大阪経済法科大学／活水女子大学／川村学園
女子大学／関東学院大学／九州保健福祉大学／京都外国
語大学／久留米大学／国士館大学／相模女子大学／聖徳
大学／筑紫女学園大学／東京経済大学／東京情報大学／
徳島文理大学／太成学院大学
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