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大分で学び、大分で働く。それは 自分で選
ぶ、道。

私たちが生きる未来はボーダレス。

インターネットでつながり、

世界各地にグローバルな羽を広げる。

どこで学び、どこで働く？

その答えはきっと、ひとつじゃない。

遠くを見つめてみてもいい、

じっくり悩んでみるのもいい。

自分の未来探しの選択肢に、

大分で学び、働くを考えてほしいから、

その魅力や無限の可能性を今から伝えます。

これでいいじゃない、これがいい！

それが自分で選ぶ道。
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大学×企業×大学生×短大生
クロストーク
「大分で学び、大分で働く。」

大学等による
「おおいた創生」推進事業

大分で働く先輩の声

数字で見る大分県の魅力

大分LIFEのメリット

就職分野紹介

進学支援制度について

大分大学

大分県立看護科学大学

日本文理大学

別府大学

立命館アジア太平洋大学

大分県立芸術文化短期大学

別府大学短期大学部

別府溝部学園短期大学

大分短期大学

東九州短期大学

大分工業高等専門学校

データ一覧

時代のニーズに合致した
実践教育プログラムを推進。（日本文理大学）

約１,３００人の国内・国際学生が共同生活を
する寮では、

イベントや交流会もあります。（立命館アジア
太平洋大学）

機械工学科1年のバイクの分解組立実習の1コマ。

（大分工業高等専門学校）

学生が主体となり、地域の課題を解決につなげる
ための提案を行う授業の様子。（日本文理大学）

「ここで学んでよかった」と晴れやかな気持ちを抱き、
それぞれの進路へ。（大分県立看護科学大学）

校外実習で、別府市鉄輪の「地獄蒸し」を
体験しています。（別府溝部学園短期大学）

学内の学生が多く通る場所にて不定期で
演奏系サークルが公演を行っています。（大分大学）

学生が企画した「スカイランタンプロジェクト」は
とても幻想的。（大分県立芸術文化短期大学）

都市・環境工学科4年生が行うコンクリート実験の様子。
（大分工業高等専門学校）

実習では田植え機など様々な農業機械を
運転します。（大分短期大学）

ライフデザイン総合学科のファッションショーです。
（別府溝部学園短期大学）

様々な国の料理、文化、踊り、歴史などを体験し学べる
「マルチカルチュラル・ウィーク」。（立命館アジア太平洋大学）

2016年にリニューアルした食堂。開放感があり、
ホールとしても使用できます。（大分大学）

学内のイベントの際には募金活動も
行われます。（別府大学・別府大学短期大学部）

大学祭「和敬祭」でのステージ催事は、

観客を取り込んで大盛り上がり。（東九州短期
大学）

芸術系の作業をおこなうアトリエです。（別府
大学）

現場での遺跡発掘作業。（別府大学）
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　多くの高校生が考える、県内の大学で学ぶ面白さ、地元に残る魅力とは。

立命館アジア太平洋大学（APU）学長・出口治明さん、株式会社地域科学研

究所代表・平井慎一さん、大分大学3年薮田真緒さん、別府溝部学園短期大

学2年平野絢音さんの4人で「大分で学び、大分で働くこと」をテーマに、それ

ぞれの思いを語りました。

は、まさに理想的な学びの形ですね。
　平野　本学の温泉コンシェルジュ養
成の授業で、温泉やホテルのおもてなし
について学びました。この経験が、温泉
の蒸気を使った地獄蒸し料理のレシピを
開発する卒業研究など、自分の専門分野
の知識を深めるヒントにもなりました。
　出口　専門分野を、突き詰めていくこ
とでより専門性が深まります。大学だけ
では、できることも限られます。だからこ
そ、民間企業や自治体と一緒に、幅広い
視点でさまざまな取り組みを行うべく、
産官学民の連携をさらに強めていかなけ
ればいけません。それがこれからの大学
の役目だと思っています。

　平井　以前は県内出身者からの就職
希望者が多かったのですが、最近は、3
割が県内学生、7割が県外学生です。地
元の伝統や文化を発信できる県内出身
の学生にたくさん入社してもらい、それを
ビジネスにつなげていける力を身に着け
てほしいですね。
　出口　大学で学んだ理論が、社会に出
て実際に活用できるかというと、そうでは
ありません。インターンシップの際、民間
企業の方にいつもお願いしているのは、
学生に本気で仕事をさせて欲しいという
こと。最低でも2週間から数ヶ月参加し
て、初めて社会の一端を理解できるので
す。インターンシップを、単なる就業体験
として捉えるのではなく、学生のアイデア
で何かプラスになるものを生み出してほ
しい。学生たちにとっても、「自分たちは
ここでこれを学ぶのだ」という、真剣勝負
の場であってほしいと思っています。
　平井　そうですね。弊社も、長期のイ
ンターンシップを受け付けています。実
際に、お互いにしっかりコミュニケーショ

ンをとりながら取り組み、最終的にはプ
レゼンテーションを行います。企業側と
コスト面や実現性の高さなど質疑応答を
行うことで、学生たちに少しでも刺激を与
えることができればいいですね。2人は
就職に関してはどのように考えているの
ですか？
　平野　就職は世界でホテル事業を展
開する「星野リゾート」に内定をいただき
ました。2021年に別府にも新たなホテ
ルがオープンするらしく、そこで働けたら
いいなと思っています。ホテル業界への
就職を考えたとき、県外に就職するしか
ないと不安だったのですが、大分は全国
的にも有名な温泉地。観光の部分で活
躍できる場所が多いのも魅力です。
　薮田　もうすぐ本格的に就職活動を
スタートさせます。もともと人と話すのが
好きで、高校時代は放送部に所属してい
ました。人を取材し、記事にするという活
動を行っていたので、将来はマスメディア
関係を目指しています。また、地域ブラン
ディングの授業の際、地元の人と関わ
り、努力の成果が自分の地元に還元され
ることがモチベーションにつながったの
で、公務員も視野に入れて活動していま
す。大分で暮らす人たちに良い影響を与
えられるような仕事をしたいと思っていま
す。
　平井　大分は農業、漁業、観光、医
療、IT業界など、若者が活躍できる場所
がたくさんあります。将来、優秀な若者た
ちが会社はもちろん、大分県を牽引して
ほしい。そのためにも、私たち企業も若
者が働きたくなるような職場や地域の風
土をつくっていかなければいけません。
　出口　将来の大分は若者がつくってい
くのです。薮田さんや平野さんが輝ける
大分県にするのが、我々大人の仕事。今
後も、学生のチャレンジの場や、ワクワク
するような仕掛けを積極的につくってい
きますので、しっかり大学で学びながら、
将来のことを見つめてください。

　薮田　大学進学に関しては、中学3年
のときから両親と話し合い、地元である
大分の大学へと決めていました。当時か
ら「東京が一番！」「東京に出たい！」と
いった思いはあまり感じていませんでした
し、大分大学に進学して本当によかった
と思っています。
　平野　私も薮田さんと一緒で、中学3
年の頃から別府溝部学園短期大学を志
望し、溝部学園の系列高校に進学を決め
ました。私も県内に残るか、県外に出るか
と悩むことはなかったです。
　薮田　企業と地域と自治体による地域
ブランディングの授業は、私が県内での
就職を目指すきっかけになりました。従
来、大学の授業では座学が多かったので
すが、その授業では、自分たちで企業や
地域でフィールドワークを行うことで地
域課題の解決策を考えるという内容でし
た。それからは、積極性や自分で考える力
の必要性を実感し、たくさんの人と話して
多くのことを学びたいと思うようになりま
した。自分に自信をつけるために、
COC+事業の一貫「おおいた共創士」の
取得に励んでいます。
　出口　確かに都市圏の大学は人数も
多く、皆で議論し切磋琢磨して学ぶ機会
が多くなるかもしれません。しかし最近で

は、大分県もCOC+などの取り組みに
よって、大学と地域の連携や、大学同士
のつながりが強くなってきました。お互い
に刺激しあうことで、より内容の濃い大
学生活を送ることができます。
　平井　社会に出るにあたって、そういっ
た取り組みはプラスになります。インター
ンシップや面接で学生と話していると、
大学のときから積極的に現場に足を運ん
でいることが分かります。課題に対する
意識も高く、自分の頭で考え、解決策を
生み出すために行動できる。自分の考え
をアウトプットする力に優れている人が多
いなと感じます。
　平野　やはり、座学だけではないリア
ルな学びのほうが、たくさんの発見が生
まれます。2018年にホルトホール周辺で
開催された全国規模のイベント「食育推
進全国大会」に参加しました。その土地
の食文化や食育の様子を自分の目で体
感することで、新しい発見もありました
し、とても勉強になりました。「自分がこ
れから何をしたいのか」という目標を立て
る際にも役立ちました。
　出口　どんなに素晴らしい教授が名講
義をやっても、学ぶ学生に興味がなけれ
ば単位を取った瞬間に忘れてしまいま
す。これからの大学は、学生がやりたいこ
と、興味があることを見つけ、自ら一歩を
踏み出せるカリキュラムを展開すべきで
す。学生が主体的に学ぶために、教職員
がバックアップする。それが正しい教育だ
と思っています。薮田さんや平野さんの話

地域とつながり、未来を拓く
大分でしかできないこと

DEGUCHI HARUAKI

YABUTA MAO

HIRANO AYANE

HIRAI SHINICHI
大分で学び、大分で働く。

立命館アジア太平洋大学
学長

出口 治明さん

大分大学経済学部
地域システム学科3年

薮田 真緒さん

別府溝部学園短期大学
食物栄養学科2年

平野 絢音さん

株式会社地域科学研究所
代表取締役社長

平井 慎一さん

自ら考え、解決する
大学での主体的な学び

大分で働きたいと思う
環境や風土づくりを

COC+とは：「COC」は「Center of Community」の略。平成27年度より始まった文部科学省が推進する「地（知）
の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」のことを指し、大分県内では県内すべての大学・短期大学・工
業高等専門学校が、県内すべての地方公共団体、地域産業界と連携し、学生にとって魅力ある就職先の創出や
キャリア支援、地域が求める人材を養成するために必要な教育プログラムの開発、実施を行っています。
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