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  発表内容の      
  関 係 地 域      
 

 
 全県、岩国、柳井、周南、山口、防府、宇部、山陽小野田、下関、長門、 
 萩、首都圏 
 

 

１ 件名 

 

 山口県立大学 オープンカレッジ等 開催予定（11～12月） 

 

２  趣旨 

 

  本学では、「地域貢献型大学」として、県民の健康や文化に関わる分野での教育研究
の成果を地域に還元し、県民へ多様な学習機会を提供しています。 

  また、地域交流スペース Yucca（ユッカ）では、学生・教職員と地域の交流を深め、
地域の教育力と若者のエネルギーを生かし合いながら、生き生きとした地域社会づくり
を目指して、様々な行事を開催しています。 

 
３ 日時・場所・内容 
 
  別紙のとおり 
  

４ 問い合わせ 

  山口県立大学附属地域共生センター  

    電話（083）928-5622  FAX（083）928-3021 

 
 



 山口県立大学 オープンカレッジ等 開催予定（11 月～12 月） 

 

■公開授業（後期）  

山口県立大学では、本学の授業科目の一部を一般公開しています。各界の第一線で活躍する講師陣

による講義を学生と一緒に受講してみませんか。 

〇受講料：1回 500円（1科目 10 回以上 5000円）部分受講可。 

〇会 場：山口県立大学 

〇申込先：附属地域共生センター 共生教育部門 083-928-3495 

※詳しくは大学ホームページ（http://www.ypu.jp/）をご覧いただくか直接お問合せください。 

※後期授業は 10/1～開講していますが、部分受講、途中からの受講も可能です、 

授業名 概  要 開催日時 

近世文芸論 

日本の近世（江戸時代）における浄瑠璃・歌舞

伎の作品を鑑賞し、時代背景を踏まえながら、

それぞれの様式や内容の特色について学びま

す。※積み上げ式の授業のため、より理解が深まるよ

う引き続き受講されることがのぞましい。 

講師：文化創造学科 准教授 木越俊介 

10/1（木）～1/28（木） 

10:20～11:50 全 15回 

地域学特論 

山口県出身の民俗学者、宮本常一の視点で見る

山口・日本・世界。「他人事から我が事」への道

を「宮本学×自分学」という形で学びます。大

学院の授業です。 

講師：国際文化学部 教授 安渓遊地 

10/1（木）～1/28（木） 

17:50～19:20 全 15回 

比較政治論 

主要国の政治制度と日本の相違点や、今日の姿

に至るまでの歴史的経緯を学び、国際的な教養

や行動力の基礎を涵養することを目標としま

す。※積み上げ式の授業のため、より理解が深まるよ

う引き続き受講されることがのぞましい。 

講師：国際文化学部 教授 井竿富雄 

10/2（金）～2/5（金） 

12:50～14:20 全 15回 

アフリカ社会・文化論 

最新の現地からの報告を交え、日本人の偏見や

おごりを教えてくれるアフリカのパワフルな元

気と、その人たちが現代置かれている苦境につ

いて学びます。 

講師：国際文化学部 教授 安渓遊地 

10/6（火）～2/2（火） 

14:30～16:00 全 15回 

現代社会論ｂ 

日本人学生と留学生と共に、グループワークや

ディスカッションで、お互いの文化と社会につ

いて学び合います。全講義、英語で授業を進め

ます。 

講師：国際文化学部 教授 ウィルソン エイミー  

10/6（火）～2/2（火） 

14:30～16:00 全 15回 

環境理論特別講義

Ⅱ 

地域で活動する企業や行政、地域に根ざした環

境活動リーダーを招き、実践活動やまちづくり

への展望を聞きながら、地域の未来を共に考え

ていきます。 

講師：共通教育機構 准教授 今村主税 他 

11/21（土）・12/5（土） 

9:00～12:10 

 

 

 

 



■サテライトカレッジ  

本学教員が県内市町に出向いて行う地域課題解決・参加型専門講座 

  問合せ先：附属地域共生センター 共生教育部門 083-928-3495 

※詳しくは大学ホームページ（http://www.ypu.jp/）をご覧いただくか直接お問合せください。 

講座名 講座内容 

（１）開催日時 （２）会場  

（３）受講料 （４）申込期間 

（５）申込先 

山口市徳地 

サテライトカレッジ 

生涯いきいき しゃんしゃん 

～人生これから～ 

①できるだけ長く自立した日常生活を

送るために 

②法制度との上手なつきあい方 

③今日からできる～脳の活性化と心の

リラックス～ 

④10万時間の過ごし方 

（１）①10/14(水)･②10/22(木)･

③10/28(水)･④11/11(水) 

全 4回 10:00～11:30 

（２）山口市徳地山村開発センター 

（３）受講生負担なし 

（４）9月 15日（火）～30日（水） 

（５）山口市徳地地域交流センター 

   0835-52-0217 

 

■キャリアアップ研修  

現職者のスキルアップを目的とした専門職向け研修を行っています。 

〇受講料：5000円 

〇会 場：山口県立大学 

〇申込先：附属地域共生センター 共生教育部門 083-928-3495 

※詳しくは大学ホームページ（http://www.ypu.jp/）をご覧いただくか直接お問合せください。 

講座名 講座内容 （１）開催日時 （２）定員 

（３）対象（４）申込期間 

ヒューマンケア・チーム

アプローチ 

今日の医療機関や保健福祉施設機関に

おいて、チーム医療や多職種連携の有効

性・重要性が唱えらており、実際の現場

でそれを行うには、「他者への理解」や

「異なる立場間でのコミュニケーショ

ン」等といったスキルを備えている必要

がある。この研修では、楽しいアクティ

ビティを取り入れたワークショップを

通じ、チームで行動するためのツールや

手法を体験することで、現場でチーム活

動を行う上で役立つ数々のスキルを身

につける。 
[セッション１]チームビルディング～

グループからチームへ～ 

[セッション２]チームアプローチによ

る問題解決ワークショップ 

[セッション３]保健・医療・福祉現場に

おけるチームアプローチ展開の課題 

（１）11/8（日）10:00～16:30 

（２）30名 

（３）看護師・保健師・助産師・

管理栄養士・社会福祉士・

ケアマネージャー・精神保

健福祉士・介護支援専門

員・介護福祉士等の専門職

の方、医療保健福祉機関の

職員の方 等 

（４）定員に達し次第〆切ます 

 

 

 

 

 

 



■客員教授特別講義 

通常の教育内容をさらに充実させるために広く、社会で活躍されている著名人を「客員教授」に委 
嘱し、全学を対象に特別講義を開設しています。この特別講義は、公開講座として広く学外にも開 
放します。 
※この講義は一般公開していますが、講師の希望により一切の取材をお断りしております。講義当

日、会場内での写真撮影並びにビデオ撮影、録音を含め取材はご遠慮いただきますよう、お願い

申し上げます。 

テーマ 講師 
（１）開催日時 （２）会場  

（３）参加費  （４）申込 

脳の謎を科学で解明 

～男女や年齢でこんなに違う感性～ 

黒川 伊保子 氏 

（株式会社 感性リサーチ代

表取締役） 

（１）11/12（木） 

12：50～14：20 

（開場 11:50） 

（２）山口県立大学講堂 

（３）無料 

（４）TEL･FAX･メールにて受付 

TEL 083-928-3495 

FAX 083-928-3021 

manabi@yamaguchi-pu.ac.

jp 

 

■地域交流スペース Yucca（ユッカ） 

  学生・教職員と地域との交流を深め、地域の教育力と若者のエネルギーを生かし合うことによって 

生き生きとした地域社会づくりを目指します。 

  問合せ・申込先：地域交流スペース Yucca（ユッカ） 083-934-8011  

※詳しくは直接お問合せください。 

イベント名 内容 
（１）開催日時 （２）対象  

（３）参加費  （４）申込 

ママかんフリーカフェ 

診断の有無や年齢に関わらず、発達が気に

なるお子さんを育てるご家族のための交

流や情報交換の場。専門家、親の会、学生

スタッフが運営します。 

（１）11/10(火)、12/8（火） 

10：00～12：00 

（２）発達の気になる子を育てる

ご家族 

（３）500円（お茶、保険代） 

（４）託児希望者のみ要申込 

両親学級 

「Let’s enjoy 

夫婦で育児」 

本学別科助産専攻の学生が主体となって

行うイベントです。育児の模擬体験（沐浴

方法、母乳育児、抱っこについて等）を通

して、出産や子育ての不安を解消すると同

時に、参加者同士の交流を図ります。 

（１）11/14（土） 

13：00～16：00 

（２）妊婦とその家族 

（３）無料 

（４）11月 6日（金）まで 

BabyCafe 

～わくわく Day～ 

地域の親子を対象とした親子プログラム。 

未就学児を対象としたプログラムです。 

（１）11/16(月)、12/16（水） 

10：30～12：00 

（２）親子 

（３）無料 

（４）開催日５日前まで 



花華サロン 

フラワーアレンジメントを楽しむ創作活

動。季節を感じる作品を、参加者同士で交

流をしながら作ります。 

（１）11/19（木）、12/17（木） 

10：00～12：00 

（２）どなたでも 

（３）600円（材料費） 

（４）開催日１週間前まで 

子育てピアカウ

ンセリング Yucca 

未就学児を子育て中のお母さん達の語り

合いの場。専門家２名（臨床心理士、助産

師）が進行役を務め、子育ての不安や悩み

を分かち合いませんか。 

（１）11/30（金） 

10：00～12：00 

（２）未就学児を子育て中の親子 

（３）200円（お茶、保険代） 

（４）11月 20日（金）まで 

BabyCafe 

ママ‘ｓDay 

ママの知りたい情報をテーマとした講座。

テーマは「癒しの時間☆好み香りでハンド

トリートメント」。好みの香りに包まれて

ハンドトリートメントのパワー体験をし

てみませんか。 

（１）12/24(木)10：30～12：00 

（２）親子（親のみでも可） 

（３）無料 

（４）12月 17日(木)まで 
 


