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多様な生涯学習機会を提供します仙口県立大学オープンカレッジ)
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やまぐち桜の森ネツトワ■ク関連講座|

:YPU(山口県立大学)生涯学習ボランテイア講座
。すこやかライフセミナ■           | :
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鰺鰊躙躙勒

客員教授の

特別講義等を公開

。客員教授特別請義

。公開講演会

鰺鼈玲躙
本学の授業を公開

。本学の授業を学生と共に受講

・基礎・教養科目中心

流躙蒻鋏

県内の市町と

共催して行う出前講座

。大学の教育研究成果を地域
に還元

・各学部、附属郷土文学資料
センターが各1講座を提供

・生活密着型の教養講座

(各4回 )

・県内市町を巡回



畿んな学びができます
大学1教育を社会人に開いています|(リカレント教育システム)

大  学  院
国際文化学研究科
国 際 文 化 学 専 攻

(修士課程)

大  学  院
健康福祉学研究科
健 康 福 祉 学 専 攻

(博士前期課程)

一祉
一科

一福
●

一〈Ａ一一一

一社
一学

造
科

一創
●

一化
●

一文
一学

善1萎1崇1轟|1来1養|■1料



周防大島町 (国 際文化学部公開講座) 下関市豊北町
(社会福祉学部公開講座)

はうけ≧燒慮諫豫隆隆亀錮鰊餃燎復吻謳

光市
(看護栄養学部公開講座)共催 :周防大島郷土大学

隧塚鰺褥茫繹八
議恣仄咤鑢拶躁ゝ 蝙苺瞑珀核餃痣乙鰺

鶉 橘総合センター。久賀公民館
大島文化センター。東和総合センター

6月 4日 (土) 1030～ 12つ 0(10つ0開講式)

フィンランドXデザインX暮らし
―豊かで、魅力的で、素敵なライフスタイルー

国際文化学部 教授 井生 文隆

6月 11日 (土) lo:oO～ 11:30
風呂敷や折り紙から生まれるデザイン

国際文化学部 准教授 松尾 量子

6月 18日 (土) 14:00～ 15130

アメリカの生きがい、日本の生きがい

国際文化学部 教授 ウィルソン・エイミー

7月 23日 (土) 14ЮO～ 1530(16ЮO迄閉講式)

宮本先生の足跡をたどる旅
―対馬からアフリカヘー

国際文化学部 教授 安渓 遊地

受講料:無料

周防大島町教育委員会 社会教育課
TEL:0820-78-2205

平生町
(附属郷土文学資料センター公開講座)

輪麒褥蟷聰餡餃

隋 平生町中央公民館

5月 28日 (土) 1330～ 15Ю 0

瀬戸内の文学一国木田独歩を中心に一

山口県立大学名誉教授 福田百合子

6月 4日 (土 ) 1330～ 15Ю 0

江戸時代の小説に描かれた大内氏

附属郷土文学資料センター

研究員・准教授 木越 俊介

6月 11日 (土)1330～ 15Ю 0

与謝野鉄幹と林滝野

附属郷土文学資料センター

研究員・講師 カロ藤 禎行

6月 18日 (土 ) 1330～ 15Ю 0

鷺流狂言の世界

附属郷土文学資料センター

所長・教授  稲田 秀雄

受講料:無料

平生町教育委員会 社会教育課
TEL:0820-56-6083

◆ 本講座では、「国際・文化」、「人づくり」、「地域づくり」、「健康づくり」の4つ のコースに分か
れて、基礎・総合講座とゼミ形式の専門講座を通して、身近な課題について、体系的・専門的・実践的
に学びます。

◆会  場 :山口県立大学キャンパス内
◆実施期間 :12月 ～平成24年3月

◆プログラム
(1)基礎・総合講座 (12月 開催予定)

(2)専 門講座 (平 成24年 1月 から2月 の土日に全5回・15時間程度)

(3)ゼ ミ発表・交流学習会 (平 成24年 3月 開催予定)

TEL:083-928‐ 3495

○「山口県立大学生涯学習ボランティア登録者」及び関心のある方を対象として、生涯学習ボランティア

の基礎知識や在り方を学びます。
○会  場 :山口県立大学キャンパス内

〇実施期間 :7月 ～平成24年2月

○プログラム

(1)交流と学びを活かしたボランティアの連携・協働のあり方

(2)学習活動の企画と実践

(3)実践活動報告会

■‐ 山口県立大学附属地域共生センター生涯学習部門

―
 すこやかに暮 らすための技を身につけよう

■対 象 :生活習1貫病を予防したい方

■日 程 :6月 11日 (■ )～ 10月 8日 (土 )全5回

■会 場 :山 口県立大学1号館B23教室

■講 師 :山口県立大学看護栄養学部 教授 長坂祐二 他
■参加料 :2、 000円

■定 員 :20名

警鑢震%イ》鰊烙八警嵐鰊裂鶉文燒饂耗鞣錮踪≫》

隋 豊北生涯学習センター

5月 14日 (土) 10:30～ 12:00

ゆつくり筋肉をほぐす運動でココロも
身体もリフレッシュ

情報化推進室長・教授 青木 邦男

5月 28日 (土 ) l oi30～ 12:00

10万時間の過こし方

附属地域共生センター 准教授 坂本 俊彦

6月 11日 (土) 10:30～ 12:00

忘れても幸せに暮らせるヒン ト

社会福祉学部 教授 横山 正博

6月 25日 (土) 10:30～ 12:00

お互いさまの地域福祉

社会福祉学部 教授 草平 武志

受講料:無料

下関市教育委員会 豊北教育支所
TEL:083-786-0780

鰈楊晰燒骰蛉楡鋏霙慇
鐵漑≧啄蜀炸颯骰蝙蜀鰺礫鐘拶‡鶴熙咆贔六巾鐵

颯鶉滸光市生涯学習センター

5月 28日 (土) 13:30～ 15:00

医療の原点は信頼にある

山口県立大学 学長 江里 健輔

6月 4日 (土) 13:30～ 15:00

食べて元気になる人、
食べて体をこわす人

一健康な食生活のヒン トを探そう一

看護栄養学部長・教授 長坂 祐二

6月 25日 (土) 13:30～ 15:00

サインはこう出る !

―子どものからだのSOS―
看護栄養学部 教授 林   隆

7月 2日 (土) 13130～ 15:00

食育―子どもたちの健やかな未来のために一

看護栄養学部 講師 園田 純子

受講料:無料

光市生涯学習センター

TEL:0833-72-3447

TEL:083-928‐ 3495



本学教員が県内の市町に出向いて行う地域課題解決0参加型専門講座

岩国市 (周東 )

ネ鼻轟争轟貿f尊 喘戦が炸懺琲

辟 周東中央公民館

5月 28日 (土) 13:30～ 15:00

現代に生きる私たちの苦悩と

シェイクスピア

共通教育機構長・教授 松田  理

6月 4日 (土) 13:30～ 15:00

中国の現代事情
国際文化学部 教授 馬  鳳如

6月 18日 (土) 13:30～ 15:00

学生と見てきた世界、人々の暮 らし

国際文化学部長・教授 岩野 雅子

受講料:1、 000円

聰鱚ポ鷲鷲諒7諫
効

岩国市 (玖珂 )

鰊鱚骰魏颯輻疱ξ漑聰鶉隋

嘲檄玖珂総合センター

5月 14日 (」L) 13:30～ 15:00

日本の四季
国際化推進室長・教授 シャルコフ・ロバート

6月 11日 (土) 13:30～ 15:00

世界のニュースを比較してみよう
国際文化学部 准教授 吉本 秀子

7月 9日  (土) 13:30-15:00
日本と韓国の
コミュニケーションスタイルの違い

国際文化学部 准教授 林  舷情

受講料:1、 000円

岩国市教育委員会 玖珂支所
TEL:0827-82-5445

下松市

蓮奎灘響:麗灘轟究f難難蝙聰睾

倅爺百「.理聾
6月 25日 (土) 13:30～ 15:00

やまぐちにおける「西の京」
国際文化学部 准教授 伊藤 幸司

7月 2日 (土) 13:30～ 15:00

山口の保守風土
―何を守るのか ?一

国際文化学部 教授 井竿

7月 9日 (土) 13130～ 15:00

音声 。アクセン トの面からみた

山口方言
共通教育機構 講師 池田

富雄

史子

7月 30日 (■) 13:30～ 15:00

山口に現存する鷺流狂言

附属図書館長・教授 稲田 秀雄

受講料 :1、 500円

下松市教育委員会 社会教育課
TEL:0833-45-1870

周南市

憫蒻褥疱躁饒
融わかは漑絋雉褥饒鑽仄響当餃眩螂

新南陽公民館
勤労青少年ホーム

5月 28日 (土) 10:30～ 12100

美しい姿勢で健脚づくり
看護栄養学部 教授 員竹 昭宏

6月 11日 (土) 10:30～ 12:00

健康づくりと健康の指標
看護栄養学部 教授 日野 精二

6月 25日 (土) 10:30～ 12:00

今日からできる簡単エクササイズ
ー運動は「量より質」

体も心もマイペースー

看護栄養学部 助教 三谷 明美

7月 9日 (土) 10:30～ 12:00

生活習慣を振り返る
一「睡眠」について考えてみよう一

看護栄養学部 准教授 吉村 員理

受講料 :1、 500円

周南市教育委員会 新南陽公民館
TEL:0834-63-1188

柳丼市

儡鰈ぐ薇俯晰扮聘ざ楊輻躙晰

輻 柳丼市文化福祉会館

8月 20日 (土) 13:30γ 15100

子どもの成長期に応じた関わりと

父性と母性のあり方

社会福祉学部 准教授 二村 克行

8月 27日 (土) 13:30～ 15:00

すこやかな子どもの育ちを支援

―今、求められる地域ぐるみの

つながりとは一

山口県立大学 名誉教授 相原 次男

9月 3日 (土) 13:30～ 15:00

ムーミンー家の子育て法

社会福祉学部長・教授 加登田恵子

9月 10日 (土) 1330～ 15Ю0

食で育む子どもの自立

一あなたは何を伝えますか―

看護栄養学部 講師 園田 純子

9月 24日 (土) 13:30～ 15:00

子どもか らのサインに

気づいていますか ?
社会福祉学部 准教授 大石由起子

受講料 :1、 500円

柳井市教育委員会 生涯学習課
TEL:0820-22-2111(内 331)

山 口一巾
嘔趙鶉隕絆 山藁ぞ撃―晰飩麒祓

≪蟷鰈 輸鱚鶉鰈 ≫

山口県立大学 他
6月 7日 (火 ) 18:30～ 20:00

住まいと省エネリ
拓盲L域共生センター

6月 14日 (火) 18:30～ 20100

都市と環境問題
附属地域共生センター

6月 21日 (火) 18:30～ 20:00

水と環境 I―地球におけ
熙奎5曝事 名誉教授 伊原山口 |

象蓄貿鷲 きり山口3巽冒習 PO学
 名誉教授 伊原山口 |

7月 5日 (火) 18:30～ 20:00
21世紀の食糧問題 I― これで良いのか食料自綸率―

共通教育機構 教授 ′jり II

j暫褐」査僧問題Ⅱ―領1菖毅書麟層
'蒙

程/1Nl‖

7月 19日 (火) 18:30～ 20:00
そのエコ、本当にエコですか ?

共通教育機構 講師 今村

7月 26日  (火) 18:30～ 20:00
地球23個分のくらし

共通教育機構 講師 今村

8月 2日 (火) 1830～ 20:00
地球温暖化と省資源・省エネルギー

共通教育機構 教授 新谷

8月 9日 (火) 1830～ 20110
電磁波と健康影響

共通教育機構 教授 新谷

8月 20日 (土 )

実践発表と交流ワークショップ

受講料 :3、 000円

山口県立大学附属地域共生センター

TEL:083-928-3495

教授 前田 哲男

教授 前田 哲男

一
一
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山口市 (阿東 ) 山口市 (徳地 ) 山陽小野田市

鶉蒟儡颯 鼈鰊》黎

骰儘蘊褥釉躾諫瘍颯蝠

鰊 山陽小野田市民館

6月 4日 (土) 10:00～ 11:30
今を生きる子どもと家族を考える

社会福祉学部 准教授 二村 克行

6月 11日 (土) 10:00～ 11:30
教育相談の現場から、親子関係を見つめる

社会福祉学部 准教授 大石由起子

6月 18日 (土) 10:00～ 11:30
スクールソーシャルワークと子ども家庭支援

社会福祉学部 准教授 山本佳代子

6月 25日 (土) 10:00～ 11:30
子どもが育つていくことに法はどのよ
うにかかわつているか

社会福祉学部 准教授 藪本 知二

7月 2日 (土) 10:00～ 11:30
少年期を創る
一学校と地域が手をつなぎ―

附属地域共生センター所長・教授 赤羽  潔

受講料 :1、 500円

山陽小野田市教育委員会 社会教育課
TEL:0836-32-1203

粽靱蛉蜀鏃毬鰊鰺財餞巾

鰊 阿茉地域交流センター各分館

6月 4日 (土) 13:30～ 15:00

そらをじゆうにとびたいな
国際文化学部 准教授 浅羽 祐樹

6月 11日 (土) 13:30～ 15:00

世界に広がる山口県のデザイン
ー県産品における

デザイン振興の現場か ら一

国際文化学部 准教授 山口  光

6月 18日 (土) 13:30～ 15:00

日本の『農』は、 『No!』 なのか ?
共通教育機構 教授 小川 雅広

受講料:1、 000円

山口市阿東地域交流センター

TEL:083-956-0116

美祢市

渫骰冬瘍顆鰊又輻鼈雖鰈輻鰈

魃靡談山口県立大学徳地サテライトキャンパス

11月 1日 (火) 10:30～ 12:00

「忘れても幸せ」な社会を創る
一認知症の正しい理解とケアの方法―

社会福祉学部 教授 横山 正博

11月 8日 (火) 10:30～ 12:00

食事で元気 !の秘訣
看護栄養学部 准教授 草間かおる

11月 17日 (木) 10:30～ 12:00

軽やかに身体を動かして、
生活フィットネスを高めよう !

情報化推進室長・教授 青木 邦男

11月 24日 (木) 10:30～ 12:00

高齢社会を生き抜く方
看護栄養学部 教授 田中マキ子

12月 1日 (木) 10:30～ 12:00

年齢を重ねても安心して生活するため
の法制度の活用法

社会福祉学部 准教授 藪本 知二

受講料:無料

山口市徳地総合支所
TEL:0835-52-1118

昭宏

明美

仁 志

膵嶼褥靡瘍凸綺誦儡餘

鰊 美祢市勤労青少年ホーム

7月 23日 (土) 13:30～ 15:00

『広辞苑』編纂者 新村出とやまぐち

国際文化学部 准教授 安光 裕子

7月 30日 (土) 13:30～ 15:00

与謝野鉄幹と林滝野
国際文化学部 講師 加藤 禎行

8月 6日 (土) 13:30～ 15:00

江戸時代の小説に描かれた大内氏
国際文化学部 准教授 木越 俊介

8月 20日 (土) 13:30～ 15:00

山口に現存する鷺流狂言
附属図書館長・教授 稲田 秀雄

受講料 :1、 500円

美祢市教育委員会 社会教育課
TEL:0837-52-5261

萩市

颯躙膨魃饒踵燒鞣颯な量
疇蝙釉鰺鰺潮鍼膨邸鋏瘍絲已…

嘲讚 萩中央公民館

9月 3日 (土) lo:30～ 12:00

美 しい姿勢で健脚づくり

看護栄養学部 教授 員竹

9月 10日  (」L) 10:30-12:00
楽 しもう !体で感 じる 。

心で感 じる簡単エクササイズ

看護栄養学部 助教 三谷

9月 17日 (土) lo:30～ 12:00

あなたの心は元気ですか

看護栄養学部 教授 中村

9月 24日 (土 ) lo:30～ 12:00

免疫能アップで健康づくり|!

看護栄養学部 助教 兼安

受講料:1、 500円

萩市文化・スポーツ振興部
文化・生涯学習課
TEL:0838-26-5636

阿武町

憑覺躇鱚辣ヅ核了贔藝不驀
嚇晰鑽≧埒Mが熙、ほ辣拶ξ屹冬瘍当絲

輻 阿武町町民センター

6月 11日 (土) 1380～ 15:00

老いを豊かに迎えるために
一地域の支えあいとは一

看護栄養学部 講師 後藤みゆき

6月 18日 (土) 1330～ 15:00

地域資源を生かしたファッションの創造
―フィンランドの大学との国際共同研究―

国際文化学部 教授 水谷由美子

7月 9日 (土) 13:30～ 15:00

スペイン・ナノヽラ州のグリーンツーリズム
ー大国にとりかこまれた誇り高い民の物語―

国際文化学部 教授 安渓 遊地

受講料 :1、 000円

阿武町教育委員会 社会教育係
TEL:08388-2-0501

真 弓



本学の教育及び研究を一層充実させるために、今年度も各学部 (国際文化 。社会福祉・看護栄養学部)な らびに

全学対象に客員教授をお迎えして、特別講義が行われます。これらの特別講義は、公開講演会として広 く地域の方々

にも公開 しています。どうぞ、ご参加 ください。
※今年度のプIIlグ ラムについては、随時、大学ホームベージ等でご案内します。

受講料 :無料 鍮靡靡 晋 鷺 椋 蠣 押
姓 センター生涯学習部門

仁燒
4月 11日 (月)～ 7月 25日鯛)

17:50-19:20
榎 忠彦 他14名

本館 A32教 室

医学・医療の進歩は著しく、それに従事する人はもと
より受ける人も医療の水準を知ることが大切です。また
「命」は医師のものではなく患者のものです。この授業は、
思者自身が医療を選択し決定する、いわゆる「自己決定
権の確立」に役立つものとなっています。そこで、人間
をトータルとして捉え、多方面から医学・医療を解説す
るように、本プログラムは組み立てられています。

開講期間 :4月 14日 囚～6月 23日囚
第11回講義日未定

間 帯 : 12:50-14:20
師 :三好 猛・松尾 洋 他
場 :4号館 D15教室

山口県の自然 。政治 。経済・文化などの特性
把握と発展可能性を理解 します。また、地域特
性を踏まえ、地域を創っていく、地域を良くし
ていく能力を身につけることを目指 します。
※第3回・第5回・第6回 は、山口東京理科大学を

拠点にTV会場システムを使った授業。

褥祗鸞
間
帯
師

場

調
間

開
時
講
会

時
講
会

間
帯
師
場

調
間

開
時
講
会

開講期間
時 間 帯

颯鰤已馘鰊祓藉蝙
5月 14日 0～ 7月 2日0
9:00-12: 10
5月 28日 、6月 11日 、7月 2日 は

9:00-14:30
吉村耕―・安渓遊地・志村哲郎
4号館 D14教室

それぞれの担当講師が、心理的・社会的な健康と生きがいの観
点から、生・老.病・死の意味、脳死・安楽死と人格概念、終末
期ケアをめぐる問題、病者・障害者の当事者人権について考えた
り、世界の人々 の暮らしとの対比で、「今。ここ」を問いかけま
す。 (大学院の授業です。)

帯

師

場

間時
講
会

帯
師

場

間時
講
会師

場

講
会

鶉晰隧馘
:4月 15日 0～ 7月 29日 0
: 10: 20-11 :50
:安渓遊地 他5名
:6号館 F204教室

「環境問題は専門家に任せておくしかない地
球レベルの問題だ」という “常識"を 根本から
問い直し、身近な環境問題を足元から解決する
ための知恵と経験に学びます。身の回りで何か

問題が起こったら、と想像できる感性を育て、
自らの暮 らしを守るために行動に移す勇気を培
います。

晰晰颯鶉褥蜃隧鐙 鷺
開講期間 :5月 14日 ω・5月 28日ω

7月 9日 0
9:00-12:00
中原秀樹・核本育生 。安井至

6号館 F204教 室

世界で活躍する講師陣を招いて様々な視点から、

持続可能な社会の構築に向けた最先端の政策やま

ちづくりについて、地域の人とともに考え、自ら

答えを出していくためのきっかけを作ります

饒賣咤釉蘊鶉雉
開講期間 :10月 7日0～ 1月 27日0
時 間 帯 :14:30～16:00
講  師 :ウ ィルソン・エイミー

会  場 :4号館 D22教室

日本人と欧米人の行動様式の違いについて、
さまざまな文化的視点から比較検証を行います。
事例に沿った講義と楽しい会話形式で英語の授
業を展開します。

仄予仄癸壕鰺軋嗽繹
開講期間 10月 11日 り0～ 1月 30日 (月 )

原則月曜日
10:20´-11 :50

ヒギンズ 。マリリン

研究室

中国と日本の道徳教育における歴史的 。近代

的影響力を学びます。主に、孔子・老子の教え、

中国の仏教、日本の神道のルーツなどについて、

英語で解説し、議論を深めます。

鎧境瞼鑽颯用蘊蟷屹
開講期間 :未定

未定
松井利夫・山本良― 他
未定

世界で活躍する講師陣を招いて様々な観点から、
接続可能な社会の構築に向けた最先端の政策やま
ちづくりについて、地域の人とともに考え、自ら
答えを出していくためのきっかけを作ります。

祗涸鸞ミナ攣 鷺勒分公開)

開講期間 5月 13日 0・ 5月 27日 0
6月 10日 0
16: 10-17:40
中原秀樹・枚本育生・川村隆彦
講堂

大学は、多角的なものの見方ができ、問題を自ら発見し、
解決することのできる教養人を養成する。そのためには、
得られた知識を相互交流によって醸成させ、実践へ結びつ
けることが欠かせない。そこで、「共生社会」をテーマと
して、情報のインプット、アウトプットや情報の処理・管
理に必要な基礎的なアカデミックスキルズを習得します。
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珊珀鶉勒径絋鬱餃咤蛛 賤
10月 4日ひ0-1月 24日ひ0

14:30-16:00
安渓遊地
本館A32教室

アフリカ社会や文化について、最新の現地から

の報告を交えて講義します。いかに日本人やヨーロッ
ノリ、が自分の文化という色眼鏡で世界を見てきたか、

そ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

受講にあたって

本学の正規の授業を公開 していますので、授業内容は受講者の方に特別

に配慮 したものではありません。また、単位の認定も行いません。予めご

了承の上お申し込みください。

※最新の情報は、大学ホームベージ等でお知らせします。

※受講料 :1回500門 (10回以上は5,000円 )

※地域学については一部無料です。

山口県立大学附属地域共生センター生涯学習部門
丁EL1083-928‐ 3495
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:5月 14日 (土 )

:6月 11日 (土)。 7月 9日 (土 )。 8月 6日 (土 )

9月 4日 (日 )。 10月 8日 (土 )

:10月 15日 (土 )・ 11月 5日 (土 )

管理栄養士・栄養士

10名

山口県立大学1号館B23教室

山口県立大学看護栄養学部

教授 長坂祐二 (内科医 。医学博士)

他 看護栄養学部・附属地域共生センター教員

:◆会 場 :山口県立大学6号館F204教 室◆会 場 :山口県立大学6号館F204教 室             :
◆講 師 :山口県立大学者護栄養学部               :

教授 林  隆 (小児科医 。医学博士)

他 看護栄養/社会福祉学部教員 。学外講師 (予定)

◆プログラム)

1日 目 8月 16日 (火 )

(1)発達障害研究の進歩

(2)応用行動分析

(3)思春期の支援

(4)発達障害と薬物療法

(5)生徒指導と特別支援教育

2日 目 8月 17日 (水 )

(1)発達障害の主観的世界

(2)親・保護者支援の実際

(3)Q・ Uを 用いた学級運営

(4)特別支援教育とTOSS
※プログラムが変更になる場合もあります。最新の情報については、

本学のホームページ、本講座バンフレットをご確認ください。

◆受講料 :5,000円

山口県立大学附属地域共生センター生涯学習部門     :

舅躙祗洟賤飩褥饉
留学生があなたの街へ出かけます

「県立大学留学生との出会いから始まる世界への窓」
異文化との出会いは、世界を知る第一歩となります。一方、留学

生にも知って欲 しい山口県の顔がいくつもあります。お互いに顔の

見える関係づくりを目指 して、教員と留学生がペアになって、世界
のことを語りに出かけます。今年度は県内10カ所で実施 します。

◆受講料 :無料

:瞼颯躙暫橘椋齋鯖運

憑鰤餃蟷釉鰊脩賤慮
当相談室は、地域のみなさんのライフスタイルにおいて遭遇する

健康や家庭の悩み、不安に対 して、相談に応じ、みなさんのQOL(生
活の質)を 高めるための支援を目的としています。

●アンチエイジング ●子どもの相談 ●女性の相談

●進路 。留学相談  ●セカンドライフ相談

◆相談料 :1回 (40分)3,000円 完全予約制

山口県立大学地域交流スペースYucca
TEL:083-934-8011

◆プログラム

(1)講義 (全 1回 )

(2)実 習 (全5回 )

(3)演習 (全2回 )

◆受講料 :10,o00円

本研修を修了し、レポー トを提出して所定の審査に合格 した方を山
口県立大学が「生活習慣改善指導士」として認定 します。レポー トを

提出するためには、8回の研修のうち、合計6回以上出席することが条
件となります。

山口県立大学附属地域共生センター生涯学習部門
TEL:083-928-3495

:I曇 辟:甘言昌量霙菫敷茫
◆プログラム
<選択領域>
8月 22日 (月 )

「英語を専門としない教員のための英語教授法」※複数開設
「読書が育む豊かな人間性一学校図書館を活かす―」
「地球環境と未来へのかかわり」
「子供の心の問題についての理解と支援」

8月 23日 (火 )

「英語を専門としない教員のための英語教授法」※複数開設
「養護教諭のためのフィジカルアセスメント」
「生と死から学ぶいのちの教育」
「子どもと家族を支える教員の役割を再考する
一ソーシャルワークの知識 。技術から学ぶ―」

8月 24日 Cκ )

「発達障害の理解と支援」
「協同の教育を学ぶ」

く必修領域>
8月 25日 (木)～ 26日 (金 )

「教育の最新事情」
◆受講料 <必修領域>12時間 (2日 間)/12,000円

<選択領域>1講習 (6時間)につき/6,000円

暖目1目目 異里勒
域共生セ

ィ
ター教員免許状更新講習担当
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※最新の情報については、随時、各講座バンフレットや大学ホームページ等でお知らせします。お気軽にお問い合せください。




