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☞ 「Christmas Creation 2021」は、2002年度から続く、20年目のファッシ
ョンショー！ 

☞ 県立大学生の作品をはじめ、県内の若者世代が制作した作品を披露 
☞ 「Christmas Market 2021」では、企業と学生が連携して行う、ワークショ

ップ等を開催！ 
 

このたび、本学主催（国際文化学部文化創造学科の企画・運営）によるファッションショー「Christmas 

Creation 2021」を KDDI維新ホールにて開催します。 

山口県内の若者が力作を披露する「デニム・ファッションデザインコンテスト」をはじめ、ゲストや企

画デザイン研究室が制作したコレクションを発表する場となっています。 

 また、同会場にて行われる「Christmas Market 2021」では、学生と地元企業によるクリスマスにちな

んだ体験型のワークショップが多数企画されています。 

 両イベントは、山口市主催の「やまぐち×ロヴァニエミ デザインウィーク 2021」の中で行われます。

多くの方のご来場をぜひお待ちしています。 
 

【日時】12月 12日（日）13：30～14：50 
【場所】KDDI維新ホール（山口県山口市小郡令和 1丁目 1号） 
【内容】Part1 デニム・ファッションデザインコンテスト in山口 2021 

       コンテストテーマ「ジーンズによるアップサイクル」 
Part2 企画デザイン研究室 plus + Y-FATI + 高畠 海 × 特別出演 coba 

 
 

【日時】12月 11日（土）10：00～17：00 
12月 12日（日）10：00～16：00 

【場所】KDDI維新ホール 
【内容】国際文化学部「グローバルプロジェクト」×つむぎ Lab 
    国際文化学部「地域実習Ⅰ・Ⅱ」「グローバルプロジェクト」× 

「中村民芸社」「御堀堂」「アトリエほびっと」 
 
 

〒753-0021 山口市桜畠 6丁目 2－1  

TEL＆FAX：083-929-6258（国際文化学部事務室） Email：ypu.kikakudesign@gmail.com 

「Christmas Creation2020」の様子 

法人経営部 事業管理・経営企画部門 

担当：木村 （きむら）【大学広報担当】 

TEL：083-928-3417 FAX：083-928-3464 

Email：ypu-koho2@yamaguchi-pu.ac.jp 

 



YAMAGUCHI × ROVANIEMI DESIGN WEEK 2021
やまぐち×ロヴァニエミ デザインウィーク　12 / 10 ‐ 12 /12

：山口県立大学
：山口県立大学国際文化学部文化創造学科
：クリスマス・フィンランドプロジェクト実行委員会　山口市　山口商工会議所 /東亜大学　YICビューティモード専門学校
：〒753-0021 山口市桜畠6-2-1 山口県立大学国際文化学部事務室 083-929-6258（ypu.k ikakudes ign@gmai l . com）

企画・運営

問い合わせ
協　力

主　催

11 / 22 Mon. 10：00～ 受付開始
右記QRコードからお申し込みください。

要
予
約

■ Fashion Show　メインホール 
Opening Act　クリスマスダンス “It's Christmas”　by  S.R カンパニィ (　     　　　　　  )
 Part 1　デニム・ファッションデザインコンテスト  in  山口  2021　テーマ「ジーンズによるアップサイクル」
 審査委員長　水谷 由美子（山口県立大学国際文化学部長）
 特別審査員　安倍 昭恵（元内閣総理大臣 安倍晋三夫人）
 審　査　員　ノーラ・ニイニコスキー（元マリメッコクリエイティブディレクター / 現ナンソー ヘッドデザイナー）
　　　　　　 天津 憂（クリエイティブディレクター / 株式会社 212 代表取締役）
　　　　　　 大田 舞（MAI OHTA DESIGN 主宰 / マリメッコデザイン 他）
　　　　　　 岡部 泰民（山口県繊維加工協同組合 理事長 / 合同会社 匠山泊 取締役会長）
　　　　　　 河村 利夫（山口商工会議所 副会頭）
 Part 2　企画デザイン研究室plus ＋Y‐FATI( 山口ファッション&テキスタイル研究所 )＋高畠 海
　　　　 ×特別出演 coba （アコーディオニスト・作曲家）

■ Exhibition　KDDI 維新ホール 2F　Y‐FATI 

The 20th
Christmas Creation 2021

Fashion Show & Exhibition

13：30 - 14： 50
開場　13：00

場所：KDDI 維新ホール

12 / 12 Sun.
入場
無料

メインホール内 ステージエリア



12 / 11 Sat.

10：00 - 17：00
12 / 12 Sun.

10：00 - 16：00

KDDI 維新ホール 1 F ホワイエ

Market

山口県立大学国際文化学部
「地域実習Ⅰ・Ⅱ」「グローバルプロジェクト」

×
中村民芸社
御 堀 堂

アトリエほびっと

入
場
無
料

：クリスマス・フィンランドプロジェクト実行委員会
：山口市　山口県立大学
：山口商工会議所　山口商工会議所青年部
：〒753-0021 山口市桜畠6-2-1 
山口県立大学国際文化学部事務室 083-929-6258

問い合わせ
後　援

主　催
共　催

12 / 11  Sat. ‐ 12 / 12  Sun.
場所：KDDI 維新ホール

11 / 22 Mon. 10：00～ 受付開始
右記QRコードからお申し込みください。

ワークショップ要予約
イベントの詳細
もこちらから

KDDI 維新ホール 2 F ワークショップコーナー内

Workshop

つむぎ Lab 要予約
12 / 10 Fri. ‐ 12 / 12 Sun.
10：00 ‐ 17：00

（最終日は 16：00 まで）

山口県立大学国際文化学部
「グローバルプロジェクト」

×

YAMAGUCHI × ROVANIEMI DESIGN WEEK 2021
やまぐち×ロヴァニエミ デザインウィーク　12 / 10 ‐ 12 / 12

Christmas Market 2021

新山口駅北口在来線側


