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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（6～7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（6月～7 月） 

 

■公開授業  

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 

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。 

授業名 概  要 開催日 

環境理論特別講義

Ⅰ 

「環境リスクを考える」 

講師：北九州市立大学国際環境工学部 

教授 二渡 了 

7月 4日(土) 

9：00～12:10 

「ＥＳＤイノベーション」 

講師：ＥＳＤ－Ｊ副代表理事 池田満之 

7月 18日(土) 

9:00～12:10 

 

■公開講座  

大学の教育研究の成果を地域に還元し、県内の市町と共催して行う出前講義。受講料は無料です。

〇問合せ先：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）申込期間 

（４）申込先 

国際文化学部 

公開講座 

「地域と世界を文化でつなぐ 

～やまぐちの魅力再発見！～」 

①外から見た山口のおもしろさ 

②景観や文化資源を利用した情報発信 

③地域を元気にするデザイン 

④台湾で活躍した山口人 

（１）①6/13・②6/27・③7/4 

④7/11 いずれも土曜日 

13：30～15：00 

 全 4回 部分受講可 

（２）美祢市民会館 

（３）～5 月 25 日(月) 受付終了 

社会福祉学部 

公開講座 

「こころと身体の健康を考える 

～イキイキと 

  暮らしていくために～」 

①忘れても幸せに暮らせる地域づくり 
～認知症高齢者を支える、そして支えられる～ 

②ゆっくりと筋力をほぐす運動で 

リフレッシュ！ 

③自分の体重を利用した運動で筋肉を 

目覚めさせましょう！ 

④こころの健康とくらしについて 

（１）①5/8・②6/25・③7/23 

④9/1 10：00～11：30 

 全 4回 部分受講可 

（２）玖珂総合センター 

（３）～4 月 24 日(金) 受付終了 

看護栄養学部 

公開講座 

「子育て応援！！ 

みんなで元気に楽しく育つ」 

①子どもの事故予防と応急手当のウソ・

ホント 

②自信をもって子育てしよう！ 

～子どもと家族の生活リズム 

③生活を豊かにするアロマセラピー 

④見せる・させるの子育て親育ち 

－調理を通して「自立」を育む－ 

（１）①6/20・②6/27・③7/4 

   ④7/11 いずれも土曜日 

13：30～15：00 

全 4回 部分受講可 

（２）小郡ふれあいセンター 

   （①・④） 

   山口南総合センター 

   （②・③） 

（３）～6月 9日（火） 

（４）山口市 生涯学習・ 

スポーツ振興課 

083-934-2912 

※託児あり（要予約） 



■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 

宇部サテライトカレッジ 

やまぐちの文学再発見  

①羊年の中原中也と明治維新 

②国木田独歩の短篇小説を読む 

③江戸時代の小説に描かれた 

大内氏 

④鷺流狂言の世界 

（１）①5/23・②5/30・③6/6・

④6/13 いずれも土曜日 

全 4回・13:30～15:00 

（２）学びの森くすのき 

（３）1,500円（全 4回分） 

（４）～5月 13日(水) 受付終了 

（５）宇部市学びの森くすのき 

   0836-67-1277 

山口サテライトカレッジ 

地域環境アドバイザー

養成講座 

 基礎・学習編  

地域環境を取り巻く様々な問題を学び、

修了後は地域での活動につなげていき

ましょう。 

・都市と環境問題 

・山口の水環境 

・２１世紀の食糧問題 

・そのエコ！本当にエコですか？ 

・地球温暖化と省資源・省エネルギーほ

か 

 

（１）6/9（火）～9/5（土） 

   全 11回・18:30～20:00 

（9/5のみ 10:00～16:00） 

（２）山口県立大学 

（３）3,000円（全 11回分） 

（４）～5月 29日(金)  受付終了 

（５）附属地域共生センター 

   083-928-3495 
※2年目には実践編を開催し、2か年の

講座修了者に、「本学地域環境アドバイ

ザー」認定証が授与される。 

周南サテライトカレッジ 

健やかにイキイキ輝

く！３健講座  

①健体～全身を動かし、生き生きした身

体を取り戻しましょう～ 

②健脳～いろいろなものを上手に食べ

てイキイキ生活～ 

③健心～こころとくらしのあいだがら

について 

（１）①6/11・②6/18・③6/25 

いずれも木曜日 

全 3回・10:00～11:30 

（２）周南市学び・交流プラザ 

（３）1,000円（全 3回分） 

（４）～6月 8日（月） 

（５）周南市学び・交流プラザ 

   0834-63-1188 

長門サテライトカレッジ 

今考える！！地域づくり 

 ～公民館を拠点とした 

市民協働について～ 

①講義Ⅰ 

地域住民による地域づくりの必要性 

②講義Ⅱ 

地域課題解決型事業の流れについて

理解する 

③グループワーク 

地域課題とその原因について考える 

（１）①6/15・②6/22・③6/29 

いずれも月曜日 

18：30～20：00 

（２）長門市仙崎公民館 

（３）1,000円（全 3回分） 

（５）長門市教育委員会 

生涯学習スポーツ振興課 

0837-23-1259 

ＹＰＵ（山口県立大学）

すこやかライフセミナー 

～楽しく実行できる工夫

がいっぱい～ 

①簡単チェックで目標設定・ラジオ体操

は優れもの 

②グループ学習Ⅰ・脂肪をためない食生

活の工夫 

③グループ学習Ⅱ・健康寿命を延ばす運

動習慣 

④調理実習・すぐに役立つ調理のコツ 

⑤ゴール 

成果の確認・ストレス管理で長続き 

（１）①6/27・②7/25・③8/29・

④9/27・⑤10/24 

いずれも土曜日 

全 5回・13:30～15:00 

（9/27のみ 10:00～14:00） 

（２）山口県立大学 

（３）2,000円（全 5回分） 

（４）～6月 10日（水） 

  定員に達したため受付終了 



柳井サテライトカレッジ 

ふるさと再発見！！ 

～誇れる郷土づくりの

ために～ 

①世界に見つける地域資源活用のヒン

ト～柳井縞を次の世代に伝えるには～ 

②文化が人をつなぐ 

～ドイツに学ぶ文化遺産を活かした観

光～ 

③地域文化を創造する「モノづくり」の

世界～デザイナーの立場から考える地

域振興とは～ 

（１）①6/27・②7/11・③7/25 

いずれも土曜日 

全 3回・10:00～11:30 

（２）柳井市文化福祉会館 

（３）1,000円（全 3回分） 

（４）～6月 18日（木） 

（５）柳井市教育委員会生涯学習

スポーツ推進課 

   0820-22-2111（内線 331） 

 

■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 

BabyCafe～OpenDay～ 

地域の親子さんに Yuccaを開放します。 

決まったプログラムはなく、時間内は出

入り自由。持ち込みで飲食可能。 

（１）6/9（火）、6/24(水) 

10：00～15：00 

（２）親子 

（３）無料 

（４）不要 

BabyCafeわくわく Day 学生による親子参加で楽しめるイベント 

（１）6/15（月）、7/6(月) 

10：30～12：00 

（２）親子 

（３）無料 

（４）開催日 5日前まで 

ママかんフリーカフェ 

診断の有無や年齢に関らず、発達の気に

なるお子さんを育てるご家族のための 

交流と情報交換のためのフリーカフェ 

（１）6/25（木）、7/9（木） 

10：30～12：30 

（２）発達が気になるお子さんを 

   育てるご家族 

（３）500円（お茶、保険代） 

（４）託児が必要な場合のみ 

要予約※前日まで 

花華（はなはな）サロン 
フラワーアレンジメントを楽しむ創作活

動 

（１）6/26（金）、7/23(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 

BabyCafeママ’s Day 

ママの知りたい情報をテーマとした講

座。テーマは「お弁当づくりのポイント

知っちゃおう！」。お弁当作りに楽しく挑

戦しましょう。 

（１）6/29（月）10：30～12：00 

（２）子育て中の親 

（子ども同伴可） 

（３）200円（お茶、保険代） 

（４）6月 22日（月）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

悩みを分かち合う。 

（１）7/24（金）10：00～12：00 

（２）未就学児を子育て中の親子 

 （母親のみの参加も可能） 

（３）200円（お茶、保険代） 

（４）7月 17日（金）まで 


