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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（12～1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（12 月～1 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。各授業とも、前半は講義、

後半はディスカッションを行います。 

第 1 回（11/21）「これからの気象災害と命を

守るご近所のちから」 
 講師：気象予報士・防災士 坂本京子 
第 2 回（12/5） 
「外来生物の脅威～山口市の外来生物～」 
講師：山口市環境部環境政策課 金子幸士 
第 3 回（12/20） 
「地域資源としての再生可能エネルギー」 
講師：山口大学大学院工学研究科  

教授 福代和宏 

11/21（土）・12/5（土）・12/20(日) 

9:00～12:10 

全 3回 

 

■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 

助産診断実践力 
フォローアップ初級編 

近年、臨床において助産師が医師と役割

分担を担うために、超音波診断技術修得

に向けた助産師の資質の向上が求めら

れています。そこで、超音波画像診断に

ついて原理・原則を学ぶとともに、クリ

アな画像を抽出するためのコツや超音

波診断のためのポイントを学び、臨床助

産師としての資質向上を図ります。 
〇超音波画像診断装置の基礎知識を習

得する講義を行います。 

〇超音波検査法トレーニングシミュレ

ーターを用いた演習（個別指導）を行い

ます。 

（１）2/11（木・祝）10:00～17:00 

（２）10名 

（３）助産師免許を有する者(潜

在助産師を含む) 

（４）12/14(月)AM9:00～1/15(金)
定員に達し次第〆切ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■第 2回 COC地域活力創生フォーラム 

「地（知）の拠点整備事業」では、産学連携による「共生研究」及び県民との交流学習による「共

生教育」を展開することで、山口県の地域活力創生に取り組んでいます。 
このたび、映画「テルマエ・ロマエ」監督である武内 英樹氏をはじめ、様々な分野で温泉と関わ

りのある方々をお迎えし、公開フォーラムを開催します。みんなにとって身近な「温泉」を多角的

な視点から見つめ直すことを通して、山口の地域活力について考える機会となることを期待します。  

テーマ プログラム 
（１）開催日時 （２）会場  

（３）参加費  （４）申込 

知の欲望が湧き出る 
温泉スぺクタル  
「テルマエ･ヤマグチ」 

〇トークショー 

 テルマエ・ロマエに見る温泉の魅力 

  特別ゲスト：武内 英樹氏 

（映画「テルマエ・ロマエ」監督） 

  ナビゲーター：大和 良子氏 

（ラジオ DJ） 

〇パネルディスカッション 

 コーディネーター 

  加登田 惠子 

（附属地域共生センター所長） 

 パネリスト 

  武内 英樹氏 

（映画「テルマエ・ロマエ」監督） 

  手島 英樹氏 

（てしま旅館 代表取締役社長） 

  鷲頭 一樹氏 

（俵山温泉合名会社理事長） 

  安渓 遊地 

（国際文化学部国際文化学科 教授） 

  荒木 麻耶 

（国際文化学部文化創造学科 4年） 

（１）12/4（金） 

14:30～17:00 

（開場 13:30） 

（２）山口県立大学講堂 

（３）無料 

（４）TEL･FAX･メールにて受付 

TEL 083-928-5622 

FAX 083-928-3021 

cccd@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）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 

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。 

今回は「クリスマス＆もうすぐお正月！」

をテーマに開催します。 

（１）12/16（水） 

10：30～12：00 

（２）親子 

（３）無料 

（４）開催日５日前まで 



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）200円（お茶、保険代） 

（４）開催日 1週間前まで 

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）12/17（木）、2016/1/28（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）1/25（月） 

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）開催日 1週間前まで 
 


