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１ 件名 

 

 山口県立大学 オープンカレッジ等 開催予定（4～5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（4 月～5 月） 

 

■公開授業（前期）  

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。学生と一緒に受講してみません

か。部分受講も可能で、受講申し込みは随時受け付けます。 

〇受講料：1回 500円（1科目 10 回以上 5000円） 

〇会 場：山口県立大学 

〇申込先：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 開催日時 

生命と生活の質 

特論 

いま大きな危機にさらされている私たちの生

命・生活・人生の質(quality of life)を複眼的

な視点で問い、自由なﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ形式

の学び合いの中で認識を深めていきます。 

講師：理事長 江里 健輔 

国際文化学部 教授 安渓 遊地 他 

5/7（土）～7/2（土） 

9：00～14：30 【全 15回】 

地域学 

山口県の自然・福祉・教育・政治・経済など多

様な視点から地域を見つめ、課題解決や活性化

に向け主体的に取り組む能力を身につけること

を目指します。 

講師：社会福祉学部 教授 坂本 俊彦 

共通教育機構 講師 吉岡 一志 他 

4/14（木）～6/23（木） 

12：50～14：20 【全 10回】 

環境問題 

身近な環境問題を足元から解決するための知恵

と経験を学びます。自分の生活を再点検しなが

ら、暮らしと環境を変えていくきっかけをつか

む生活者となることを目指します。 

講師：国際文化学部 教授 安渓 遊地 他 

4/16（金）～7/29（金） 

10：20～11：50 【全 15回】 

哲学 

哲学の領域の中でいくつかの思想を採り上げ、

他者の思想を学ぶことを通して、現代に生きる

われわれの思想の枠組みを相対化するために、

古代から中世、近代の哲学の議論を概観します。 

講師：社会福祉学部 講師 廣田 智子 

6/9（木）～7/28（木） 

16：10～17：40 【全 8回】 

環境理論特別講義

Ⅰ 

「今、地球どうなっているのだろう？」環境問

題に関わるトップレベルの研究者が、地球環境

問題の今とこれからの対策について語ります。 

①「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 

②「環境政策とエネルギーマネジメントシステム」 

講師：平安女学院大学国際観光学部 

准教授 山本 芳華 

③「ＥＳＤイノベーション」 

講師：ＥＳＤ－Ｊ 副代表理事 池田 満之 

①5/14（土） 

②6/18（土） 

③7/2（土） 

9：00～12：10 【全 3回】 

 



■サテライトカレッジ  

県内の市町と連携し、地域のニーズに合わせた専門的・体系的・実践的な講座を開講しています。

お住まいの街で、気軽に受講することができます。 

  問合せ先：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 

防府市サテライトカレッジ 

みんなで地域づくりを

考えよう！ 

①【講義】地域住民主体による地域づくりの必

要性と課題 

②【講義】地域課題の発見と解決方法の理解 

③【グループワーク①】地域課題と地域の強

みについて考える 

④【グループワーク②】地域課題の解決方法

について考える 

 

講師：社会福祉学部 講師 長谷川 真司 

（１）①4/9②4/16 10：00～11：30 

③6/18④6/25 10：00～12：00 

いずれも土曜日  全 4回 

（２）防府市富海公民館 

（３）無料 

（４）募集終了 

（５）防府市総合政策課 

市民活動推進課 

0835-25-2120   

防府市教育委員会教育部 

生涯学習課 

0835-23-3013 

 

■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 

中国語講座 

中国留学生を講師とし、地域住民と共に、

テキストを使用しながら、中国語や日中文

化を学びます。見学も出来ます。 

（１）4/8（金）、4/22（金） 

10：00～12：00 

（２）どなたでも 

（３）会費制 

（４）初めての方は要申込 

やまぐち韓国研究会 
韓国の歴史、社会、言語、文化や日本及び

山口と韓国の関わりなどを学びます。 

（１）4/10（日）、5/8（日） 

9：00～12：00 

（２）どなたでも 

（３）会費制 

（４）初めての方は要申込 

ママかんフリーカフェ 

診断の有無に関わらず、発達の気になる子

どもを育てる母親の交流や情報交換の場

です。専門スタッフや先輩ママ、学生スタ

ッフで運営しています。 

（１）4/21（木）、5/19（木） 

10：30～12：30 

（２）発達が気になる子を育てる

母親（子ども同伴可） 

（３）500円（保険代、お茶代） 

（４）託児希望の場合は要申込 



山口県 ADHD を考える会 

親の会 

発達障害の子どもを育てる親同士が情報

交換をする場です。専門家や参加者が交わ

り、和やかな雰囲気の中で話し合います。 

（１）4/21（木）、5/19（木） 

13：00～15：00 

（２）発達障害の子を育てる親 

（３）無料 

（４）初めての方は要申込 

  083-933-1479（中村研究室） 

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）4/28（木）、5/26（木） 

10：00～12：00 

（２）どなたでも 

（３）600円（材料費、お茶代） 

（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母親が集り、子育て

の迷いや不安を語り合う場です。専門家 2

名（臨床心理士・助産師）が進行役を務め

ます。託児は同じフロア内で学生が行いま

す。 

（１）5/27（金） 

10：00～12：00 

（２）未就学児を子育て中の母親

とその子ども 

（３）200円（保険代、お茶代） 

（４）開催日１週間前まで 

 

山口県立大学地域共生センター 企画調整室    
椎木 綾子 

                        〒753-8502 山口市桜畠 3 丁目 2-1   
TEL 083-928-5622  FAX 083-928-3021 


