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受講生募集

周南公立大学地域共創センター
TEL：0834-28-5566（平日9：00 〜17：30）
mail：su_rcc01@shunan-u.ac.jp

お問い
合わせ

エクステンション講座 「オープンカレッジしゅうなん」
2005年にスタートした「ヘルシーカレッジとくやま」を５月から

「オープンカレッジしゅうなん」としてリニューアルします。
これまでの健康づくり・教養講座に加えて、専門性豊かな講座を開講し、
多様な世代の方々が学び続けられる“オープンな学びの場 ”を目指して参ります。

大学教員の専門分野を活かしたエクステンション講座をスタートしました。
アカデミックで知的好奇心を刺激する講座ばかりです。学び直しの機会にいかがでしょうか。
日程や申込方法など詳細は、近日中に大学 HP でご案内いたします。

講座数
64 受講料

500円〜
1,000円
（1回あたり）

無料体験あり

お好きな時間に
平日お昼・夜、

休日も

大正期スペイン・インフルエンザと
山口県の人々
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　経済学部
　　　　准教授　小林 啓祐
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新型コロナウイルス感染症がいまだ
終息の気配が見えない中、100年前
のパンデミックである「スペイン・イン
フルエンザ」に向き合う山口県の人々の姿を当時の新
聞記事を取り上げながら紹介します。
日刊新周南に掲載された25回にわたるコラムをもと
に、全４回にまとめました。

今が大事！
子どもの運動遊び
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　福祉情報学部
　　　　准教授　瀬尾 賢一郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人間の成長過程において幼少期は神
経系の発達が最も著しい時期であり、運動能力やリズ
ム感などを身につける大切な時期といわれています。
ゲームやデジタル機器が低年齢のうちから身近な存在
となってきた今、改めて幼少期における運動遊びの環
境づくりや大人の関わり方などを考える必要があるよ
うに感じます。子どもたちの将来を見据え、子どもの

「今」を運動遊びの視点で考えてみませんか。

スポーツのための
トレーニング科学入門
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　経済学部
　　　　准教授　西山 健太
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トレーニングによって体力要素を向
上させることは、あらゆるスポーツのパフォーマンスに
とって重要な課題です。しかし、日々の練習のなかで
体力トレーニングに十分に時間を割くことは容易では
ありません。そこで、トレーニングを効果的に取り入れ
る方法やテクニックについて科学的な知見も交えなが
ら解説します。

子育てを楽しむ 
−大切にしたい子育ての考え−
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　福祉情報学部
　　　　准教授　竹下 徹
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
内閣府による国民生活に関する世論調
査によると、子育てが楽しいと感じてい
る親は全体の約4割にとどまっていま
す。育児ストレスや育児不安を抱えた
子育てが課題とされるなか、本講座で
はママ・パパがいきいきと子育てを楽しむために大切
にしたい考えについてお話したいと思います。

温泉を学んで、
一層楽しみましょう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　福祉情報学部
　　　　教授　鏡 裕行
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
我が国において、人々は古くから温泉
を楽しみ、利用してきました。温泉学としての歴史も
古く、江戸時代にまでさかのぼります。温泉地には、温
泉をとりまく自然、文化、食などの魅力があふれてい
ます。この講座では、温泉の成り立ちとしくみから最
新の研究成果までの科学的な面もふまえつつ、温泉の
様々な魅力を紹介します。さらに、周南にある防長三
名湯の一つ、湯野温泉での、効能の科学的検証の成果
についても紹介します。全2回。

職場で出来るストレス解消とケガ予防
のためのストレッチ講座
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　経済学部
　　　　教授　江﨑 和希
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長時間同じ姿勢にて、PC作業、車の
運転、現場作業を続けていると一部の
筋や腱に負荷がかかり、いずれ大きな
ケガや病気になる可能性があります。本講座では、健
康医学の知見から、体の構造やしくみを説明し、アス
リートが行っているストレッチやマッサージなどを紹
介します。

DXが新ビジネスをおこすシェアエコノミーで
私たちの暮らしはどう変わるのか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　経済学部　准教授　林 德順
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちの普段の生活の中にDXを活用したビジネスが
おこっています。その中で日本においてシェアエコノ
ミーが未来の生活をどのように豊かにしていくのかを
学びます。

株式投資〜理論と実践のはざま〜
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　経済学部　教授　坂本 勲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
証券業界での実務経験を持ち、自ら証券投資を実践す
る傍ら、ファイナンスの教員として研究を行う講師が、
学術と実践の両面から株式投資について語ります。
効率的市場仮説、ランダムウォーク、アノマリー、ヘッジ
ファンド投資戦略等現代のファイナンス理論の潮流と機関投資家の実
践の世界をわかりやすく解説します。

サステナビリティと中小企業
〜繊維・アパレル産業の事例に学ぶ〜
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　経済学部　教授　大田 康博
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
産業の種類や企業規模の大小を問わず、サステナビリ
ティの向上が求められています。この講座では、私が研
究してきた繊維・アパレル産業を題材に、サステナビリティに関わる具
体的問題や国内外の中小企業による対応の事例を共有した後、参加者
の皆さまと議論したいと考えています。（1日の集中講義形式をとります）

新しく開講するオススメ講座

あらゆる世代に

経済・経営・金融

健康・スポーツ

福祉

歴史・文化

その他の講座は
次のページをご覧ください

中国の近代化と日本
〜政治・経済・経営〜
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　講師　経済学部　准教授　呉 贇
　　　　　〃　　　講　師　楊 樂華
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中国は1970年代末頃、四つの近代化
目標を掲げ、それを実現できる道を探していた。その中で、日本との交
流が中国に大きなインパクトを与え、日本が中国の理想モデルとして位
置付けられていた時期もあった。本講座では、政治、経済、経営の分野
における日中交流について深堀をし、そこから見えてくる当時の日中関
係や中国の政治事情について理解を深め、今後の日中関係および日本
経済の発展について考える。（全4 ～ 5回）



らくらく健康体操
年齢を問わずどなたでも曲に合わせ
て楽しくゆっくり出来ます。「にこに
こペース」の運動で…生活習慣病の
予防に役立つ運動（量）をします。
※マイヨガマット、シューズをご持参下さい

講師 フィットネス山崎／主宰　山崎　和雄
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
木 9：20 ～ 10：20 5/12 ～ 9/1 15回 15,000円

ゆったり太極拳
深くゆったりした呼吸、腰を軸とした
柔らかい動きで、骨格、筋肉、関節を
鍛錬します。バランス感覚を養い転倒
防止、体内の代謝向上は老化防止に。
※マイヨガマットをご持参ください

講師 日本武術太極拳連盟／認定指導員　鬼塚　吉枝
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 13：10 ～ 14：40 5/11 ～ 9/7 15回 15,000円

フィーリングフラ
やさしい風のような音楽にのってハワ
イを感じてみませんか？心も身体も
きっといやされます。1曲マスターする
頃にはきっとフラに魅せられています。

講師 加藤舞踊学院　インストラクター／吉村　麻里子
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 9：50 ～ 10：50 5/11 ～ 9/7 15回 15,000円
金 19：00 ～ 20：00 5/6 ～ 8/19 15回 15,000円

シェイプアップ
エアロビクスで運動不足を解消しま
す。一緒に汗をかいてスッキリしま
しょう。肥満防止に役立ちます。

講師 （公社）日本フィットネス協会公認・
GFIインストラクター JAFA 会員／竹中　知子

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 11：00 ～ 12：00 5/11 ～ 7/27 12回 12,000円
木 11：00 ～ 12：00 5/12 ～ 7/28 11回 11,000円

ズンバゴールド、リラックスストレッチ
リラクゼーションストレッチで心身の
緊張をほぐし動きやすい体を作りま
す。楽しく安全に参加できる優しいズ
ンバはダンス初心者や低体力の方、ミ
セス、シニア層にもお勧めです。
仮入会で無料体験あり

講師 JWI ZUMBA®インストラクター／藤井尚江
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
金 13：10 ～ 14：40 5/6 ～ 8/19 15回 15,000円

エアロビクス
たくさん汗をかいて心身共にリフレッ
シュ !! はじめてでも大丈夫。自分の
ペースで動けます。一緒に楽しくエア
ロしましょう。

講師 （公社）日本フィットネス協会公認・
GFIインストラクター JAFA 会員／竹中　知子

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 18：30 ～ 19：30 5/10 ～ 7/26 12回 12,000円

ズンバ
ラテンを中心に世界中の音楽とダン
スで構成されたダンスフィットネスで
す。年齢、性別問わずどなたでも楽し
めるプログラムで一緒に汗を流しま
しょう！仮入会で無料体験あり

講師 JWI ZUMBA®インストラクター／藤井尚江
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
金 20：10 ～ 21：10 5/6 ～ 8/19 15回 15,000円

キッズヒップホップ
ヒップホップの曲に合わせてアップと
ダウン。簡単なステップから少し難し
いステップまでやさしく指導します。
アキレス腱から体側、色んな筋肉関節
を伸ばし、動かして柔軟性、リズム感を養います。

講師 フィットネス山崎／主宰　　山崎　和雄
対象 5歳～10歳まで

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 17：00 ～ 18：00 5/11 ～ 9/7 15回 15,000円

KIDS☆JUDO体操教室
〜畳でゴロゴロ・ジャンプ! 〜
オリンピックでも大活躍の柔道！そんな
柔道の動きを生かした体つくり運動や
リズム遊びを中心に楽しくカラダを動
かしココロを育みます。400畳の広々
柔道場で運動神経と礼儀（Manners）
を身につけてみませんか？
別途スポーツ安全保険800円

講師 周南公立大学女子柔道部／監督　近藤　優子
対象 3歳以上の未就学児

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 15：30 ～ 16：30 5/10 ～ 8/2 13回 13,000円

幼児・児童体育教室
主にマット、鉄棒、跳箱運動を中心に
小学校でおこなう運動の感覚づくり
を図ります。又、縄跳びやトランポリ
ンで遊びながら協調性を養います。

講師 スポーツクラブ・キャプテン／久冨　和也
対象 幼児…年中・年長、児童…小学校低学年

対象 曜日 時間 開講期間 回数・受講料
幼児 土 13：30～14：30 5/14～8/27 8回   8,000円
児童 土 14：45～15：45 5/14～8/27 8回   8,000円
児童 土 15：50～16：50 5/14～8/27 8回   8,000円

スリムエクササイズ
アップテンポな曲に合わせて、心も体
もすっきりシェイプアップ！！たっぷり
の汗をかいてみませんか？
※マイヨガマットをご持参ください

講師 フィットネス山崎認定エアロビクス
インストラクター　　田中　妙子

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 18：15 ～ 19：15 5/11 ～ 9/7 15回 15,000円

ボディシェイプ
楽しい曲に合わせて身体を動かして
いきます。又、骨盤周辺を動かすこと
で便秘解消、肩こりの改善に効果的
です。安心してご参加下さい。
※マイヨガマットをご持参ください

講師 ヒロ・コーポレーション／松村　智紗子
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 10：30 ～ 11：45 5/10 ～ 8/30 14回 14,000円

ステップシェイプ
有酸素運動と筋力トレーニングをステッ
プ台とチューブ、ボールを使いながら行っ
ていきます。効果的に脂肪燃焼しリバウ
ドしにくい身体を手に入れましょう！初
心者の方も大丈夫です。※マイヨガマットをご持参ください

講師 ヒロ・コーポレーション／松村　智紗子
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
木 13：30 ～ 14：45 5/12 ～ 9/1 15回 15,000円

社交ダンス
リズムにのって踊れば適度な運動に
なり楽しく過ごすことができます。

講師 山口県社交ダンス教師協会　
教師　金子　美鈴（火曜）／ 小田　泰子（金曜）

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 13：10 ～ 14：40 5/10 ～ 8/30 14回 14,000円
金 13：10 ～ 14：40 5/6 ～ 8/19 14回 14,000円

さわやかエクササイズ
音楽を聞きながら体を気持ちよく動か
してストレス解消。肩こり・腰痛等防
止し、美しいプロポーションをつくりま
す。心と体をリフレッシュしませんか。
※マイヨガマットをご持参下さい

講師 スタジオ　モア／升岡　良枝
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 9：20 ～ 10：50 5/10 ～ 8/30 14回 14,000円
火 11：00 ～ 12：30 5/10 ～ 8/30 14回 14,000円
金 9：20 ～ 10：50 5/6 ～ 8/19 15回 15,000円
土 19：00 ～ 20：30 5/7 ～ 9/3 15回 15,000円

ピラティス
身体のコアを安定させ、独特な呼吸
に合わせて、筋肉を正しく使っていき
ます。骨盤を安定して動かすことで
歪みのない柔軟でしなやかな身体づ
くりを目指します。※マイヨガマットをご持参下さい

講師 ポールスターピラティス認定インストラクター
波留　智子

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 19：50 ～ 20：50 5/10 ～ 8/30 14回  14,000円
水 20：30 ～ 21：30 5/11 ～ 9/7 15回  15,000円

ボディメイクピラティス
胸式呼吸に合わせ、骨格の正しい位
置を意識しながら全身の筋肉バラン
スを整えます。体幹を鍛えることで
お腹周りを引き締め、痩せやすく太り
にくい身体をつくります。※マイヨガマットをご持参下さい

講師 BASIピラティスMatインストラクター／橋津　恵子
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
土 19：00 ～ 20：20 5/7 ～ 9/3 15回  15,000円

初めての笑いヨガ
「笑いヨガ」とは、笑いのエクササイ
ズとヨガの呼吸法を組み合わせたユ
ニークな健康法です。運動経験も、道
具も不要。「楽しく笑いたい！」とい
う気持ちさえあれば誰でも参加できます。あなたも「笑い」で、
元気と若々しさを保ちませんか？　
※別途、資料代として300円程度必要です。

講師 ラフターヨガインターナショナルユニバーシティ認定
ラフターヨガティーチャー　嘉音（かのん）

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
月 11：00 ～ 12：00 5/2 ～ 8/29 15回  15,000円

リラックス（癒し）ヨガ
ゆっくり足首まわして色んな所をス
トレッチ。心身に溜まったゆがみ、ス
トレス、痛みを徐々にやわらげて行き
ます。やさしいポーズと呼吸で、笑顔
と感謝も出て来ます。ぜひ一度体験
してみてください。

講師 フィットネス山崎／主宰　山崎　和雄
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 18：30 ～ 19：45 5/11 ～ 9/7 15回  15,000円

太極拳
内臓機能を増進し、足腰を丈夫にし
ます。精神統一にも役立ち、頭脳への
効果もよいとされています。
※マイヨガマットをご持参下さい

講師 日本太極拳法　一楽庵／河野　静香
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
月 10：30 ～ 12：00 5/2 ～ 8/29 15回 15,000円
月 13：30 ～ 15：00 5/2 ～ 8/29 15回 15,000円
月 18：10 ～ 19：40 5/2 ～ 8/29 15回 15,000円

ヨーガ
どなたでも無理なくできます。体のゆ
がみを矯正し、内臓機能やホルモンの
働きを高め、体と心を最も正常な状態
に整えます。※マイヨガマットをご持参下さい

講師
フィットネス山崎／主宰　山崎　和雄
フィットネス山崎認定ヨガインストラクター
　　　　　　　　　中村　幸子・田中　妙子
ヨガ至誠館／代表　岸田　文子・講師　山下　裕子

講師 曜日 時間 開講期間 回数・受講料
中村 月 18：30 ～ 20：00 5/2 ～ 8/29 14回 14,000円
中村 火 19：30 ～ 21：00 5/10 ～ 8/30 13回 13,000円
田中 水 19：30 ～ 21：00 5/11 ～ 9/7 15回 15,000円
山崎 金 13：30 ～ 15：00 5/6 ～ 8/19 15回 15,000円
山下 土 10：00 ～ 11：30 5/7 ～ 9/3 15回 15,000円
山下 土 11：35 ～ 13：05 5/7 ～ 9/3 15回 15,000円
山下 土 13：10 ～ 14：40 5/7 ～ 9/3 15回 15,000円
中村 土 18：30 ～ 20：00 5/7 ～ 9/3 14回 14,000円

前期講座の
ご案内

健 康 づ く り

体 　 操

キ ッ ズ

ダ ン ス

健 康 講 座

okada
テキストボックス
※ヨガマット、運動靴をご持参下さい

okada
テキストボックス
※ヨガマット、運動靴をご持参下さい

okada
テキストボックス

okada
取り消し線

okada
タイプライターテキスト
不要です

okada
線

okada
線

okada
線

okada
線

okada
線

okada
線

okada
線



　

フラワーアレンジメント
主にフラワーアレンジメントの基礎を
中心に生花・寄せ植え・ブリザーブド
などを使って暮らしに密着したアレン
ジメントを作成します。花束、リース
などお花の好きな方ならどなたでも。
用具代1,000円　教材費１回2,500円程度

講師 （公社）日本フラワ−デザイナー協会本部
 蔵永　絹子

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
月 10：00 ～ 11：30 5/9 ～ 8/1 4回   4,000円

こども柔道塾
礼儀（Manner）を身につけ、柔道の
本質と学ぶ姿勢を勉強する教室です。
学校の宿題や、時事問題のディスカッ
ションなどを行う時間を取り入れ、柔
道だけでなく多様な感性を引き出すプログラムを実践しま
す。また、柔道を通じて、カラダを動かしココロを育む時間も
大切にします。

講師 周南公立大学女子柔道部／監督　近藤　優子
対象 小学生

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 16：40 ～ 18：00 5/10 ～ 8/2 13回 13,000円

写真教室
月1 回の講座です。写真の基本（カメ
ラの使い方、用語）などを分かりやす
く解説し、作品の添削と実習を中心
に行います。適宜発表会を開き、最終
目標はコンテストや公募展へのチャレンジとします。初心者
もお気軽にどうぞ。

講師 （一社）二科会写真部／会員　　堀田　俊秀
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
土 10：00 ～ 11：30 5/21 ～ 8/20 4回 4,000円

手 工 芸

ワードエクセルコース
マウス操作・文字入力のできる方が、
ワード・エクセルをマスターすること
を目指す講座です。仕事・自治会・Ｐ
ＴＡなどでワード・エクセルを使う方、
ワード・エクセルを使いこなしたい方
にとことん演習していただきます。

（Office2019以降に対応）　諸費用7,500円
講師 パソコン教室ＥＩＧＥＮ／講師＋アシスタント

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
土 10：50 ～ 12：00 5/7 ～ 9/3 15回  15,000円

パソコン活用コース
マウス操作・文字入力のできる方が、
パソコンを使いこなすことを目指す
講座です。ワード、エクセルなど、パソ
コンならではのテクニックを幅広くご
紹介します。パソコンをもっと活用し
たい方、歓迎です。

（Office2019以降に対応）　諸費用7,500円
講師 パソコン教室ＥＩＧＥＮ／講師＋アシスタント

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
土 9：30 ～ 10：40 5/7 ～ 9/3 15回  15,000円

ワード、エクセル、趣味、仕事、乗り遅れ、使えるようになりた
い、詳しくなりたい、スキルアップしたい、知るを楽しむ、脳ト
レ、パソコンに触れていたい、孫に負けたくないなど、パソコ
ン習う目的イロイロ動機もイロイロ。初心者から中級者まで、
皆さんの「知りたい！」に講師とアシスタントがじっくりやさ
しくお応えします。目的に合ったコースをお選びください。

パ ソ コ ン

フォークギター
「ギターを弾いてみたい」、「持ってい
るけどほとんど弾けない」という人の
ために、構え方や弾き方から、指の押
さえ方、楽譜の読み方まで、初歩から
ゆっくりレクチャーします。まったく
の初心者さんでも大丈夫。もう一度青春をしてみませんか？

講師 ポップス川上・ヤマハ音楽教室講師／岡成　崇
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 18：10 ～ 19：10 5/10 ～ 8/30 14回  14,000円

やさしいウクレレ
ウクレレは、ハワイアンはもちろん、
歌謡曲も気軽に弾けるとても楽しい
楽器です。簡単に始められる楽器と
して初心者にオススメのウクレレ。一
緒に初めてみませんか？コードから教
え、メロディ弾きもできるようにレッスンを進めます。

講師 ポップス川上・ヤマハ音楽教室講師／岡成　崇
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 19：30 ～ 20：30 5/10 ～ 8/30 14回  14,000円

音 楽

英会話　入門 
英会話基礎Ⅰ修了者又は同等レベルの学習者にお薦めです。
日常よく使う基本的な英語表現を外国人講師から学び、外国
人コンプレックスをなくしましょう。基礎的な会話について
英語ネイティブの発音を聞き取れるようにし、外国人に通じ
る英語を身につけます。
テキスト代3,000 円程度、諸経費1,000 円

講師 ＳＥＳ周南英会話　外国人講師
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
金 20：00 ～ 21：00 5/6 ～ 8/19 15回 15,000円

英会話　初級の上 
外国人講師に慣れてきた方が対象です。日常生活に現れる
様々な場面に対応した会話のフレーズを練習します。外国人
講師だから発音やリスニングの弱点が分かります。
テキスト代3,000 円程度、諸費用1,000 円

講師 ＳＥＳ周南英会話　外国人講師
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 20：00 ～ 21：00 5/10 ～ 8/30 14回  14,000円
土 13：00 ～ 14：00 5/7 ～ 9/3 15回 15,000円

英会話　初級 
日常生活に密着した様々な場面を想定し、外国人講師から自
然な英会話を学びます。ネイティブの英語を聞き取れるよう
に、また、生きた英語表現を学びます。
テキスト代3,000 円程度、諸費用1,000 円

講師 ＳＥＳ周南英会話　外国人講師
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 20：00 ～ 21：00 5/11 ～ 9/7 15回 15,000円

ネイティブ講師から“生きた英語”と
共に、異文化も学びましょう!外国人
に慣れ、ネイティブの発音をマスター
し、英語コンプレックスにサヨナラで
す。4 つのレベルから、自分に合っ
たクラスを選び、楽しく“Practice 
makes perfect!”を実践しましょう!

英会話（外国人講師）

篆刻・刻字を含む書道全般
初心者から展覧会出品希望者まで指導します。書道の分野は
とても幅広いので各自やりたい分野
の道具を持って来て下さい。
例）毛筆なら下敷き半紙墨筆等、硬筆
なら鉛筆ボールペン万年筆にノート。
篆刻、刻字は自宅で思い付く物を持参
し大工道具とは違う為思い込みで購
入するのは不要です。脳を活性させオンリーワンの作品を楽し
みましょう。

講師 （現職）日本刻字協会審査員・
（現職）毎日書道会会員　　　　渡邉　紅雲

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
土 13：00 ～ 14：30 5/28 ～ 8/27 4回   4,000円

写 真 ・ 書 道

親と子の英会話（3、4、5才程度） 
外国人講師と一緒に、英語の歌やいろいろなカード・おもちゃ
を使ってゲームを楽しみます。小さい頃から英語に親しむこ
とにより、きれいな発音が確実に身につきます。
テキスト代2,500 円

講師 メイプルスクール／外国人講師
対象 年少～年長

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
木 16：40 ～ 17：30 5/12 ～ 9/1 14回  14,000円

やさしいジュニア英会話（6、7、8、9才程度）  
外国人講師が基本的な会話やライティングを教えます。ゲー
ムしながら会話を練習します。一緒に楽しく英語を学びませ
んか。　テキスト代5,000 円程度

講師 メイプルスクール／外国人講師
対象 小学1 ～ 4年生

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
木 17：35 ～ 18：25 5/12 ～ 9/1 14回  14,000円

幼児から小学生までの3コース。定員
は1クラス10名程度ですが、継続率
の高い人気講座です。

キ ッ ズ 英 会 話

ジュニア英会話（9、10、11才程度）
やさしいジュニア英会話を受講されていた方のための上位ク
ラスです。簡単なリスニング・リーディング・ライティングが
出来る方も受講可能です。外国人講師がリスニング・スピー
キングを教えます。楽しく生の英語を学びましょう。
テキスト代5,000 円程度

講師 メイプルスクール／外国人講師
対象 小学４～６年生

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
木 18：30 ～ 19：20 5/12 ～ 9/1 14回  14,000円

英会話　基礎Ⅰ 
日本人講師が英会話の基礎から指導し、基本的な会話のフ
レーズを練習します。英語に対するどんな質問も、日本人講
師だから、安心して尋ねられます。
テキスト代3,000 円程度、諸費用1,000 円

講師 ＳＥＳ周南英会話　日本人講師
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
月 13：00 ～ 14：00 5/2 ～ 8/29 15回 15,000円

日本人講師による分かりやすい説明と実践練習で、楽しく英
会話を学べます。気軽にトライしてみませんか?英語という
新しい世界をのぞいてみませんか?

英会話（日本人講師）

楽しい俳句
生活にうるおいを。エンピツ1 本で
出来る俳句入門。日本の美しい四季
に触れ、最も短いあなたのメッセージ
を俳句にして、楽しんでみませんか。

講師 山口県現代俳句協会会長
俳誌「草炎」主宰　　久行　保徳

曜日 時間 開講期間 回数・受講料
土 10：00 ～ 11：30 5/14 ～ 8/27 8回   8,000円

アナウンサーによる朗読講座
「声をだすこと」「表現すること」の楽しさを学びませんか？
現役のアナウンサーによる朗読講座では、発声・発音の基本
から滑舌、姿勢や呼吸法、人前で緊張しないメンタルアドバイ
スなど、日常生活でも役に立つ話し方の基礎を身に着けるこ
とができます。「声」を磨いて心も体も健康になりましょう。

講師 フリーアナウンサー（元KRY所属）／瀬川　嘉
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
火 11：00 ～ 12：30 5/17 ～ 8/30 8回   8,000円
火 19：50 ～ 21：20 5/17 ～ 8/30 8回   8,000円

文 芸

教 養 講 座

　講座の内容や雰囲気を仮入会で見学・体験できますので
お気軽にお問合せください。
※事前予約が必要です。希望日を電話でご確認ください。
※入会される場合は、参加日から受講料をいただきます。
※定員に達した講座は見学ができません。
※特に語学を初めて受講さ

れる方には、見学をおす
すめします。

無料で見学・体験
だけでもOK ‼（要事前予約）

okada
テキストボックス
※別途資料代として、300円程度必要です

okada
取り消し線

okada
取り消し線

okada
タイプライターテキスト
日本人講師です

okada
テキストボックス
入門は日本人講師です

okada
線

okada
線



１週間講座早見表
会場 時間帯 月 火 水 木 金 土

健
康
講
座

11号館
多目的ホール

午前 ボディシェイプ
10：30 ～ 11：45

シェイプアップ
11：00 ～ 12：00

午後 キッズヒップホップ
17：00 ～ 18：00

ステップシェイプ
13：30 ～ 14：45

社交ダンス
13：10 ～ 14：40

夜間 ヨーガ
18：30 ～ 20：00

ヨーガ
19：30 ～ 21：00

スリムEXC
18：15 ～ 19：15 フィーリング・フラ

19：00 ～ 20：00
ヨーガ

18：30 ～ 20：00ヨーガ
19：30 ～ 21：00

8号館
801教室

午前 太極拳
10：30 ～ 12：00

さわやかエクササイズ
9：20 ～ 10：50

フィーリング・フラ
9：50 ～ 10：50 らくらく健康体操

9：20 ～ 10：20
さわやか

エクササイズ
9：20 ～ 10：50

ヨーガ　10：00 ～ 11：30
さわやかエクササイズ

11：00 ～ 12：30
シェイプアップ

11：00 ～ 12：00 ヨーガ　11：35 ～ 13：05

午後 太極拳
13：30 ～ 15：00

社交ダンス
13：10 ～ 14：40

ゆったり太極拳
13：10 ～ 14：40

ズンバゴールド
13：10 ～ 14：40 ヨーガ　13：10 ～ 14：40

夜間 太極拳
18：10 ～ 19：40

エアロビクス
18：30 ～ 19：30

リラックス癒しヨガ
18：30 ～ 19：45 ズンバ

20：10 ～ 21：10
さわやかエクササイズ

19：00 ～ 20：30ピラティス
19：50 ～ 20：50

ピラティス
20：30 ～ 21：30

8号館
802教室

午前 笑いヨガ
11：00 ～ 12：00

午後 ヨーガ
13：30 ～ 15：00

幼児体操教室　13：30 ～ 14：30
児童体操教室　14：45 ～ 15：45
児童体操教室　15：50 ～ 16：50

夜間 ボディメイクピラティス　19：00 ～ 20：20

第２記念館 午後 KIDS☆JUDO　15：30 ～ 16：30
こども柔道塾　16：40 ～ 18：00

教
養
講
座

11号館
・

多目的ホール
・

５号館

午前
フラワー

アレンジメント
10：00 ～ 11：30

朗読講座
11：00 ～ 12：30

パソコン活用　9：30 ～ 10：40
ワード・エクセル活用　10：50 ～ 12：00
写 真 教 室　10：00 ～ 11：30
楽 し い 俳 句　10：00 ～ 11：30

午後 英会話（基礎Ⅰ）
13：00 ～ 14：00

親と子の英会話
16：40 ～ 17：30 英会話（初級の上）　13：00 ～ 14：00

やさしいジュニア英会話
17：35 ～ 18：25 篆刻・刻字を含む書道　13：00 ～ 14：30

夜間

フォークギター 18：10 ～ 19：10
英会話（初級）

 20：00 ～ 21：00
ジュニア英会話

18：30 ～ 19：20
英会話（入門） 

20：00 ～ 21：00
ウクレレ　19：30 ～ 20：30
朗読講座　19：50 ～ 21：20
英会話（初級の上） 20：00 ～ 21：00

申込方法
◎インターネットで「オープンカレッジしゅうなん」と検索

ください。
◎講座申込フォームから申込ください　
　※締切 4月20日（水）
　（継続の方は継続申込書をご利用ください）

オープンカレッジしゅうなん講座受講に関しての注意事項
●講座によっては、教材費、材料費等を別途いただくことがあります。
●講座の見学・体験は随時受け付けています。（要事前予約）
●受講料の払い込みは、全額前払いとしています。
●受講料の返金について、開講前の退会は、全額をお返しします。途中退会の場合は、受付

にお申し出された日の翌日以降の残りの回数分の半額をお返しします。なお、スポーツ保
険等は各自でご加入ください。

●新型コロナ感染症や悪天候時等の開講については、ホームページをご覧になるか、事務局
までお問い合わせください。

●運営側の事情により、講師・日程が変更されることがありますので、予めご了承ください。
●受講申し込み数が10名未満の講座は、開講しない場合があります。
●コロナ感染制限によって、入館制限がある時は、講座が実施できないこともあります。
※今後の情報につきましては、随時ホームページ等でお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症予防ガイドラインに従い、体温が３７．５℃以上の方、
または下記のいずれかに該当した方は受講をお控えください。

①発熱、咳、くしゃみ、倦怠感等の風邪の症状や、味覚・嗅覚の異常等はあ
りますか

②緊急事態宣言・まん延防止等重点措置区域への移動がありましたか
③緊急事態宣言・まん延防止等重点措置区域へ在住または移動歴がある

方との接触がありましたか
④新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方との濃厚接触がありま

したか
⑤同居している方が濃厚接触者であると保健所から判断されましたか
※②～⑤の対象期間は、大学の基準に合わせて変わります。

◎定員以内であれば申込完了の案内をお知らせします。
◎指定の口座へお振込みください。
　※締切 ４月28日（土）

◎新型コロナ感染予防のためのガイドラインをお読みい
ただき、同意書・問診票を持参ください。

◎ホームページの講座予定表で日程、場所をご確認のう
え、直接教室へお越しください。

申 込

振 込

当日まで

案内画面 申込フォーム画面

受講に関しての諸注意

お問い合わせ
周南公立大学地域共創センター
オープンカレッジしゅうなん
TEL：0834-28-5566（平日9：00 〜17：30）　
mail：su_rcc01@shunan-u.ac.jp

２

徳山
中央病院

周南公立大学
総合グラウンド・
第2記念館

周南公立
大学

地域共創センター
（図書館棟１F）

城ケ丘
公園

KFC

浄水場

緑地公園

●

徳山高専

山陽自動車道

●

●
第一ドライ
●

「大学高専下」
バス停下車

「大学前」バス停下車
〒745-8566
周南市学園台
徳山駅よりバス20分
⃝「久米温泉口」または
　「ひばりヶ丘」行きで
　「大学・高専下」下車
⃝「徳山高専」行きで
　「大学前」下車

学内キャンパスマップは HPをご覧ください

所在地




