
県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

修了要件

費　用

■基礎科目群
　インクルーシブ教育概論
　インクルーシブ教育ニーズ分析法
　インクルーシブ教育ニーズ分析演習

対面とオンラインのハイブリッドライブ型
■対面：下関市立大学及び同学サテライトキャンパス（下関市豊前田町）

講座内容

教育分野

インクルーシブ教育の観点から子どもの特徴と義務教育課程における教育的ニーズを科
学的ツールに基づきに把握し、適切に対応するための教育プランを作成する専門家に必
要な知識・技能を育成する

実施期間
・回数等

会　場

実施機関 下関市立大学

インクルーシブ教育専門家養成コース講座名

書類選考

申込・問
い合わせ
先●●●

■企業・団体等との連携により、派遣受講生を受け入れている。

■受講生及び修了生へのフォローアップとして、講義時間外においても、現職場での相
談や転職、復職相談、大学院等への進学相談、子育て相談などに対応している。

所　属：下関市立大学附属リカレント教育センター
所在地：山口県下関市大学町２丁目１番１号
ＴＥＬ：083-250-6162
E-MAIL：recurrent@shimonoseki-cu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/recurrent/

履修証明 ○
全プログラムの履修
（科目群ごと）

■履修証明制度による「履修生」
　60,000円
■すべての講義から自由に選択して受講する「聴講生」
　1回あたり1,500円
　（1,500×受講回数）

定　員
他の専門家養成
コースと合わせ
合計６０人程度

選　考

■「履修生」
　高校卒業以上
■「聴講生」
　1もしくは２のどちらかを満たす者
　1. 高校卒業以上
　2. センターが定める受講資格審査によ
り受講を認められた者

備　考

募集期間 R5.1.23-2.21 履修資格

1/45



県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

■企業・団体等との連携により、派遣受講生を受け入れている。

■受講生及び修了生へのフォローアップとして、講義時間外においても、現職場での相
談や転職、復職相談、大学院等への進学相談、子育て相談などに対応している。

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：下関市立大学附属リカレント教育センター
所在地：山口県下関市大学町２丁目１番１号
ＴＥＬ：083-250-6162
E-MAIL：recurrent@shimonoseki-cu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/recurrent/

履修証明 ○

費　用

■履修証明制度による「履修生」
　60,000円
■すべての講義から自由に選択して受講する「聴講生」
　1回あたり1,500円
　（1,500×受講回数）

定　員
他の専門家養成
コースと合わせ
合計６０人程度

募集期間 R5.1.23-2.21 履修資格

■「履修生」
　高校卒業以上
■「聴講生」
　1もしくは２のどちらかを満たす者
　1. 高校卒業以上
　2. センターが定める受講資格審査によ
り受講を認められた者

選　考 書類選考

修了要件
全プログラムの履修
（科目群ごと）

講座内容
組織を構成する一人ひとりのパーソナリティとキャリアの関係の特徴を、科学的に把
握・分析することで、個人的又は組織的なキャリアマネジメントを行う専門家に必要な
知識・技能を育成する

実施期間
・回数等

■基礎科目群
　パーソナルマネジメント概論
　キャリアニーズ分析法
　キャリアニーズ分析演習

会　場
対面とオンラインのハイブリッドライブ型
■対面：下関市立大学及び同学サテライトキャンパス（下関市豊前田町）

実施機関 下関市立大学

講座名 パーソナルマネジメント専門家養成コース 分野 マネジメント
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 書類選考

備　考

■企業・団体等との連携により、派遣受講生を受け入れている。

■受講生及び修了生へのフォローアップとして、講義時間外においても、現職場での相
談や転職、復職相談、大学院等への進学相談、子育て相談などに対応している。

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：下関市立大学附属リカレント教育センター
所在地：山口県下関市大学町2丁目１番１号
ＴＥＬ：083-250-6162
E-MAIL：recurrent@shimonoseki-cu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/recurrent/

費　用

■履修証明制度による「履修生」
　60,000円
■すべての講義から自由に選択して受講する「聴講生」
　1回あたり1,500円
　（1,500×受講回数）

定　員
他の専門家養成
コースと合わせ
合計６０人程度

募集期間 R5.1.23-2.21 履修資格

■「履修生」
　高校卒業以上
■「聴講生」
　1もしくは２のどちらかを満たす者
　1. 高校卒業以上
　2. センターが定める受講資格審査によ
り受講を認められた者

履修証明 ○

実施機関 下関市立大学

講座内容
乳幼児教育の基礎から、乳幼児の概念形成の特徴を把握し才能を発掘するための分析能
力を習得し、乳幼児とのかかわり方のアドバイスを行う専門家に必要な知識・技能を育
成する

実施期間
・回数等

■基礎科目群
　乳幼児教育概論
　乳幼児教育の環境設計/コミュニケーション
　乳幼児教育ツール分析演習

会　場
対面とオンラインのハイブリッドライブ型
■対面：下関市立大学及び同学サテライトキャンパス（下関市豊前田町）

修了要件
全プログラムの履修
（科目群ごと）

講座名 子ども才能マネジメント専門家養成コース 分野 教育
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

講座名 旅館マネジメント専門家養成コース 分野 マネジメント

実施機関 下関市立大学

講座内容
旅館やホテルの宿泊業に関する基礎だけでなく、これからの社会を見据えた組織マネジ
メントやサービスのマネジメントのために必要な知識や技能を育成する

実施期間
・回数等

■基礎科目群
旅館学概論
旅館サービスマネジメント概論
旅館マネジメント実務

会　場
対面とオンラインのハイブリッドライブ型
■対面：下関市立大学及び同学サテライトキャンパス（下関市豊前田町）

修了要件
全プログラムの履修
（科目群ごと）

履修証明 ○

費　用

■履修証明制度による「履修生」
　60,000円
■すべての講義から自由に選択して受講する「聴講生」
　1回あたり1,500円
　（1,500×受講回数）

定　員
他の専門家養成
コースと合わせ
合計６０人程度

募集期間 R5.1.23-2.21 履修資格

■「履修生」
　高校卒業以上
■「聴講生」
　1もしくは２のどちらかを満たす者
　1. 高校卒業以上
　2. センターが定める受講資格審査によ
り受講を認められた者

選　考 書類選考

備　考
■企業・団体等との連携により、派遣受講生を受け入れている。
■産学連携により日本旅館協会と協働カリキュラムとなっている。

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：下関市立大学附属リカレント教育センター
所在地：山口県下関市大学町2丁目１－１
ＴＥＬ：083-250-6162
E-MAIL：recurrent@shimonoseki-cu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/recurrent/
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 書類選考

備　考 ■企業・団体等との連携により、派遣受講生を受け入れている。

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：下関市立大学附属リカレント教育センター
所在地：山口県下関市大学町2丁目１－１
ＴＥＬ：083-250-6162
E-MAIL：recurrent@shimonoseki-cu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/recurrent/

費　用

■履修証明制度による「履修生」
　60,000円
■すべての講義から自由に選択して受講する「聴講生」
　1回あたり1,500円
　（1,500×受講回数）

定　員
他の専門家養成
コースと合わせ
合計６０人程度

募集期間 R5.1.23-2.21 履修資格

■「履修生」
　高校卒業以上
■「聴講生」
　1もしくは２のどちらかを満たす者
　1. 高校卒業以上
　2. センターが定める受講資格審査によ
り受講を認められた者

会　場
対面とオンラインのハイブリッドライブ型
■対面：下関市立大学及び同学サテライトキャンパス（下関市豊前田町）

修了要件
全プログラムの履修
（科目群ごと）

履修証明 ○

実施機関 下関市立大学

講座内容
くじらや捕鯨の歴史や文化、水産経済学や鯨未利用部位を活用した製品化など、新たな
ビジネスチャンスや地域振興につなげる方策を理論的、実践的に学べるコース

実施期間
・回数等

■基礎科目群
　「くじら」と「捕鯨」概論
　「くじら」と「捕鯨」地域活性化概論
　「くじら」と「捕鯨」地域活性化演習

講座名 「くじら」と「捕鯨」の地域活性化専門家養成コース 分野 地域活性化
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考
科目等履修生の受入れもあり。開講している科目から必要な単位を修得し、特別支援学
校教諭の2種から１種への切替や領域の追加を行うための単位を修得することが可能。
（要：事前問合せ）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：入試部入試課
所在地：山口県下関市大学町２丁目１番１号
ＴＥＬ：083-254-8611
E-MAIL：nyugaku@shimonoseki-cu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.shimonoseki-cu.ac.jp

募集期間 R4.12.2-R5.1.20 履修資格
学士の学位を有し、かつ小学校、中学
校、高等学校又は幼稚園教諭のいずれか
の普通免許状を有する者。

選　考 面接（志願者の意欲・関心と入学意思の確認等。）

修了要件
１年以上在学し、所定の教育課程を履修し
３０単位以上修得した者

履修証明 —

費　用
■検定料：16,500円
■入学金：58,400円
■授業料：273,900円

定　員 10人

講座内容

特別支援学校を中心とした地域の教育現場において子どもが抱える個々の多様な実態及び教育的ニーズに対
して問題解決能力を発揮できる特別支援教育の専門家を養成する。
所定の単位を修得することにより、特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）授
与の所要資格を得ることができる。

実施期間
・回数等

１年課程

会　場
対面とオンラインのハイブリッドライブ型
■対面：下関市立大学及び同学サテライトキャンパス（下関市豊前田町）

講座名 特別支援教育特別専攻科 分野 教育

実施機関 下関市立大学
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 -

備　考
詳細はこちら
https://www.shunan-u.ac.jp/news/information/20230228-12572/

申込・問
い合わせ
先●●●

インターカルト日本語学校(東京)
担当：谷口
TEL：03-5816-5019

費　用
486,420円(税込)
（教材費別途）

定　員 -

募集期間 2022年3月18日(金)まで 履修資格 -

会　場
理論講座：インターカルト日本語学校のオンライン講座
教壇実習：周南公立大学

修了要件 - 履修証明 -

実施機関 周南公立大学

講座内容
インターカルト日本語学校と包括連携協定を締結し、山口県東部で唯一の文化庁届出受
理講座として日本語教師養成講座をスタート

実施期間
・回数等

420時間通信コース
通信(理論講座)：2023年4月から
通学(教壇実習)：2023年6月から

講座名 日本語教師養成プログラム 分野 国際
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 -

備　考
詳細はこちら
https://www.shunan-u.ac.jp/news/information/20230228-12576/

申込・問
い合わせ
先●●●

サンキウェルビィ株式会社
人事課養成講座 担当：下垣内
TEL：082-270-2266
FAX：082-270-2268

費　用 60,000円(税込) 定　員 20名

募集期間 2023年3月１0日(金)まで 履修資格 -

会　場
講義：サンキウェルビィ株式会社
演習：周南公立大学

修了要件 - 履修証明 -

実施機関 周南公立大学

講座内容 介護職に就きたい、家族の介護のために学びたい方向けの研修

実施期間
・回数等

実施期間：2023年4月から
通信：第1回～第7回（4～5月）
通学：第8回～第13回（6～7月）

講座名 介護職員初任者研修 分野 福祉
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考
詳細はこちら
https://www.shunan-u.ac.jp/news/event/20223227-11761/

申込・問
い合わせ
先●●●

【申込み先】
周南公立大学学務課
TEL：0834-28-5390
【問い合せ先】
周南公立大学地域共創センター　担当：守田
TEL：0834-28-5566

募集期間
2023年3月6日(月)から4月7日
(金)まで

履修資格 -

選　考 -

修了要件 4科目の単位取得 履修証明 ○

費　用
128,200円(税込)
（検定料9,800円込み）

定　員 10名

講座内容
履修証明プログラムとして、4科目をセットで履修し、これからの社会に必要であるプ
ログラミングや情報活用のスキルを学ぶ

実施期間
・回数等

前期（2023年4月〜8月）
①情報リテラシー、②コンピュータ概論
後期（2023年9月〜2024年2月）
③Python入門、④データサイエンス入門

会　場
科目①③④：オンデマンド授業で録画視聴
科目②：周南公立大学で対面授業

講座名 ITデータリテラシー入門講座 分野 情報

実施機関 周南公立大学
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 先着順

備　考
以下の講座を実施予定
①音楽　②造形　③英語　④体育

申込・問
い合わせ
先●●●

所属：山口学芸大学／山口芸術短期大学　教育保育支援センター
所在地：山口市小郡みらい町一丁目７－１
TEL:083-972-2880
E-MAIL：shien@y-gakugei.ac.jp
URL:　https://www.y-gakugei.ac.jp/collaboration/support/

費　用 1,000円 定　員
82名
（令和4年度）

募集期間 未定 履修資格 なし

会　場 山口学芸大学／山口芸術短期大学

修了要件 - 履修証明 -

実施機関 山口学芸大学／山口芸術短期大学

講座内容
山口県内の教育・保育現場のニーズに対応しながら教育情報を提供し、実践力の向上を
図るための講座（対象者：小学校・幼稚園・保育所の教育者及び教育・保育に興味関心
がある方）

実施期間
・回数等

令和５年8月（１回予定）

講座名 夏期講座 分野 保育・教育
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：地域共生センター
所在地：山口市桜畠３丁目２－１
ＴＥＬ：083-928-5622
E-MAIL：ypumanabi@yamaguchi-pu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.yamaguchi-pu.ac.jp/ca/oc/

募集期間
講座開催日の約１か月前から２週
間程度

履修資格
①看護師免許所有者
②看護師免許所有者
⑥看護師免許所有者

選　考 無

修了要件 無 履修証明 無

費　用 各5,000円 定　員

①40人
②50人
③110人
④30人
⑤110人
⑥110人
⑦110人
⑧15０人

講座内容
大学の専門性を活かして、教育、福祉、医療等の分野の専門職向けの研修を実施。専門
職のスキルを高めることで、地域の教育、福祉、医療の充実につながり、県民が安心し
て暮らせる地域づくりの一助となることを目指す。

実施期間
・回数等

①看護基礎教育における授業づくりのABC－はじめて授業を創るあなたへ：学修者の興
味関心が高まる授業のヒント－
令和5年4月15日（土）
②看護学臨地実習指導のABC－はじめて実習指導に携わるあなたへ：実習指導が楽しく
なるヒント－
令和5年4月23日（日）
③発達障害の理解と具体的な支援
令和5年8月10日（木）
④カウンセリングの理論とスキル
令和5年8月23日（水）
⑤未就学児施設向け感染対策研修
令和5年9月2日（土）
⑥医療施設向け感染対策研修
令和5年9月16日（土）
⑦高齢者保健福祉施設向け感染対策研修
令和5年10月7日（土）
⑧保育実践で出会う「気になる」子どもの理解と支援
令和5年8月18日（金）
※すべて１日のみの講習

会　場 山口県立大学

講座名 キャリアアップ研修 分野
教育・福祉・
医療

実施機関 山口県立大学
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 無

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：地域共生センター
所在地：山口市桜畠３丁目２－１
ＴＥＬ：083-928-5622
E-MAIL：ypumanabi@yamaguchi-pu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.yamaguchi-pu.ac.jp/ca/oc/

費　用 20,000円 定　員 30人

募集期間
R5.6中旬
～R5.8上旬

履修資格 高校卒業程度

会　場 山口県立大学

修了要件 修了レポートを提出し、合格した者 履修証明 無

実施機関 山口県立大学

講座内容
高まる介護ニーズを踏まえて、認知症の方やその家族を支える人材を育成。認知症の理
解、関連する制度・法の理解や認知症の予防など、地域で認知症を支えることについて
学ぶ。

実施期間
・回数等

８～９月（6日間集中）（予定）

講座名
桜の森アカデミー
認知症ケアリーダーコース

分野 健康
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：看護研修センター
所在地：山口市桜畠6丁目２－１
ＴＥＬ：083-933-1411
E-MAIL：kensyu@yamaguchi-pu.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.yamaguchi-pu.ac.jp/ca/nt/

募集期間
R5.10.2
～R5.10.31

履修資格

次の各項に定める要件をすべて満たしていること。
①高等学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、また
は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力が
あると認められた者
②日本国の看護師免許を有する者で、看護師免許を取得
後、通算5年以上の実務研修をしていること。
③通算3年以上、感染管理に関わる活動実績（感染対策委
員会、ICT、リンクナース会等）を有すること。
④感染予防・管理において自身が実施したケア等の改善実
績を1事例以上有すること。

選　考
筆記試験（専門科目・小論文）
面接試験

修了要件 指定する全ての科目を履修し、筆記試験等に合格した者 履修証明 有

費　用

①入学試験料17,000円
②入学料
県内生：35,000円
上記以外：70,500円
③授業料：580,000円
※書籍、実習交通費等別途必要経費あり

定　員 15人

講座内容
感染分野において熟練した知識を用いて、水準の高い看護実践ができる感染管理認定看
護師を育成し、看護専門職の向上、地域保健医療の質の向上に資することを目的とす
る。

実施期間
・回数等

４月～3月

会　場 山口県立大学、e-ラーニング、指定する医療機関

講座名
感染管理認定看護師教育課程（特定行為研修を組み込んでいる教
育課程）

分野 医療

実施機関 山口県立大学
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 無

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：子ども家庭ソーシャルワーク教育研究所
所在地：山口市桜畠6丁目２－１
ＴＥＬ：083-9２９-６２６６
E-MAIL：kinbe@yamaguchi-pu.ac.jp
ＵＲＬ：なし

費　用 無料 定　員 無

募集期間
R5.4.１
～R5.5.16

履修資格

無（対象者：保育所・幼稚園・認定こど
も園に勤務する保育者（保育士・幼稚園
教諭等）、児童発達支援センターに勤務
する保育士・児童相談員等、子ども家庭
支援に関心のある学生）

会　場 オンライン・オンデマンド配信

修了要件 無 履修証明 無

実施機関 山口県立大学

講座内容
保育学、発達心理学、教育学等の基本的な知識を学ぶとともに、保育現場で必要不可欠
なソーシャルワークの知識について学ぶ。

実施期間
・回数等

５月～3月

講座名 YPU保育者ステップアップセミナー 分野 教育・福祉
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校 実習教育センター
所在地：下関市永田本町2-7-1
ＴＥＬ：083-286-5111
E-MAIL：zenpan@fish-u.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.fish-u.ac.jp/

募集期間 随時 履修資格 無し

選　考 書類審査

修了要件 全プログラムの履修 履修証明 〇

費　用 ー 定　員 20名

講座内容
社会的要請の高い船舶4級5級海技士(航海)(機関)に関わる技能の向上に資する事を目的
とする。

実施期間
・回数等

令和4年度5回実施

会　場 水産大学校および付属練習船

講座名 4級5級海技士(航海)(機関)講習会 分野 教育

実施機関 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校および付属練習船
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 無

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：徳山工業高等専門学校総務課地域連携推進係
所在地：〒745-8585　周南市学園台
ＴＥＬ：0834-29-6399
E-MAIL：tiren@tokuyama.ac.jp
ＵＲＬ：http://technotokuyama.jp/academia/

費　用 — 定　員 未定

募集期間 未定 履修資格 無

会　場 未定

修了要件 — 履修証明 —

実施機関 徳山工業高等専門学校

講座内容
企業において現在必要とされる，または今後必要とされると想定される専門知識や技術
を習得・実習していただくため，専門的なセミナーを開催する。

実施期間
・回数等

未定（2回）

講座名
徳山高専テクノ・アカデミア主催
技術セミナー

分野 技術
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

　本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）
から受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、
厚労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等
教育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）
※単位を付与しない授業科目

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
 URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月～（団体：4月～9月、9月～
2月、6か月）

履修資格 無

選　考 無

修了要件 各講座ごと 履修証明 ○

費　用

■個人の場合
　1講座　8，000円（リテラシーレベル）、7,000円～9,000円（応
用・基礎レベル）、8,000円～16,000円（発展・専門レベル）
■団体の場合
　全講座40人まで　200,000円（5講座セット、リテラシーレベ
ル）、500,000円（3講座セット、応用基礎レベル）
　40人を超える毎に１人当たり５，０００円

定　員 無

講座内容
デジタル社会においてリテラシーとして求められる、数理・データサイエンス・AIの知
識を学べる講座。

実施期間
・回数等

■個人の場合
　受講期間：1年間
　（開始月はいつでも可。当該年度の開講期間終了まで。）
■団体の場合
　受講期間：6カ月
　（4月～9月または9月～2月）

会　場 インターネット

講座名
数理・データサイエンス・AI
（リテラシーレベル）、(応用基礎レベル）、（発展・専門）各講座 分野

データサイエ
ンス

実施機関 放送大学　山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学　山口学習センター

講座内容
本学が開講している特定の授業科目群を体系的に学び、学校教育法第105条に基づく、
「履修証明書」を発行する。受講生は、学生種毎に入学し受講する。修得した単位は、
本学の学士号取得の卒業要件にも参入される。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名 放送大学エキスパート　21プラン 分野 福祉　等
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容
介護予防や健康維持のため、中高年者・健常人に適切な運動実践を促す指導者を目指し
ます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ①健康福祉指導プラン 分野 福祉

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学山口学習センター

講座内容 福祉NPOや地域で活躍する人に求められる福祉や保険の知識、活動地見を高めます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名 ②福祉コーディネータプラン 分野 福祉
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容
個人・コミュニティ・組織など、社会の仕組みを科学的にプランニングする「社会生活
プランナー」を目指します。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ③社会生活企画プラン 分野 社会生活

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学山口学習センター

講座内容
心理学を包括的に理解するため、入門、初級から、さらにより高いレベルを目指しま
す。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名 ④心理学基礎プラン 分野 心理学

22/45



県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容 人と人との実践的かかわりに関する臨床心理学の基礎的知識の習得を目指します。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ⑤臨床心理学基礎プラン 分野 医療

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学山口学習センター

講座内容
ボランティア活動などの場において、異なる文化の人々と交流するためのコミュニケー
ション力を高めます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名 ⑥異文化コミュニケーションプラン 分野 文化
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容
宇宙・地球のことを学びながら、自然のシステム、社会・人文的システムの理解を深め
ます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ⑦宇宙・地球科学プラン 分野 社会生活

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学山口学習センター

講座内容 環境に関するあらゆる課題を科学的に検証し、持続可能社会のリーダーを目指します。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名 ⑧環境科学プラン 分野 環境
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容 美術館・演劇博物館などの活動を通じて、芸術文化の普及に貢献する人を育てます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ⑨芸術系博物館プラン 分野 文化

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学山口学習センター

講座内容
歴史や文化遺産についての知識を身につけ、地域や博物館などで活躍する人を育てま
す。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名 ⑩歴史系博物館プラン 分野 文化
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容
博物館学の一般的基礎に、自然科学の専門性も加え、自然系博物館の活動を支援する人
を育てます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ⑪自然系博物館プラン 分野 博物館

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学山口学習センター

講座内容
技術の基礎となる自然科学の科目、工学と社会のかかわり、社会の問題を学び、工学を
専門とする方が必須とする教養を身につけます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名 ⑫工学基礎プラン 分野 工学
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容 地域社会のさまざまな問題解決に主体的に取り組めるリーダーの育成を目指します。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ⑬地域貢献リーダー人材育成プラン 分野 市民活動

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学山口学習センター

講座内容
伝統的な日本文化について幅広く学び、日本に関心のある外国の方々に外国語で伝える
能力を身につけます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名
⑭日本文化を伝える国際ボランティア・ガイド（基礎力）養成プ
ラン

分野 文化
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容
学校、地域、子どもなどに関わる知識で学校支援活動や地域活動の要となるコーディ
ネーターを養成します。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ⑮学校地域連携コーディネータープラン 分野 教育

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

実施機関 放送大学山口学習センター

講座内容
数理・データサイエンス・AIが、現在の社会変化に深く寄与し、自らの生活とも密接に
結びついていることを理解することで、データサイエンスを仕事等の場で使いこなすた
めの基礎的要素を身につけます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

講座名 ⑯データサイエンスリテラシープラン（文部科学省認定） 分野
データサイエ
ンス
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）か
ら受講できます。また、働きながら大卒資格や他の学士号取得（看護学士）等可能、厚
労省関係の看護師の特定行為研修に必要な授業科目、教員の教員免許更新講習等高等教
育について、国民の皆様へ修学機会の提供を行う大学です。（文部省、総務省所管）

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（学習センターへお問い合わせ下
さい）

履修資格

学位取得を目指す全科履修生は、18歳以
上で大学入学資格を有している方と同等
な能力を有す方。選科履修生及び科目履
修生は、満15歳以上、いずれも日本国内
に居住の方

選　考 全科履修生のみ書類審査（資格）

修了要件 プラン毎の要件に基づき履修 履修証明 ○

費　用
1科目あたり11,000円＋入学料（学生種による。テキスト
代も含む）

定　員 無

講座内容
データ駆動型社会においてデータサイエンスを学ぶことの意義を理解することにより、
分析目的に応じた適切なデータ分析手法の選択や、データ可視化手法の選択などができ
るようになるための知識を身につけます。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導の提出が必須、その後単位認定試験を受験）

会　場
BSTV（R）放送、インターネット配信（BSに加入していればTV（R）無料視聴も可
能、学生になればインターネット視聴でも可）

講座名 ⑰データサイエンスアドバンスプラン（文部科学省認定） 分野
データサイエ
ンス

実施機関 放送大学山口学習センター
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 修士全科生のみ試験があります。

備　考

本学の授業科目は、事業体毎に、必要な研修や教育に、1科目（テキスト代を含む）から受講できます。◎本学で開講する特定行為研修科
目の単位を全て修得することにより、「共通科目」のうち「講義」・「演習」部分のみを修了することができます。◎本学は指定研修機関
の申請予定はありません。また、本学では、「共通科目」のうち「実習」部分については開講しておりません。「共通科目」のうち「実
習」部分についての詳細は指定研修機関にお問い合わせください。なお、本学で開講する特定行為研修科目は受講予定の指定研修機関の認
定が必要であること及び新基準で履修する場合は、指定研修機関が新基準での研修に変更又は変更予定の確認が必要であるため、必ず事前
に指定研修機関に確認してください。参考：山口県における指定研修機関は、綜合病院　山口赤十字病院、医療法人茜会　ウエストジャパ
ン看護専門学校、国立大学法人山口大学医学部附属病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院、公立大学法人山口
県立大学、独立行政法人国立病院機構関門医療センターです。（令和3年3月現在厚生労働省資料）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087753.html

申込・問
い合わせ
先●●●

所　属：山口学習センター
所在地：〒753-0841　山口市吉田1677-1 （山口大学吉田キャンパス内）
TEL： 083-928-2501　　FAX： 083-928-2503
E-MAIL：yamasc35@ouj.ac.jp
 URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/

費　用
1単位：11,000円または22,000円×7単位　＋入学料
（学生種毎：修士科目生14,000円、修士選科生18,000
円、修士全科生48,000円）

定　員 無

募集期間
4月と10月受講開始、年2回募集
（修士全科生のみ入学時期が年1
回）

履修資格
出願時、満18歳以上である方で日本国内
居住であること。看護師免許を持つ人

会　場 インターネット配信

修了要件
科目ごとに決められた期間に課題（選択式問題、レポート、ディス
カッション等）で成績評価を行う。6科目7単位（大学院科目）

履修証明 —

実施機関 放送大学　山口学習センター

講座内容
看護師が手順書により特定行為を行うために特に必要とされる実践的な理解力・思考力
及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修です。

実施期間
・回数等

4月と10月開始、年2回受講可能、4月から7月、10月から1月（平均15回の授業の受
講と通信指導等の提出が必須）

講座名
看護師の特定行為研修
共通科目「講義」・「演習」部分のみ

分野 看護
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

山口大学理学部地球圏システム科学科　坂口有人（arito@yamaguchi-u.ac.jp)

講座名 山口大学地質講習会（CPD）講習会2023　（講演会） 分野 地質学

実施機関 山口大学理学部附属地質技術者教育センター／山口大学理学部地球圏システム科学科

講座内容
国家資格「技術士」や「地質調査技士」の資格取得者に義務づけられている技術者継続
教育（CPD）に対応した講習会．地質学に関する最近のトピックスなど地質技術の向上
を目指した講演会．

実施期間
・回数等

2023年6月5日（1回）（対面式）
2023年7月1日から8月31日（オンライン）

会　場
山口市吉田1677-1
山口大学吉田キャンパス大学会館

修了要件 受講すること 履修証明CPD単位証明書

費　用 5000円 定　員
対面式50名，
オンライン式定
員なし

募集期間 2023年4月から5月20日 履修資格 地質技術者等

選　考 なし

37/45



県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

費　用 10000円 定　員 30名

募集期間 2023年4月から5月20日 履修資格 地質技術者等

選　考 なし

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

山口大学理学部地球圏システム科学科　坂口有人（arito@yamaguchi-u.ac.jp)

講座名 山口大学地質講習会（CPD）講習会2023　（地質巡検） 分野 地質学

実施機関 山口大学理学部附属地質技術者教育センター／山口大学理学部地球圏システム科学科

講座内容
国家資格「技術士」や「地質調査技士」の資格取得者に義務づけられている技術者継続
教育（CPD）に対応した講習会．典型的な地質が見られる現場にて討論する実習型の講
習会．

実施期間
・回数等

2023年6月6日（1回）（対面式）

会　場 福岡県北九州市および山口県山陽小野田市における野外実習

修了要件 受講すること 履修証明CPD単位証明書
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

定　員 10名

募集期間 2023年4月から4月20日 履修資格
JABEEプログラム修了者もしくは技術士
一次合格者

選　考 なし

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

山口大学理学部地球圏システム科学科　坂口有人（arito@yamaguchi-u.ac.jp)

講座名 地質技術者向け　技術士（応用理学）二次試験対策講座2023 分野 地質学

実施機関 山口大学理学部附属地質技術者教育センター／山口大学理学部地球圏システム科学科

講座内容 国家資格「技術士」の取得を目指す地質技術者のための二次試験向けの講習会．

実施期間
・回数等

2023年5月1日から12月31日（15回）（対面式）

会　場
山口市吉田1677-1
山口大学吉田キャンパス

修了要件 受講すること 履修証明CPD単位証明書

費　用 100000円
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県内高等教育機関リカレント教育プログラム　個票

選　考 なし

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

山口大学理学部地球圏システム科学科　坂口有人（arito@yamaguchi-u.ac.jp)

講座内容
野外における地質調査，地質図と断面図の作成技術を学ぶ実習形式の講習会．室内にお
ける実習と野外での調査から成る．

実施期間
・回数等

2023年5月（1回）（対面式）

会　場 山口県美祢市大嶺

修了要件 受講すること 履修証明CPD単位証明書

費　用 60000円 定　員 10名

募集期間 2023年4月から5月20日 履修資格 地質技術者等

講座名 地質調査野外講習会2023 分野 地質学

実施機関 山口大学理学部附属地質技術者教育センター／山口大学理学部地球圏システム科学科
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申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：山口大学情報・データ科学教育センター
所在地：山口市吉田1677-1
ＴＥＬ：08-933-5032
E-MAIL：ga110@yamaguchi-u.ac.jp
ＵＲＬ：https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/

講座名 データサイエンス講座：マスター講座 分野
データサイエ
ンス

実施機関 山口大学

講座内容
企業内外のデータを迅速かつ高度に分析・解析することで、マーケティングの強化や生
産性の向上等に繋げる「データサイエンス」に必要な数理的思考とデータ分析能力を習
得する。

実施期間
・回数等

30回

会　場 オンライン

修了要件 出席状況，課題提出状況等を担当教員が総合的に評価し判定する。 履修証明 ○

費　用 120,000円 定　員 20人

募集期間 未定 履修資格 高校卒業以上

選　考 書類選考

備　考
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費　用 1２,000円/単位 定　員 50人

募集期間

前期入学：
2023年1月12日 ～ 2023年2
月17日まで

後期入学：
2023年3月1日 ～ 2023年7月
31日まで

履修資格 高校卒業以上

選　考 書類審査

備　考

特色
以下のものが身に付けられます

・知的財産全般の基礎知識と初歩的実務対応技能
・知的財産情報の検索技術から情報分析に必要な入門知識と技能
・マネジメントに必ついての必要な入門的知識と技能
・知的財産教育に係る基礎知識

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：山口大学学術研究部産学連携課産学連携係
所在地：山口県宇部市常盤台2-16-1
ＴＥＬ：0836-85-9961
E-MAIL：sh052@yamaguchi-u.ac.jp
ＵＲＬ：https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?page_id=2466

講座名 山口大学知財教育プログラム 分野 知財

実施機関 山口大学

講座内容

高校や大学において知財教育を修得する機会が少なく，企業において知的財産（技術，ブランド
等）を活用して効果的にビジネス展開に結び付けることのできる人材育成や知的財産教育に携わ
る人材育成，日々の企業活動や個人のくらしの中においても必要とされる，知的財産に係る一定
の知財知識とスキルを身に付けることを目的とする。

実施期間
・回数等

（必修科目）
・知的財産入門　　　　　　　　　R５（１単位）
（選択必修科目）
・著作権法　　　　　　　　　　　R５（１単位）
・特許法　　　　　　　　　　　　R５（１単位）
・意匠法　　　　　　　　　　　　R５（1単位）
・商標法　　　　　　　　　　　　R５（1単位）
・不正競争防止法　　　　　　　　R５（1単位）
・種苗法　　　　　　　　　　　　R5（１単位）
・標準化と知的財産　　　　　　　R５（1単位）
・農業と知的財産　　　　　　　　R5（１単位）
・コンテンツ産業と知的財産　　　R5（２単位）
・ものづくりと知的財産　　　　　R５（2単位）
・知財情報の分析と活用　　　　　R５（2単位）
・知的財産管理論　　　　　　　　R5（１単位）
・教育現場における知的財産入門　R5（１単位）

会　場 山口大学またはオンライン

修了要件
必修科目１単位＋
選択必修科目７単位以上

履修証明 ○
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講座名 特別講座「実用講座　真空技術の基礎と応用」 分野 真空技術

実施機関 山口大学

講座内容
各種製造産業の基盤技術である真空技術の基礎講座と演習を行うことで、真空科学技術
について習得する。これを習得することで、製造現場の生産技術の向上や新規製品の開
発に役立つ。

募集期間
R5.4.1～R5.6.23
出張講座は随時

履修資格 無

選　考 無

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：山口大学工学部総務企画課
所在地：宇部市常盤台2-16-1
ＴＥＬ：0836-85-9030
E-MAIL：shinku@yamaguchi-u.ac.jp
ＵＲＬ：http://www.vacuum.eng.yamaguchi-u.ac.jp/

実施期間
・回数等

・講義  R5.6.30～R5.7. 1（8回）
・演習  R5.7.  7～R5.7. 8（8回）
※日程は予定
※出張講義も引き受けますので、ご相談下さい。

会　場
講義・演習・実習：山口大学工学部
出張講義：要請の地域(企業)またはオンライン

修了要件
全講義の履修
講義・演習・実習の分割履修は可能

履修証明 無

費　用
講義：32,000円
演習：26,400円 定　員 10人
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講座名 馬救急医療実践力育成プログラム 分野 獣医学

実施機関 山口大学

講座内容
獣医師免許取得者を対象として、馬救急医療を学修し、Hands-on臨床実習やグループ
ディスカッションを実施することにより、救急医療実践力並びに早期診断能力を得るこ
とを目指す。

実施期間
・回数等

・事前自己学習（e-ラーニング）（40時間）
・集中実習（40時間）
・グループディスカッション（10時間）
・症例ディスカッション（10時間）
・レポート作成（20時間）

会　場 山口大学またはオンライン

修了要件
出席状況、試験の成績並びにプレゼンテーション及びレポートの内
容 等を担当教員において総合的に評価し、合否を判定する。

履修証明 ○

費　用 120,000円 定　員 10人

募集期間 R4.12.1 ～ R5.2.28 履修資格
・本学学則第42条に規定する本学への入
学資格を有する者
・獣医師免許を有する者

選　考 書類審査

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：山口大学共同獣医学部学務係
所在地：山口市吉田１６７７－１
ＴＥＬ：０８３－９３３－５８０８
E-MAIL：vegakumu@yamaguchi-u.ac.jp
ＵＲＬ：http://www.vet.yamaguchi-u.ac.jp/umaprogram/
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選　考 書類審査

備　考

申込・問
い合わせ
先●●●

所   属：山口大学共同獣医学部学務係
所在地：山口市吉田１６７７－１
ＴＥＬ：０８３－９３３－５８０８
E-MAIL：vegakumu@yamaguchi-u.ac.jp
ＵＲＬ：http://www.vet.yamaguchi-u.ac.jp/umaprogram/index02.html

分野 獣医学

実施機関 山口大学

講座内容
馬飼養管理に関わる社会人を対象として、馬学を学修し、Hands-on実習やグループ
ディスカッションを実施することにより、馬予防医学実践力を得ることを目指す。

実施期間
・回数等

・事前自己学習（e-ラーニング）（50時間）
・集中実習（8時間）
・グループディスカッション（2時間）

講座名 馬予防医学実践力育成プログラム

募集期間 R4.12.1 ～ R5.2.28 履修資格
・本学学則第42条に規定する本学への入
学資格を有する者

会　場 山口大学またはオンライン

修了要件
出席状況、試験の成績並びにプレゼンテーション及びレポートの内
容 等を担当教員において総合的に評価し、合否を判定する。

履修証明 ○

費　用 60,000円 定　員 10人
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