


コースⅠ, 
31名

コースⅡ, 
14名

コースⅢ, 
66名

コース
Ⅳ, 16
名

コースの内訳

通常募集 追加募集(※7月)

基礎科目群 基礎科目群

Ⅰインクルーシブ教育専門家養成コース 29名 2名

Ⅱパーソナルマネジメント専門家養成コース 11 名 3名

Ⅲ子ども才能マネジメント専門家養成コース 65名 1名

Ⅳ旅館マネジメント専門家養成コース 15名 1名

合計 127 名

受講生…「履修生」及び「聴講生」、「一部聴講生」を含む、本リカレント教育センターの講義を受けたすべての人を指します。

履修生, 

120名

聴講生

(一部聴講含む),

7名

受講形態の内訳



～29歳, 26名, 

20.5%

30～39歳, 

23名, 

18.1%
40～49歳, 

45名, 

35.4%

50～59歳, 

23名, 

18.1%

60歳～, 10名, 

7.9%

受講生の年代

中国, 

59名, 

46.5%

九州, 18名, 

14.2%

関東, 36名, 

28.3%

近畿, 12名, 9.4%

北海道, 2名, 1.6%

受講生の居住地（地方別）

 19歳から68歳までの幅広い年齢
層が受講。

 特に30代と40代があわせて約
53.5％と半数以上。

 北海道から沖縄まで16都道府県
の、全国5地方から受講。

 中国地方の内訳は、広島14名と
山口42名で、うち下関市内在住
の受講生は29名(全体の22.83％)。



対面, 16名, 

12.6%

オンライン, 

111名, 

87.4%

受講方法

 新型コロナウイルスの感染拡大
防止対策を徹底し、対面とオン
ラインのハイブリッド型で開講。

 コロナの影響で90%近い方がオ
ンライン受講

- オンラインは同時双方向型で行っ
たため、対面で開講される同時刻
に参加し受講しました。

- Microsoft Teams®を使用してい
ます。

- 複数名でチームを組んでの話し合
いもオンライン上で行い、発表す
ることで学びあいました。

- 対面は本学教室及びサテライト
キャンパス(海峡メッセ)で、開
講しました。

- 仕事や家庭の都合による、一時
的なオンライン受講にも対応し
ました。

- コースによっては、オンライン
受講生とチームを組んで話し合
いをし、発表をしました。

対面, 
16名, 
12.6%



１ 講義内容について

２ オンライン講義について

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講師は受講生の質問や疑問に分かりやすく応えられていた

講師の声や話し方は聞き取りやすかった

授業の進め方は受講生の反応などに寄り添っていた

配布資料や映像資料などは分かりやすかった

質問や疑問などを発言しやすい雰囲気だった

講義に集中できる学習環境だった

講義名から受けたいと思っていた内容が学習できた

理論的な話や専門用語などの理解は促された

実践的な内容は普段の仕事の参考になるものだった

全体を通して多くの学びが得られた

誰かにこのプログラムを紹介したいと思った

選択したコース以外のプログラムを受講したいと思った

受講料の設定は妥当であった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

十分に講義に参加できたと思う

講師の声は十分に聞き取れた

共有画面の使い方は適切だった

全体的にオンラインでの講義に満足している

オンデマンドでの講義が配信されたら受講したい

とてもそう思う そう思う どちらでもない そうは思わない 全く思わない
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※1名対面のため回答なし
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0 5 10 15 20 25

自分の現職でのキャリ形成・キャリアアップのため

学校や保育所等での教育・保育のため

会社での組織マネジメントのため

自分の知的好奇心のため

会社での社員教育のため

自分の子育て・ライフマネジメントのため

自分のセカンドライフのため

会社での人事業務のため

自分の研究のため

学校や保育所等での進路指導のため

自分の転職（予定含む）のため

その他

受講前：受講の動機

受講後：学びの活かし方

３ 受講の動機 と 受講後の学びの活かし方について
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＜Ⅰインクルーシブ教育専門家養成コース＞

 学校現場や、教育現場に寄り添った講義内容や講師の方々の分かりやすい指導のおかげで、全体への理解が共有出来
ていたのかなと思います。 オンライン講義も、準備や接続など色々大変だと思います。今年1年間、学ばせていただ
きありがとうございました。

 学校教育現場に従事していませんので、どこまで使えるかはわかりませんが、ひとつの学びとしてよい勉強をさせて
いただきました。ありがとうございました。

＜Ⅱパーソナルマネジメント専門家養成コース＞

 今フリーで子育て講座やステップファミリー支援のサポートをしています。リカレントで学んだことからも、自己理
解他者理解で自分も他者も大事にしながら、より良い人間関係づくりができ、共存共栄していけるために、もっと早
くから知っておきたかったことが沢山でてきています。こういったことを今後は仕事として伝える側になれたり、携
われる方法がないか模索しています。特別な資格は何も持っていません。



＜Ⅲ子ども才能マネジメント専門家養成コース＞

 最初は全く現場経験のない私と施設長の方や保育士を何年もされている方々が一緒に学んでいくことは難しいと思い、
心配でしたが、講師の先生方や受講されている方々が一緒に課題に向き合い意見を共有したり、一緒に考えたりして
くれたので、安心して講座に取り組むことができました。今まで知らなかったことや、大学で学んできたことをもっ
と詳しく学ぶことができたので、とても実りのある充実した時間になったと思います。ありがとうございました。学
びが深まってくると、園にて保育内容を考える時に、概念形成の所からねらいをしっかりと持ち、設定し考えるよう
になり、質の高い保育になったと思います。

 約1年間、あっという間の講義でした。初めての分析演習の時はくじけそうになりましたが、先生方の優しい言葉か
けやアドバイスのおかげで何とか頑張れました。特に最終日は学生さんの若さ、弾ける明るさにこちらも元気を頂き
ました。保育業界がもっと待遇良くなってと願います。直接、ご挨拶も出来ませんでしたが、本当に有難う御座いま
した。

<Ⅳ旅館マネジメント専門家養成コース>

 大変面白かったです。ありがとうございました。

 最終回で話題になりましたが、現地視察など、年に１回くらい皆さんと直接お会いできる学びの機会もあると広がり
があるかと思いました。



【オンライン授業の良かった点】

 やはり遠くまで足を運ばなくとも受講できるところが魅力です。（インクルーシブ教育専門家養成コース）

 グループに分かれて、課題について意見交換をしたりまとめができたことが良かったです。 （インクルーシブ教育専
門家養成コース）

 画面共有や、資料を共有できるのが良かった（パーソナルマネジメント専門家養成コース）

 仕事の合間に参加できよかった。（旅館マネジメント専門家養成コース）

【オンライン授業の改善点】：次年度からの講義改善に参考にさせていただきます。

 生徒同士のコミュニケーションがあまりなかったのが寂しかった。一度はみんなで集まってお話するような機会もあれ
ばよかったなと思った。（インクルーシブ教育専門家養成コース）

 対面もオンラインもどちらも経験しました。対面というよりオンラインよりな受講のような気がしました。なので中盤
から後半はオンライン参加をしました。（インクルーシブ教育専門家養成コース）

 現地受講生の様子や音声を先生方と別で設けられていると、オンラインと集合の壁が薄くなると感じました。 （イン
クルーシブ教育専門家養成コース）

 家でもどこでも受けれるのは、とてもありがたいことですが、少しの聞き取りが抜けることや、疑問に思ったことをす
ぐに先生に聞きずらい。（インクルーシブ教育専門家養成コース）



【オンライン授業の改善点】：次年度からの講義改善に参考にさせていただきます。

 全体的には対面と差がないよう配慮されていた。しかし、授業と授業の合間の雑談などができるわけでもなく、講師と
の距離感は対面の方が近いと思う。（パーソナルマネジメント専門家養成コース）

 パソコン等に疎く、入室出来ない時が何度かあり何となく淋しいような悔しいような気分になってしまう事もありまし
た。何処に連絡したらよいかなど常に表示やアナウンスがあればなぁ…（実はあってもこちらが分かってないかもしれ
ませんね。）コメントに気づいて下さった時もあり、全体的には申し分ないです。（子ども才能マネジメント専門家養
成コース）

 受講後の資料共有は希望です。（旅館マネジメント専門家養成コース）


