「平成 29 年度コミュニテイ・カレッジアンケート内容及び回答」
この度、受講の皆様には貴重なご意見を賜りお礼申し上げます。
ご意見をまとめ（一部抜粋）下記に回答させていただきます。
＜講座の内容＞
Ｑ１ 受講だけでなく、俳句講座など作ることもおもしろいかも。
（文学講座）
Ｑ２ 色々なテーマの寄せ集めでなく、5 講座を通じた統一テーマで行えばよい。
（文学講座）
Ｑ３ コミュニテイ・カレッジは文学・歴史・経済を始め学びの全ての分野や、県政全般に
ついての講座があり、素晴らしいと感じますが、聴く側になってみると講師をされる
（人物）そのものに魅力を感じます。（歴史講座）
Ｑ４ 歴史講座の中で今後も郷土に根ざした人物、事柄に視点をおいてほしい。
（歴史講座）
Ｑ５ 日本の古代史、神話などを取り上げて欲しい（古事記、日本書紀）（歴史講座）
Ｑ６ 大河ドラマに沿った人物等を詳細に取り上げてほしい。歴史人物の裏話等も聞かせて
ほしい。
（歴史講座）
Ｑ７ 税金や社会保障等の分野も取り入れたらよいと思う。（現代社会講座Ⅰ）
Ｑ８ 動植物の生態を理解するために、学習センター近辺で観察する機会があるテーマを取
り上げて欲しい。（自然・科学講座）
Ｑ９ 土木建築に関する講座も設けてほしい。宮大工とかを講師に招いて欲しい。（愛媛の
文学・歴史講座）
Ｑ10 江戸時代に興味あり。
（文学、歴史ともに）（愛媛の文学・歴史講座）
Ｑ11 地震関係（断層、対策、原発など）の講義をしてほしい。
（愛媛の研究機関講座）
Ｑ12 “ＨＵＧ”の講座はもっと時間・回数をかけて実施してください。また、実施後に避
難所運営についての座学があればと思います。（くらしの安全・安心講座）
Ｑ13 各分野の新しい情報を伝えていただきたい。
（なるほど県政講座）
Ｑ14 知識を与えて頂くより、実践を伴うものの方がよいと思う。予防を教えてほしい。
（健
康・福祉・介護講座）
Ｑ15 テーマにより、内容を理解できない場合があるので、2～3 回に分けてゆっくり説明い
ただければありがたいと思う。
（役に立つがん講座）
Ｑ16 家庭菜園に関する講座があればいい。
（役に立つがん講座）
Ｑ17 なんでもない身近なものにすごいものを感じました。これからももっと実験を増やし
てほしい。
（自然・科学講座）
Ｑ18 外国の方をお招きしての講座は大変興味深く、学ばせていただいた国への関心が高ま
りました。また、外国での色々な経験をお聞きしとてもよかったです。毎回講座を楽
しみにしておりました。
（国際理解講座）
Ｑ19 通信機器に関連する生活上の諸関係の知識などの講座があればと思います。（東予、
放送県民）

Ｑ20 西条市の地形、地質の特徴などについての講座を開いてほしい。（東予、ふるさとお
もしろ講座）
Ｑ21 古代歴史に興味があります。斉明天皇、特に熱田津について知りたい。（東予、歴史
講座）
Ｑ22 食品添加物について知りたい。
（南予、くらしの安全安心講座）
Ｑ23 南予地方における海運の歴史などもカリキュラムにしていただければうれしいです。
（八幡浜⇔大阪、別府など）（南予、歴史講座）
Ｑ24 県外（特に四国内）の博物館の方にお願いするのはいかがでしょうか。高知、香川、
徳島更には広島、山口、大分などのお話も聞いてみたいです。
（南予、愛媛の博物館・
研究機関講座）
Ｑ25 歴史（戦国）を希望。（南予、愛媛の博物館・研究機関講座）

他

＜回答＞
：講座内容に関しまして、様々なご意見ありごとうございました。
すべてのご意見に早々の対応は、難しいところでございますが、ご意見を参考に、今後
お願いできる講師の先生方への参考とさせていただきます。
：Ｑ6 のご意見では次年度「歴史講座」
「ふるさとの森林講座」で、西郷隆盛に関する講座
がございます。
：Ｑ11 の地震関係の講座では、次年度「くらしの安全・安心講座」で、取りあげます
：Ｑ14 の「健康・福祉・介護講座」でのご意見の、実践を伴う予防などを教えてほしいに
関しましては、次年度の「健康・福祉・介護講座」の共同企画は介護予防講座をテーマ
に行います。
：学習センターでは、センター以外で開催される様々な生涯学習情報を、当センターホー
ムページでご案内しております。是非ご覧ください。
＜開催時間・日程など＞
Ｑ１ 交通手段がバスなので、13：20～15：20 に変更になり最後まで講義が聞けて助かり
ました。
（文学講座）
Ｑ２ 平日の夜間講座があれば（18：00 頃～）、仕事の帰りに受講できるのですが、検討い
ただければ。
（文学講座）
Ｑ３ 今回の午後の講座のように、バスの便と講座開始時間を調整していただけますとあり
がたいです。
今のバス便では、午前の講座も 10：10 からにしていただけますよう。（歴史講座）
Ｑ４ 午後の開始時間を 13：20→13：30 にもどしてほしい。
（現代社会講座Ⅰ）
Ｑ５ 個人的には午後の方が楽でよい。午前なら 11:00～12：30 とか、10：30～12：30 く
らいだと行きやすい。（国際理解講座）

Ｑ６ コミカレの開催時期を前期（4～9 月）、後期（10 月～3 月）のようにして、連続的に
行ってほしい。
（愛媛の文学・歴史講座）
Ｑ７ 「最新医療講座」が 13：30 からなので、揃えてほしい。（愛媛の風土・文化財講座）
Ｑ８ もっと回数を多く受講したい。
（愛媛の埋蔵文化財講座）
Ｑ９ 年末年始は開催日をなくしてほしい。
（最新医療講座）
Ｑ10 開催時刻を早くして、17 時頃までには終了してほしい。午後 1 時からの開催でもよ
い。
（放送県民）
Ｑ11 明るい時間帯にお願いできればと思います。
（放送県民大学）
Ｑ12 講座と講座との間隔が長いので、講座があるのを忘れてしまう。
（東予、歴史講座）
Ｑ13 日曜日はなるべく講座を入れないでください。
（愛媛の博物館・研究機関講座）
Ｑ14 講座から講座の間を２ヶ月に 1 回か、１ヶ月に１回にして下さい。間が長いと忘れる。
（南予、ふるさとおもしろ講座）
Ｑ15 講座の開講日を間をあけずに 1 ヶ月ごとに出来ないか。
（南予、くらしの安全・安心
講座）
Ｑ16 1 つの講座で受講日を増やしてもよいと思う。（南予、くらしの安全・安心講座）
Ｑ17 講座を受ける日の間隔があきすぎるように思い、
「ふっ」と忘れてしまいそうでした。
（南予、歴史講座）
Ｑ18 回数を増やして 6 回くらいに。
（南予、愛媛の博物館・研究機関講座）
Ｑ19 申込時期が早かったので、当初予定の項目を聞くことができなかった。申し込みを２
回程に分けてもらいたい。(南予、歴史講座)

他

<回答＞
：Ｑ1,3,4,7 開講時間について、様々なご意見ありがとうございます。中予では、今年度よ
り午後の講座の開講時間を 10 分早め 13：20 から行いました（最新医療講座を除く）
様々なご意見がございますが、アンケート結果では時間変更して良かったとのご意見を
85％以上（どちらでもかまわないの回答を含む）いただきましたので、次年度も同様の
開始時間で行う予定です。最新医療講座、午前の講座の開始時間も次年度も同様で行う
予定です。Ｑ10,11 放送県民大学（中予）における講座時間につきましても、次年度も同
様で行う予定です。ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
：Ｑ12～15 ,17 日程の設定に関しましては、できるだけ講座での日程が空かない様、努力
はしておりますが、会場の空き状況、講師の方の予定等の関係上、どうしても日程が空
く場合がございます。ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
＜ふるさとおもしろ講座及び現地学習＞
Ｑ1 座学だけでなく、現地集合等において、実物を見ながらの学習の機会を出来るだけ
増やしてほしい。（愛媛の博物館講座・東予、歴史講座 他）

Ｑ2 現地学習会、朝 8 時出発は、バスで行けないので（運行していない）市役所に立ち
寄ってくれたらありがたいです。(ふるさとおもしろ講座)
Ｑ3 現地学習会の日程が、募集時から変更され参加できなくなりました。元の日程に合
わせて自分の日程（公的な）を組んでいたので、誠に残念でした。(ふるさとおもしろ
講座)
Ｑ4 東予版ならば、東予地区の項目のみでよいのでは？(東予、ふるさとおもしろ講座)
Ｑ5 「昭和の西予市のくらしと産業」を取り入れていただけたらと思います。(南予、ふ
るさとおもしろ講座)

他

<回答＞
：
「ふるさとおもしろ講座」は地域学の魅力や調査方法を学ぶ講座であるため、現地学習
を取り入れています。前年度の「愛媛の博物館講座」は愛媛県美術館にて、
「愛媛の研
究機関講座」は愛媛県農林水産研究所花き研究指導室において、現地学習の講座を開
催いたしました。今年度も同様で予定しております。
：Ｑ2 について、現状現地学習会の行程上、市内中心部に立寄りは難しいと考えます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
：Ｑ4 について、受講者の方からは、地域以外の市、町のことを学べてよかったとのご意
見もございます。これらのご意見も踏まえまして実施して参りたいと考えております
ので今後ともよろしくお願いいたします。
：Ｑ5 について、今年度のふるさとおもしろ講座「昭和のくらしと産業」は、西予市と
松前町について行います。是非ご参加ください。
＜他希望講座＞
Ｑ1 受講だけでなく、俳句講座など作ることも面白いかも。(文学講座)
Ｑ2 手話講座や中国語講座があればいいと思う。法律関係の講座も増やしてほしい(現代社
会講座Ⅱ)
Ｑ3 年配の者も使えるスマホ、セキュリティなどの関連講座も計画されるとよい。
（特にＳ
ＩＭフリー）(東予、ふるさとおもしろ講座)
Ｑ4 パソコン教室を開いてほしいと思う。(東予、健康・福祉・介護講座)

他

＜回答＞
：ご意見ありがとうございます。コミュニテイ・カレッジは、県からの委託を受けて、社
会教育のための体系的な講座を無料で実施しているため講座テーマが限定されます。
当センターの自主事業である「YuYu カレッジ」で、有料ではございますが、中国語講座
他、音楽・趣味と暮らし関係講座、シニア向けスマートフォン講座（無料）などを開催
しております。

パソコン教室も NPO 法人との協働企画で開催しておりますが、現在は、自主事業、協働
事業ともに愛媛県生涯学習センターでの実施となっております。
<その他＞
Ｑ１高齢者用駐車場への駐車は、
「高齢者マーク」をつけている車に限定してはどうか。
（歴
史講座）
Ｑ２愛媛人物博物館の企画展は、毎回立派な展示をされており、楽しみにしています。た
だ残念ながら入場者が少ない。県下の幼稚園や小学校に教育として参観を勧めてはど
うでしょうか。(現代社会講座Ⅱ・愛媛の文学・歴史講座 他)
Ｑ３皆勤賞の賞状は不要で、今後は受講カードに花マルスタンプだけでよいと思います。
（愛媛の文学・歴史講座）
Ｑ４大研修室のスクリーンぐらいは、時代に対応してもう少し大きなサイズのものに取り
替えた方がよいのではないか。(国際理解講座・自然科学講座)
Ｑ５プロジェクターを天井に固定し、正面のスクリーンをもう少し大きくしてほしい。(自
然科学講座)
Ｑ６受講生の多い講座（100 名近くが参加する講座）は、内容を分けて 2 つにする等の検討
をして欲しい。(愛媛の研究機関講座)
Ｑ７トイレを洋式に（愛媛の博物館講座 他）
Ｑ８全講座受講者カードの提出場所を同じところにしてください。
（愛媛の埋蔵文化財講座）
Ｑ９コミュニティ・カレッジの資料を郵送してほしい。(ふるさとの森林講座)
Ｑ10 宣伝、掲示等をわかりやすく、どの場所でも見れるよう配慮してください。(最新医療
講座 他)
Ｑ11 講義のあと 15 分くらい質問時間を講師の方と相談して設けてください。個々に質問
するより、皆で聞いてより内容を豊富にと思う(最新医療講座 他)
Ｑ12 電気を消すのは、最前列のみにしてほしい。半分消灯すると手元が見えにくい。
(役に立つがん講座)
Ｑ13 座席に余裕があるようなので座席をコの字型にして、講師の先生の方だけを見るので
はなく,皆がお互いを視野に入れる形にしたらと思う。
(東予、愛媛の博物館・研究機関講座)
＜回答＞
：様々なご意見ありごとうございました。
すべてのご意見に早々の対応は、難しいところでございますが、ご意見を参考に今後
とも努力いたします。
：Ｑ1 について、高齢者用駐車場の利用を希望される方には、１階事務所の「高齢者・一般
者用駐車場利用者」台帳にご記入いただいておりますが、台帳記入の無い車には利用の

ルールをご案内させて頂いております。高齢者の方でも、高齢者マークを付けられてな
い方もいますので、今のところ限定とするのは難しいと判断します。、高齢者用駐車場
は正面玄間敷地内南側 4 台、県道西側歩道横 8 台、合計 12 台となっております。満車
の場合は、施設東側の 400 台収容の大駐車場のご利用を今後ともお願いいたします。
：Ｑ2 について、企画展へのご意見ありがとうございます。企画展の周知に関しましては、
県下の小・中学校、高校へチラシを発送しておりますが、小・中学生特に高校生の参加
が少ないのが実状です。今後も皆様に喜ばれる企画、展示の実施、及び有効な広報活動
に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
:Ｑ3 について、賞状を楽しみにされている方もいらっしゃいますので、平成 30 年度は発
行されていただきますが、以後は検討させていただきます。
：Ｑ4・5 について、ご意見ありがとうございます。今年度大研修室のスクリーンは大きい
サイズに買い替えを予定しております。
：Ｑ8 受講者カードの提出先について、キャパの大きい大研修室では、受講のお申し込み
をされていない方が誤って入室されたことがありましたので、会場前にて受講者カード
の確認をさせていただくようにしております。
: Ｑ9 について、前年度受講の方にはパンフレット郵送しております。受講されてない方
でも、ご希望の方はご連絡いただければ郵送しております。
: Ｑ12 電気の消灯の件について、当センターの研修室は部分的な消灯ができませんので
ご了承ください。
＜最後に＞
毎回、様々な貴重なご意見ありがとうございました。
次回の講座を楽しみにしておりますとのご意見も多数いただいており、励みになります。
ご意見の一部を紹介させていただいておりますが、その他のご意見・ご要望も含めまして
今後の運営の参考とさせていただきます。
当センターといたしましては、県民の皆様の生涯学習を推進する拠点としてさらに努力
して参りますので、なにとぞご支援・ご協力を賜ります様、今後ともよろしくお願いいた
します。

平成 30 年 5 月
愛媛県生涯学習センター
指定管理者（株）レスパスコーポレーション

