
「令和元年度コミュニティ・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＞ 

○法律関係は、パワーポイントを使った講義が少ないので検討してほしい。      (現代社会講座Ⅰ（法律)） 

○質問の時間を必ず確保するようにしてほしい。                 (現代社会講座Ⅱ（経済）)  

○毎年同じような講義になるのでしょうか? 「健康・福祉・介護講座」などは、とても役に立つので楽しみにし

ています。                                 (現代社会講座Ⅱ（経済）) 

○講座内容に沿って資料の配布があり、講義後も自己資料として活用しています。大変参考になります。 

(国際理解講座) 

○「国際理解講座」は大変良いので、講座回数を増やして欲しい。            （国際理解講座） 

○色々と特徴のある内容だったので楽しめたが、少し時間的余裕を取り、質問の時間が欲しかった。                                 

(自然・科学講座) 

○とても興味がわいてきた。八十八ヵ寺参りのとき、石塔に目を向けてみたいです。(愛媛の風土・文化財講座) 

○「ふるさとおもしろ講座」は昨年からの参加でしたが、知らなかったふるさとのことを知ることができ、とて

も良かった。                                (ふるさとおもしろ講座)                              

○歴史的な目で観ることに気づかされた。                      (愛媛の博物館講座)                  

○凄く素晴らしかった。来年度も受講したい。紹介された場所にも行くチャンスがあったし良かった。      

(環境講座) 

○新しい考え方やデータ等、新聞等では浅いので、より深く知りたい。      (くらしの安全・安心講座) 

○良い講座に参加させてもらいました。新しい情報も知ることができ、生活の中にも生かしています。                   

(食とくらしの講座) 

○知らない部分の知識を得ることができ、有意義な講座でした。            (なるほど県政講座)                      

○多様な講座をこれからもお願いします。必ず画面を印刷した資料の配布をお願いします。                 

(なるほど県政講座) 

〇やがて自分の身にふりかかってくるこの講座を受講し、学習できて大変参考になりました。いくつになっても

学ぶのは楽しい。                              (健康・福祉・介護講座) 

○資料を自宅に持ち帰ったあと読み返すのですが、時々、読みづらいことがあります。法律用語をわかりやすい

言葉で解説してもらいたい。                          (法務局くらしの講座) 

○知識として、大変有効な時間を過ごさせていただきました。無知は不幸ですので、人生のあらゆることに活か

せると思います。                                (役に立つがん講座) 

○「最新医療講座」は大変良いので、若い人等もっと多くの人に聞いてほしい。      （最新医療講座） 

○質問時間を少々取ってください。まだ時間があるのに終了するのは良くない。質問時間は大切です。       

(最新医療講座)  

○「最新医療講座」は大変有意義なお話が聞け、毎年楽しみにしております。        (最新医療講座)                             

○全講座とも、本当に最新の情報を伝えていただき、レベルの高さに関心しました。継続して参加したいと思い

ました。資料も細かく、保存して読み返したいと思います。               (最新医療講座)                           

○身近に私たちに役立つ医療最新情報を知ることができて、とても良かったです。今後の病気の知識として役に

立てたい。                                     (最新医療講座) 



○現代教養講座（放送県民大学）は 3回とも、その道における達人の方々であって、非常に良かった。来期も各々

の分野における講師の方々の話を期待しています。                        (現代教養講座) 

○先生方のお話は素晴らしい。新しい切り口でお話しされるのが新鮮だ。        (東予・最新医療講座) 

○中予・南予地区の講座にも参加していいですか。申し込まないとダメでしょうか。  (東予・最新医療講座)                                 

○専門的な話だったが、分かりやすく勉強になりました。              (東予・最新医療講座) 

〇良いお話を聞き、早速実行しようと思います。やはり体は動かさないといけないですね。運動と栄養もとって

も大切なことがわかりました。                         (東予・最新医療講座) 

〇先生方が最新の情報をたくさん提供してくださり、大変質が高いと感じました。シニアの方の参加が多いです

が、学ぶ意欲に年齢は関係ないと実感しました。                 (東予・最新医療講座) 

○いつも必要なことを分かりやすくお話していただき、ありがとうございます。 

 (東予・健康・福祉・介護講座) 

○とても良い講座ばかりで、来年も来ます。                (東予・健康・福祉・介護講座)                                    

○これからも充実した内容の講座をお願いします。             (東予・健康・福祉・介護講座) 

○毎回新しい知らないことを教えてくださり、とても楽しかったです。    (東予・ふるさとおもしろ講座) 

○受講して 2年目になりますが、なかなかおもしろい企画だと思います。近場への研修旅行も結構おもしろくて

楽しいです。                                   (東予・歴史講座) 

○友人に紹介されて今年で 2年目になりますが、来年も是非参加したいと思っています。講座の運営状況も流石

に立派である。                            (東予・愛媛の文学・歴史講座) 

○毎回の講座、受講するのが楽しみです。                              (東予・愛媛の文学・歴史講座) 

○受講して 2年目であるが、予想より結構おもしろい。今後も受講したいと思っている。 

                                   (東予・愛媛の博物館・研究機関講座) 

○地元の講座が多くて良かった。知らないことも多く、参考になった。   (東予・愛媛の博物館・研究機関講座) 

○どの講座も興味深く聴講させていただきました。現代教養講座は 3回しかなく残念でした。もっと開講してほ

しい。                                                    （南予・現代教養講座） 

○地元西予市のことについて、もう少し詳しく講義をしていただけたら、西予市の歴史、文化について再認識で

きるのではないかと思う。                                        (南予・現代教養講座) 

○全体として、とても勉強になって生活を見直すのに役立っています。時間は私の場合、90分がよい。                                 

(南予・最新医療講座) 

○実社会における必要な知識や技術を教えていただくので、大変勉強になる。          (南予・最新医療講座) 

○資料などもたくさんいただいているので、理解しやすい。         (南予・健康・福祉・介護講座) 

○70歳を超えて初めて受講しました。とても良かったです。元気な間、続けます。                            

(南予・ふるさとおもしろ講座) 

○今年度のテーマはどれも良かった。次年度も楽しみにしています。                       (南予・歴史講座) 

○身近な問題、出来事を取り上げて講座を開いていただくと有り難く思います。期待しています。                                 

(南予・くらしの安全・安心講座) 

○詐欺にあわないよう、西予警察署の劇によるご注意、気を付けたいと思います。                     

(南予・くらしの安全・安心講座) 

○今年度初めて受講しました。非常に興味深く、おもしろい。来年も受講したい。                           

(南予・愛媛の博物館・研究機関講座) 

○全体的に愛媛県に住んでいて知らなかったことを知ることができたことが良かった。          

(南予・愛媛の博物館・研究機関講座) 

 



＜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・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。 

：今回の受講者の皆様のアンケートを通して、全体としてコミュニティ・カレッジの講座に対して、皆様の関心

が高く、大変興味を持って知識を深められていることが分かりました。 

：講座のテーマに関しましては、コミュニティ・カレッジを毎年受講されている方も多く、原則前年と同じ講師

の先生には、違うテーマをお願いしておりますが、講師の先生の意向を優先しております。 

できる限り、中予、東予、南予地域の地元の歴史や特色等もテーマに取り入れ、講座の充実に努めたいと考え

ております。 

：講座の資料や講義でのパワーポイントの使用などは、講師の先生にお任せしておりますが、皆様からいただい

たご意見等はお伝えしております。今後も資料の充実、講義の方法など、試行錯誤を重ねながら講座の充実に

努めていきたいと考えております。 

：質問時間の確保等については、講義全体の時間の中で設けていただくよう事前に講師の先生にお願いしており

ます。受講生と講師の先生とのフリートークは大切なことと認識しておりますので、ご理解ください。 

：パンフレットは、より多くの方に実施講座を知っていただくために、総合版として東予、中予、南予の開講講

座を１冊にまとめました。大変ご好評をいただき、お一人でも複数の地域、講座を申し込めることになってお

ります。 

：県生涯学習センターでは、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HP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＞ 

○年間を通して開講を希望します。                         (愛媛の博物館講座) 

○文学講座や歴史講座を平日にもしてもらえればうれしいです。          (愛媛の埋蔵文化財講座) 

○今回のような災害に関する情報、周知の情報を今後もよろしく。        (くらしの安全・安心講座) 

○新年度の開講時期をもう少し早くしてもらいたい。（希望は 4～5月頃）          (最新医療講座)                                    

○講座の回数をもっと増やしてほしい。                         (現代教養講座) 

○以前の県民大学は、愛媛大学構内において夜間に開講されており、参加するのが大変だったが、今年度から生

涯学習センターで昼間に開講され、受講しやすくなり嬉しく思いますとともに参加者も多くなったと思います。 

                                           (現代教養講座) 

○「13：30～」になって良かった。参加しやすい時間帯になりました。    (東予・ふるさとおもしろ講座) 

○今年度、講座開始時間が 13：30～となり、すごく参加しやすかったです。（昨年度は 14：00～で、帰りが遅く

なり、数回しか参加できなかったので。）                       (東予・歴史講座) 

○土、日、祝日を避け、月から金で開講してくださると参加しやすくなります。      (東予・歴史講座) 

〇講座開始時間の件ですが、「13：30～」というのはどうでしょうか。「13：00～」は慌ただしく、間に合わせる

ため必死になります。                             (南予・現代教養講座) 

○講座開始時間について、ぜひ前の「14：00～」にしていただきたい。        (南予・最新医療講座) 

○朝の時間も使ったら良いと思う。                    (南予・健康・福祉・介護講座) 

○講座開始時間「13：00～」では慌ただしい。「13：30」あるいは「14：00」開始でお願いします。               

(南予・ふるさとおもしろ講座) 

○講座の日をあまり空けずにしてほしい。（月に 2回ほど）                (南予・歴史講座) 

 



＜回答＞ 

：日程（曜日・時間等)に関しましては、様々なご意見がございますが、講師の先生や研修室の利用状況等を調

整して行っておりますのでご了承ください。 

：東予、南予地域の午前中の開講については、講師の先生の時間調整や事務方の事前準備等を含め、実施は難し

いと考えておりますのでご了承ください。 

：年間を通して開講を希望されておりますが、コミュニティ・カレッジについては、講師への依頼や日程調整、

中予、東予、南予における研修室等の確保、パンフレットの作成など、事前準備に相当な期間を要しますこと

をご理解いただきたいと思います。 

：現代教養講座（放送県民大学）は、昨年度より講座時間を 120分とさせていただきました。また、中予開催で

は、会場をこれまでの愛媛大学南加記念ホールから愛媛県生涯学習センターとし、時間も従来の夜間を止め、

日曜日の午前 10:00からとさせていただきました。受講生の皆様からは参加しやすくなったと好評を得ており

ます。 

 

＜新規希望講座・テーマ＞ 

○多様なテーマが学べます。有り難いことです。「美術」、「民族」、「芸事」を次年度以降学びたい。(文学講座) 

○宇宙に関する講座を増やしてほしい。                           (歴史講座)  

○世界遺産についての講座、中世、近世の世界史についての講座を希望します。         （歴史講座）                                   

○来年度も受講したいと思っていますが、今年度と変わった題目で講義されるなら参加したいと思っています。         

(現代社会講座Ⅰ（法律）) 

○同じテーマは 3年を限度にして、色々とテーマを変えてほしい。         (現代社会講座Ⅰ（法律）) 

○若手の研究者の研究内容や、先端分野のテーマを増やしてほしいと思います。公衆衛生、地震などタイムリー

な話題かと思います。                               (自然・科学講座)                      

○農業（野菜関係）の研究、水産業関係の研究内容の講座をお願いしたい。     （愛媛の研究機関講座）                  

○これからも”環境”をテーマにした講座を開催してほしい。                 （環境講座）                           

○今回のような災害に関する情報、周知の情報を今後もよろしく。        (くらしの安全・安心講座) 

○適宜、社会情勢に合わせたふさわしいテーマを取り上げてくださり、有り難く思っています。 

(くらしの安全・安心講座) 

○これからも最新情報に基づいた身近なテーマの講座を希望します。       (くらしの安全・安心講座)           

○税金、年金に関するテーマを入れてほしい。                   (法務局くらしの講座) 

○今後の「がん講座」につき、①遺伝子・DNA 等とがんの関係、②がんゲノム医療、③遺伝付腫瘍などをお願

いしたい。                                   (役に立つがん講座) 

〇健康寿命を延ばすための実地トレーニング方法（体操、ストレッチ等）を取り入れていただきたい。 

（最新医療講座） 

〇歯科医師による講座も追加してほしい。                       （最新医療講座） 

〇「最新医療講座」で取り上げていただいたテーマは、どれも身近で我々庶民の関心のあるテーマばかりで有り

難い。今後もぜひ続行してください。                        （最新医療講座） 

○英文学講座並びに英語会話を希望します。                    (東予・現代教養講座) 

○近くで医療関係の講座があまりないので、今回は本当に良かったです。       (東予・最新医療講座) 

○西条藩の歴史について、もっと詳細に話してほしい。                 (東予・歴史講座) 

○秀吉の四国征伐の頃の歴史を学習したいと思っていますが、どうでしょうか。      (東予・歴史講座) 

○東予の歴史を増やしてほしい。縄文から古代の愛媛・東予の歴史。    （東予・愛媛の文学・歴史講座）                       

○西条の古代～中世に関する歴史探訪セミナーも入れてほしい。       (東予・愛媛の文学・歴史講座) 



○地震（南海トラフ地震）、豪雨などへの対策などについての講座を増やしてほしい。介護・老後の生活設計も

増やしてほしい。生きがいなどのテーマの講座もいいです。            (南予・現代教養講座) 

○腎臓（クレアチニン、eGFRとか）、高血糖についての講座があれば有り難い。     （南予・最新医療講座）                                       

○音楽、絵などの講座があれば、ぜひ参加したいと思いますし、健康、医療も広く知りたいと思っています。                       

（南予・最新医療講座） 

○テーマがとても良かった。「健康・福祉・介護」に関するテーマは、もっと開催されても参加させていただき

ます。                                 (南予・健康・福祉・介護講座) 

○認知症についての講座もお願いしたい。               （南予・くらしの安全・安心講座）  

 

＜回答＞ 

：講座のテーマに関しまして、様々なご意見ありごとうございました。 

：コミュニティ・カレッジは、県からの委託を受けて、県民の皆様の実社会において必要な知識や技術等を習得

するための学習機会として開設されております。今後におきましても、皆様から様々なご意見・ご要望もいた

だきながら、よりよい講座の実施に向けて取り組んで参ります。 

：講座のテーマに関しましては、講師の先生のご指導、ご協力を仰ぎながら、各種講座にふさわしいテーマは何

かを念頭に、検討させていただきます。 

：その他、県生涯学習センターでは、県内で開催される様々な「生涯学習情報（講座、イベント等）」を、当セ

ンターHPでご案内しておりますので、こちらもご利用ください。 

 

＜資料のカラー化＞ 

○説明資料はカラープリントが分かりやすい。家庭で何度も読んで理解を深めることができる。                           

○資料はコストの面があろうかと思いますが、カラー化・数字化していただければより分かりやすく理解が深ま

るのではないかと考えます。                           

〇資料はコピーもあろうかと考えますが、グラフとか強調されている箇所等はカラー化をお願いします。カラー

化によって視点も深まり、より理解ができるのではと思慮されます。            

 

＜その他＞ 

○第 1回目と第 2回目の講座について、再度受講したい。他の講座もよかったので、同様に受講したいと思いま

す。 

〇講座について、もっとコマーシャルすると良いと思います。                                   

○身障者用、高齢者用駐車スペースが満車のことが多く、一般用駐車場からは坂が急で登れない。 

○現地学習会の昼食は各自自由にして、料金を抑えると良いと思う。 

○障がい者駐車場を増やしてほしい。満車のことが多く、下の駐車場からでは急坂や階段が登れない。高齢者用

に駐車する車両は高齢者マークをつけている車両に限ってほしい。 

〇素晴らしい講座のわりに受講生が少ないのが残念です。もう少し宣伝すれば良いのではないでしょうか。   

○コミュニティ・カレッジの内容はとても素晴らしいと思います。まだ知らない方がたくさんいらっしゃると思

います。もっと宣伝、周知をされると良いのではないかと思います。 

○座席を前の人と重ならない並べ方にしてくれると有り難いです。スクリーンが見やすくなると思います。 

〇今年で 2年目の受講となりますが、こんな素晴らしい講座があるのに、一般の人は知らないのではないか。も

っと PRをしてもらったらと思います。 

○以前、八幡浜市の「みなと交流館」で講座がありましたが、ぜひまた開講してほしい。 

○現地学習会の旅行代金をもう少し安くしてもらうことはできないでしょうか。           



○「宇和島市立南予文化会館」での講座を増やしてほしい。            

○歴史文化博物館は、駐車場も広く、よかった。次年度もぜひ歴博でお願いします。                       

○会場の「南予文化会館」は狭いので、来年度は考えていただきたい。            

                           

＜回答＞ 

：講座の中で使用される説明資料については、全てカラープリント化するのは、予算的にも厳しいものがありま

すが、モノクロで対応可能なもの、カラー化が必要なものなどを講師の先生方とも相談しながら、分かりやす

い資料の充実に努めていきたいと考えております。 

: 駐車場に関しましては、高齢者の方にはご不便をおかけしております。例年ご意見ご要望をいただいておりま

すが、早々の対応は難しい状況です。高齢者、障がい者の駐車場を若干設けておりますが、現状での当センタ

ーの敷地では駐車場の確保は困難です。本館隣接の駐車場満車の場合は、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。 

: パンフレットは、愛媛県内の市役所、支所、図書館、公民館、公共施設等 438カ所に発送するとともに、 

前年度受講の方には個別に郵送しております。また、募集開始の約 1 週間前を目途に募集広告を新聞や HP に

掲載するなど PRに努めております。今後も講座の PRについてはあらゆる機会を通じて実施して参りたいと考

えております。 

：現地学習会は、学習成果を活かす貴重な体験の場として捉えております。学習会の参加者には参加料をいただ

いており、その中には、バス借上料、高速道路通行料、昼食代、旅行保険料などが含まれております。実施に

当たっては、参加者にできる限りご負担をかけないよう配慮しておりますが、これ以上の軽減は現状では難し

い状況です。学習会には、これまでも大勢の方にご参加いただき、好評を得ておりますので、今後もご意見等

を参考にしながら、実施する方向で進めたいと考えております。 

：南予地域の講座については、愛媛県歴史文化博物館のほか宇和島市での開催要望に対応して実施しております。

なお、今年度の会場は宇和島市立南予文化会館の産業振興センターを使用することとしております。同文化会

館は有料駐車場のため、恐れ入りますが公共交通機関などのご利用をお願いいたします。 

 

＜最後に＞ 

：毎回、様々な貴重なご意見を賜りありがとうございます。 

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開催や運営等の参考とさせていた

だきます。 

：今年度におきましては、新型コロナウイルス拡大防止のため、「最新医療講座（中予・東予・南予）」及び「な

るほど県政講座」の中止や一部講座の講座数を減らしたり、また、各種講座の定員数も半減しての実施となり

ました。県民の皆様には大変ご迷惑をおかけする結果となり、誠に申し訳なく存じております。 

 なお、今後の感染状況等により、定員は随時増やして実施する予定でございますので、ご了承ください。 

：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・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

                                        令和 2 年 6 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 

 


