「平成 28 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 県内出身の郷里に根ざした、努力された人々のことも知りたい。
（文学講座）
Ｑ２ 松山地域の方言、風習などを掘り下げた講座、松山地域の食文化に関する講座を希望
する。
（文学講座）
Ｑ３ お城の歴史講座の希望（歴史講座）
Ｑ４ 時間を割いて何回かのシリーズで話をしてもらえるともっと良かった。
（歴史講座）
Ｑ５ テーマを絞った講座（例）古代史・河野氏・戦国・松山藩シリーズなど（歴史講座）
Ｑ６ 中世（特に戦国）の愛媛県についてもっと知りたい。（歴史講座）
Ｑ７ 林業、農業への最近の取り組みと現状はどうなのか、里山への対応など。
（愛媛の研究機関講座）
Ｑ８ 中世山城の現地学習講座の開催（愛媛の埋蔵文化財講座）
Ｑ９ 地域密着型の話題の講座がもっとあればうれしいです。
（くらしの安心・安全講座）
Ｑ10 講座のテーマに、参加希望者からの意見を入れることを検討していただければ幸いで
す。
（くらしの安心・安全講座）
Ｑ11 公的機関、ＮＰＯ、愛護関係の直接、現場でタッチしている方々の講座を希望
（なるほど県政講座）
Ｑ12 「四国遍路をたどる」というような講座希望（愛媛の文学・歴史講座）
Ｑ13 古代～中世、時代を区切って県下の主要な歴史、遺跡物語をまとめてほしい
（愛媛の文学・歴史講座）
Ｑ14 今も続いている行事の歴史、忘れられた行事についての講座希望
（愛媛の文学・歴史講座）
Ｑ15 社会科学系の講座の更なる充実（最新医療講座）
Ｑ16 医療関係のみならず、生活講座も希望（最新医療講座）
Ｑ17 過去にあった遍路文化の再講（最新医療講座）
Ｑ18 県内の文化財講座の充実（最新医療講座）
Ｑ18 数学、宇宙、地域など幅広い講座を希望します（文学講座、放送県民大学）
Ｑ19 枕草子や源氏物語の講座希望（南予・文学講座、放送県民大学）
Ｑ20 古文書などの読解を通して地域の知識を広めてゆける講座を希望
（南予・文学講座、放送県民大学）
Ｑ21 伊予地方の歴史をもっと知りたい（南予・歴史講座）
Ｑ22 美術に関する講座を希望（南予・歴史講座）

etc

＜回答＞
：講座の内容に関しまして、様々なご意見をいただき、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、今後の講座運営の参考
とさせていただきます。
：Ｑ2 のご意見では「食と農の知っ得講座」で郷土料理の講座、Ｑ7 のご意見では「ふ
るさとの森林講座」で森林に関する講座などがございます。平成 29 年度パンフレットを
ご覧いただき、是非ご受講ください。また、センター以外で開催される様々な生涯学習
情報も当センターホームページでご覧いただけます。是非ご覧ください。アンケートに
は、
「今後も引き続きの開催を希望します」
「いつも楽しく受講しています」
「無料で知識
を得られてありがたいです」などといった多くのありがたいご意見もいただいておりま
す。これら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。
＜開催時間・日程など＞
Ｑ1 ７月以降、月１回の割合でして欲しい（歴史講座）
Ｑ2 アクセスが悪いので車で来られないので２か月に１回くらいの回数がいい
（最新医療講座）
Ｑ3 日曜日以外をできれば希望します（国際理解講座）
Ｑ4 ２時間は少し長すぎるので、９０分位がありがたい（愛媛の埋蔵文化財講座）
Ｑ5 講座の時間が短い（愛媛の風土・文化財講座）
Ｑ6 ２時間の講座がほとんどですが、必ず中間で休憩をいれるよう講師の方に伝えてくだ
さい。
（愛媛の埋蔵文化財講座）
Ｑ7 開講期間が７月～２月となっているがもっと長期間にできないか
（法務局くらしの講座）
Ｑ8 土、日開催の講座を平日に開催するなど、開催日を毎年変えてほしい。
（愛媛の文学・歴史講座）
Ｑ9 バスを利用しているので 講座の開始時間の検討をお願いしたい。
（愛媛の文学・歴史講座）

etc

<回答＞
：講座の応募受付など準備期間の関係上、７月開講とさせていただいております。各講座
の開催日や開催曜日についても、様々なご意見をいただいていますが、講師との調整等
がありますので、ご理解ください。講座時間は、原則１講座２時間で行っておりますが、
最新医療講座など１講座９０分の講座もございます。
：Ｑ9 の講座の開始時間につきましては、平成２９年度より中予地区［会場、愛媛県生涯
学習センター］の午後の講座（２時間講座）を前年度より１０分早く開始いたします。

（変更前）１３：３０～１５：３０ → （変更後）１３：２０～１５：２０
＊最新医療講座は９０分講座ですので、前年度同様１３：３０開始です。
＊午前の講座は前年度同様１０：００～１２：００とさせていただきます。
バス便（丹波線 森松乗り換え）愛媛県生涯学習センター前の詳細は別添資料①を
参照ください。
＜ふるさとおもしろ講座及び現地学習＞
Ｑ1 ふるさとおもしろ講座のように、中国とか韓国について座学をし、最終的にその国
を訪問する講座を希望（現代社会講座Ⅰ）（ふるさとおもしろ講座）
Ｑ2 自然科学講座で、座学だけでなく現地集合での受講を希望（自然科学講座）
Ｑ3 講義だけでなく、現地に行ったり体験するものも欲しい（ふるさとの森林講座）
Ｑ4 現地での講座を増やして欲しい（東予、ふるさとおもしろ講座）
Ｑ5 生産現場見学などはできないですか（東予、ふるさとおもしろ講座）
Ｑ6 果樹園などの見学[歴史的な過程など]（東予、ふるさとおもしろ講座）
Ｑ7 歴史講座大変良かった、できれば城など１～２か所現地説明会お願いしたい
（歴史講座）
Ｑ8 ふるさと現地学習会、今年度より参加資格全出席での参加、前年とギャップがあり
すぎませんか（東予、ふるさとおもしろ講座）

etc

<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。他の講座でも現地学習をというご希望をいただき、ご意見は今後の
参考にさせていただきますが、実施する場合でも、「ふるさとおもしろ講座」以外は、
現地集合・現地解散が必須条件となりますのでご理解ください。
「ふるさとおもしろ講
座」の趣旨をご理解いただき、ご了承ください。
：Ｑ8 について、
「ふるさとおもしろ講座」は、第３回目まで受講いただいた後、最終回
に現地で学習していただくことを前提とした講座です。特に中予地区では現地学習の
参加希望の方が多く、事前講座参加回数による抽選基準を設けることとなりました。
前３回全ての講座を受講された方を優先しておりますが、定員に満たない場合、２回
受講、１回受講の方の順に追加抽選させていただいています。東予・南予も同様の内
容とさせていただきました。ご理解の程よろしくお願いいたします。なお、前年度実
績では、東予・南予については１回以上の受講の方に現地学習に参加いただいても、
まだ少し定員に足りない状況でした。多くの皆様のご参加をお待ちいたします。

＜他希望講座＞
Ｑ1 短歌・俳句の講座（文学講座）
Ｑ2 以前（１０年位前？）中国語講座、手話講座
Ｑ2 演劇[漫才、落語、講談、歌舞伎など] （歴史講座)
Ｑ3 健康に関する実技（健康福祉介護講座）
Ｑ4 音楽に関する講座（健康福祉介護講座）
Ｑ5 音楽、書道、陶芸などの知識が習得できる講座（食と農の知っとく講座）
Ｑ6 趣味的な講座[肩こり、腰痛など] （法務局くらしの講座）
Ｑ7 家庭菜園（野菜や果物）の講座（最新医療講座）
Ｑ8 生涯にわたるスポーツ、脳活などの講座（最新医療講座）

etc

＜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、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が、当センターの「YuYu カレ
ッジ」で、有料ではございますが、音楽鑑賞講座、中国語講座、書道教室、漢詩、肩こ
り、ピラティス、ヨガ、ハーモニカ教室などを開催しております。是非こちらの講座も
ご利用ください。
＜その他＞
Ｑ1 高齢者駐車場を広げてほしい、高齢者駐車場であることの周知の徹底。
（文学講座）
Ｑ2 高齢者駐車場、シルバーマークのついてない車を止めている、本当に困っている人へ
の対応を。
（最新医療講座）
Ｑ3 高齢者駐車場の拡大、歩道と駐車場との段差の撤去を（最新医療講座）
Ｑ4 皆勤賞はなくてもいいのでは。
（最新医療講座）
Ｑ5 しかるべく受講料をとってもいいのでは（現代社会講座Ⅱ）
Ｑ6 トイレを洋式に（国際理解講座他）
Ｑ7 ホールでの名画、懐かしい映画の上映、できれば５００円くらいで。
（愛媛の文学・歴史講座）
Ｑ8 資料にパンチ穴があれば便利でいい（ふるさとおもしろ講座・環境講座他）
Ｑ9 会場の科学博物館で、この講座の場所を聞いても知らないし、講座自体のことも知ら
ないようで、講座に遅れたのが残念であった。（東予・文学放送県民）
Ｑ10 中予で開催の最新医療講座を新居浜でも開催してほしい。（東予・環境講座）
Ｑ11 法律、経済など中予に偏り過ぎている（東予、くらしの安心・安全講座）
Ｑ12 南予での開催回数を増やしてほしい（南予・環境講座）
Ｑ13 講義中に咳やくしゃみをする人が多い（国際理解講座、最新医療講座他）
Ｑ14 講義中の咳が迷惑である、入室時のマスクの着用を義務付けるとか、後部の席に
着席してほしい（自然科学講座）

＜回答＞
：Ｑ1,2,3 の高齢者駐車場の件につきましては、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。広げることは難しい状況ですので、
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お願いいたします。
段差の解消につきましては、現在改修工事に向け検討させていただいております。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。平成 29 年度からは、午後の講座開始時間を当センター前のバス発
着時間を考慮して変更しましたので、公共機関（バス便）のご利用もお願いいたします。
：Ｑ4，5 のご意見ですが、コミュニティ・カレッジは、県民の生涯学習推進のために県か
ら委託を受け、無料で実施しています。また、意欲的に受講していだけるよう、皆勤賞
をお出ししています。
：Ｑ6 は今後の検討課題とさせていただきます。
：Ｑ7 は今後の検討課題とさせていただきますが、映画 500 円は予算上きびしい状況です。
：Ｑ8 各講座の部屋の前の受付にパンチ穴の道具を用意いたしますので、ご自由にご利用だ
さい。
：Ｑ9 今後、学習センター以外の会場にも周知のお願いを強化いたします。
：Ｑ10 申し訳ございません、最新医療講座は現状中予のみです。医療関係は東予でも２講
座予定していますので、是非ご受講ください。
：Ｑ11,12 のご意見は、今後の課題とさせていただきます。平成 29 年度は東予・南予共に
１講座増やしております。
：Ｑ13,14 のご意見は、入室前のマスク着用の義務付けまでは出来かねますが、講座開始ア
ナウンスのなかで該当される方はマスクの着用などのお願いをいたしますので、ご了
承ください。

＜別添資料①＞

「平成 29 年度コミュニテイ・カレッジ

バス便ご利用の場合」

丹波線（森松乗り換え） 愛媛県生涯学習センター前

＜午前講座＞
講座一般 １０：００～１２：００→ 変更なし
法務局

１０：３０～１２：００→ 変更なし

＜学習センター行き＞

＜帰り＞

①森松発

８：５２

センター着

９：００

②森松発

９：５３

センター着 １０：０１

③森松発 １０：５３

センター着 １１：０１

①センター発 １２：３５

＜午後講座＞
講座一般 １３：３０～１５：３０→ 13：20～15：20
医療関係 １３：３０～１５：００→ 変更なし
食と農

１３：３０～１４：３０→ 13：20～14：20

＜学習センター行き＞

＜帰り＞

①森松発 １１：５３

センター着 １２：０１

①センター発 １４：３５

②森松発

センター着 １３：０１

②センター発 １５：３５

１２：５３

＜放送県民大学＞文学講座
１８：００～２１：００→ 変更なし
＜最後に＞
様々な貴重なご意見ありがとうございました。
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様、今後ともよろしくお願いい
たします。

平成 29 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

