「平成 30 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＞
○普段なじみのない分野の講座が多かったですが、興味深く聴かせていただきました。ありがとうございました。
(文学講座)
○アイヌの講座を受講。関心をもってアイヌ関係の書物を読んでおります。差別についても考えるようになりま
した。

(文学講座)

○これからも益々いい講座をお願いします。

(歴史講座)

○身近な法律問題をテーマに選んでいただいており、わかりやすい講義で参考になりました。
(現代社会講座Ⅰ（法律）)
○「家族信託」などはあまり知らないことが多く、保険と違うのでどのように加入するかを知りたいです。相続
については今まで説明してもらってだいたい理解していますが、「信託」については加入していつどんなとこ
ろが利点なのか、自分が認知症といわれる前にしないといけないので、詳しく説明してください。
(現代社会講座Ⅰ（法律）)
○今回初めて参加し、無料で幅広い内容の学習ができ、自己の知識・教養を高めることが出来る良い経験となり
ました。
○南予でも中予と同じくらいの講座メニューがあるとうれしいです。

(現代社会講座Ⅰ（法律）)
(現代社会講座Ⅰ（法律）)

○このような受講のチャンスを提供いただいて、たいへんありがとうございます。前向きに生きて行けます。
(現代社会講座Ⅱ（経済）)
○4 回目と 5 回目の講座について・・・内容もすばらしいと思うが、
「学び舎えひめ」に組み入れられてないのは
どうか。

(現代社会講座Ⅱ（経済）)

○説明に関する資料は、ＯＨＰのものは基本的にあらかじめコピーして手渡すようにしてほしい。後で手元で再
確認できるように！

(現代社会講座Ⅱ（経済）)

○私達高齢者の学び舎として役立っています。私の来ている講座の時、とてもいい内容の質問があります。時間
的なこともあると思いますが、もう少し少々時間がのびても質問時間を重視してください。比較的高レベルの
人が多く、いろいろ教えられることが多々あります。

(現代社会講座Ⅱ（経済）)

○今後もこの様な企画をして頂けますと有り難いです。

(国際理解講座)

○テーマ及び自分の関心事による差異もありますが、講師による「評価（とてもよかった～よくなかった）の差」
はあると思います。が、講師の皆様方・・・事前準備もしっかりされており、一生懸命さが伝わってきました。
ありがとうございました。

(国際理解講座)

○生涯学習センターに通い出して 20 年近くになると思います。本当にありがたいと思っています。健康にもい
いと思います。
○受講者が多くなれば、講師の張り合いにもなるのに・・・と思い願っています。
○大変勉強になり、色々なテーマに興味を持つことができました。

(国際理解講座)
(国際理解講座)
(愛媛の文学・歴史講座)

○各回おもしろく受講できました。最後に 3 行～5 行程度の「要旨」をまとめてもらえると内容の整理ができて
ありがたいです。コミュニティ・カレッジの成果としても有用と思います。
○職員の方はとても親切でした。

(愛媛の文学・歴史講座)
(愛媛の文学・歴史講座)

○すべて受講したかったのですが、都合で受講できず残念。別の日程で、再度同じテーマの講演をお願いしたい
のですが！

(愛媛の文学・歴史講座)

○ものごと（事業とか）をやる（始める）時は、まずは人間の歴史を知ってからやるべきと思います。「生涯学
習」でなく「実用学習」へと変わろうとしていますし、そのような時代になると予想されます。
(愛媛の埋蔵文化財講座)
○初めて参加させていただきました。よかったです。次回も是非参加させていただきたいと思います。
(愛媛の埋蔵文化財講座)
○各講座は配布資料に基づいて行われることが多いので、どうしても早口となり、受講者にとっては解りづらい
部分が多いです。多少コピーの資料に実費負担が生じてもよいので、わかりやすい配布資料を検討願いたいで
す。
（どの講座も全般的に）

(愛媛の埋蔵文化財講座)

○スライドや資料の字がもう少し大きくなるとうれしいです。スライドではその時の説明部分だけ拡大されただ
けでもいいのですが・・・。

(愛媛の風土・文化財講座)

○講座の期間中、どこかの遺跡の現地説明会があれば連れて行っていただければ、机上の説明だけより埋蔵文化
財に興味が深まり、初心者の方々にはすごく良いのではないかと思いますが・・・。(愛媛の埋蔵文化財講座)
○現地を回る講座もあったらよい。
（実費負担ＯＫですが）

(愛媛の埋蔵文化財講座)

○いろいろ聞いていて、愛媛県ってすごいなと思いました。すごい先生方がいらっしゃるし、協力する方も立派
だと思いました。

(環境講座)

○配布資料の字が小さくて読めないです。

(環境講座)

○ボランティアについてですが、自分の生活の中で、少し時間ができてきたので、今までできなかったことをし
たいと思い、ボランティアのことを知る機会ができました。が、何からスタートすればよいのかわからずイン
ターネットで調べたり社協に出向いて行ったりしました。

(ボランティア講座)

○コミュニティ・カレッジを、広く、より簡単に知ることができるようになれば、参加者も増えると思います。
(ボランティア講座)
○時代に合った、またこれまでにない講座を期待しています。
○身近な安全・安心の講座を継続してください。

(ボランティア講座)
(くらしの安全・安心講座)

○スマホ社会について、続けてほしい。ＱＲコード、キャッシュレス社会関係について、お願いしたい。
(くらしの安全・安心講座)
○講義の方法として、高齢者向けの資料、話すスピード等の配慮が欲しい。

(くらしの安全・安心講座)

○県政について、新しい取り組み等を幅広く講座に入れていただきたい。また、意見交換する時間を取っていた
だきたい。
○話し方、テンポが良く、難しいテーマでしたが楽しく学べました。
○講師の先生方の熱心なご講義に、敬意を表します。

(なるほど県政講座)
(健康・福祉・介護講座)
(食と農の知っ得講座)

○もう少し社会科学系の講座を増やしてほしいです。本年度は従前に比し、大分社会科学、自然科学が増加して
いますが、まだ物足りない気持ちです。

(食と農の知っ得講座)

○受講できてありがとうございます。不明、疑問なことを調べるきっかけになり助かっています。
(法務局くらしの講座)
○自身が高齢者であったり、親が高齢者層である場合に必ず必要となる法律知識や手続きに関する講座であり、
今後も開講していただき、詳しく知りたいと思いました。

(法務局くらしの講座)

○学べる幸せを感じ、ありがたく思います。

(法務局くらしの講座)

○手続き等がよくわかりました。このような講座があれば、また受講したいです。

(法務局くらしの講座)

○専門家の講義を拝聴出来て、勉強になりました。

(法務局くらしの講座)

○これからも「法務局くらしの講座」は続けて欲しいです。

(法務局くらしの講座)

○相続等については、分配方法などは皆知っていると思います。知りたいのは、遺族が行うべき手配で、手順を
具体的に教えてほしいです。遺言についても同じです。法的な事は皆知っていると思います。（例：公正遺言

で動産・資産が変更した時等の変更手続き）その場に直面した時の、手配、手順をその作業（相続や遺言の実
行）が完結するまでの一連の流れを知りたいです。
○あまり知る事の少ない医療について知る事が出来、有難く思いました。

(法務局くらしの講座)
(最新医療講座)

○初めて参加しました。とてもわかりやすくためになりました。次年度もぜひ参加させてもらいたいと思います。
(最新医療講座)
○「糖尿病を正しく知ろう」
・・・非常に内容がよかったです。
○知らない事もたくさんあったので、非常に勉強になりました。

(最新医療講座)
(最新医療講座)

○高齢になると身体に関することに興味が集中するが、医療、食事、運動面と多方面からの講座の内容を充実し
て頂きたいと思う。
○医療講座を東予地区でも実施してほしい。

(最新医療講座)
(最新医療講座)

○また来年度も是非開講してほしい。特に、がん予防、すい臓など臓器を中心とする体の中での働き、病気予防
法などを取り上げてほしいです。
○資料がないと記憶に残らないので、概略でもよいので配布してください。

(最新医療講座)
(最新医療講座)

○資料があるのはうれしいのですが、字が小さくて見えづらいので、もう少し資料の字や前の字が大きいとうれ
しいです。

(最新医療講座)

○毎回、講師の方々の体験と研究の成果や近い将来の医療のあるべき姿の講座に感激や感動をもらっています。
(役に立つがん講座)
○がんに対する考え方が勉強することによって良い方にかわりました。ありがとうございました。これからも参
加させていただきます。

(役に立つがん講座)

○豊富なカリキュラムを準備していただき、ありがとうございます。今後も世情に合わせた講座をお願いします。
楽しみにしています。

(役に立つがん講座)

○いろいろな話を聞けるのと、人のにぎわいに出会えることでいつも楽しみに来ています。(役に立つがん講座)
○この講座のように、資料をきちんと準備してくれるとありがたい。

(役に立つがん講座)

○勉強になる事ばかりなので受講出来ない時は残念です。同じ講座を再度受講出来る機会はあるのでしょうか？
(役に立つがん講座)
○講師の方のお話は、鮮明に聞き取ることができ、講座内容もわかりやすく気持ちの良い時間を過ごすことがで
きました。聞き取りづらいと２倍、3 倍疲れます。

(ふるさとおもしろ講座)

○現地学習会が大変楽しみで、良いと思います。これからも実施してください。

(ふるさとおもしろ講座)

○小・中・高生にも講習したら、とてもよいと思います。

(ふるさとおもしろ講座)

○レジュメの作成内容について一考を要すると思います。図版の他、文や項目も必要ではないか。それと、スラ
イド（写真）を多くしてほしい。

(ふるさとおもしろ講座)

○講座内容のレジュメがなく、地図だけ配布するというのは、後日のために手持ち資料がなくて少し不安になり
ます。聞き取り調査をもとにした内容は、現実味があり興味がわきました。
○もう少し字を大きくしてほしい。
○毎年とてもいい内容の講義をしてもらい感謝しています。

(ふるさとおもしろ講座)
(ふるさとおもしろ講座)
(現代教養講座)

○毎年楽しみに受講させて頂き、とても勉強になりました。年齢を重ねても知らない事が多いのに、内心今まで
なにをしていたのかと恥ずかしいかぎりです。スタッフの皆様、大変お世話になりありがとうございました。
(現代教養講座)
○いつも専門的なお話でびっくりしています。穴場だと思いました。

(現代教養講座)

○遅くまでありがとうございます。18：00～22：00 まで、よく付き合ってくれました。明日は元気に頑張れます。
(現代教養講座)
○毎年受講させてもらっていますが、受講生の少ないことが気になります。受講生を増やす一つとして、申込

み・・の締め切り日以降でも、受講できることの通知をすることも一方法かなと毎年思っています。(現代教
養講座)
○参加者数が減っているように思うが、何故なのかを検討し、対処してほしい。このままでは、ジリ貧になって
しまう。

(現代教養講座)

○新居浜に居て、この様な講座が受けられて良かった。地元でこの様な時間をもっと多く取ってほしい。アジア
のこと等は、とてもよかった。

(東予 現代教養講座)

○北の絵をみて、日本と通じる文化を感じました。少しだけですが、何につけ知らないこと・知らない世界を見
せていただきました。

(東予 現代教養講座)

○現代社会の中にある、知らない事実を知ることができ楽しかった。

(東予 現代教養講座)

○今後も続けての講座をお願いします。

(東予 現代教養講座)

○コミュニティ・カレッジの案内文の「内容（テーマ）」の部分について、もう少し詳しく講義内容を記載して
頂くと助かります。

(東予 現代教養講座)

○今回の講座全体に参考になり良い所はとり入れています。楽しい講座でした。(東予 健康・福祉・介護講座)
○専門家のお話・説明が聞けてよい勉強、よい経験になります。すぐに忘れてしまうので（少々ボケが入ってい
ますので）
、よいお話・説明もその場限りとなってしまいます。

(東予 健康・福祉・介護講座)

○介護や食事（老後）－健康寿命の事について、もっと講義を受けたいです。（今から始める老後のこと）
(東予 健康・福祉・介護講座)
○全体的に大変よかった。今後もよろしく。

(東予 健康・福祉・介護講座)

〇参加人数や実施回数がもっと多ければいいのにと思った。

(東予 健康・福祉・介護講座)

○知らないこと、知らない人物のことを知ることができました。

(東予 愛媛の博物館・研究機関講座)

○普段なかなか見ることができない、美術講座は続けてもらいたい。

(東予 愛媛の博物館・研究機関講座)

○はじめての参加でした。毎回楽しみにしていました。講師の先生方の熱心さに感銘をうけ、まだまだ学習意欲
が増してきています。ありがとうございました。

(東予 愛媛の文学・歴史講座)

○本年も講座各種開講くださり、ありがとうございました。

(東予 歴史講座)

○「ふるさとおもしろ講座」は、毎年大変興味深く受講しています。郷土の様子を知る事は、県民にとっても重
要な事と思い、今後も出来るだけ受講したいと思っています。

(東予 ふるさとおもしろ講座)

○各界一流の先生方による講話があるのに、参加人数の少ないのが非常に残念です。毎年参加するつもりです。
今後とも、お願い申し上げます。

（南予 現代教養講座）

○欠席時の資料、配慮いただき感謝いたします。

（南予

現代教養講座）

○初めて参加しましたが、とても充実した研修でした。

（南予

健康・福祉・介護講座）

○「文学＝一つの題材」を深く読み解くことがしてみたい。

（南予

健康・福祉・介護講座）

○現地を訪れた様にお話しいただき、ありがとうございました。行った気分になれました。
（南予 愛媛の博物館・研究機関講座）
○専門分野、安全安心分野、もの珍しい内容ばかりでおもしろく、興味深いもの多くよかったです。
（南予 愛媛の博物館・研究機関講座）
○社会問題、経済問題、その時々の問題点の解説等「ふるさとおもしろ講座」の中にでも受講できたらうれしい。
（南予 愛媛の博物館・研究機関講座）
○無料で知らない事もいろいろ教えて頂き、ありがとうございました。色々勉強になりました。
（南予 くらしの安全・安心講座）
○全体的に有益で興味深い内容でした。「危険生物について」は、最近山登り途中にグループの数人がスズメバ
チに刺されたこともあり、提示されていた吸引器は有益でした。よかったです。
（南予 くらしの安全・安心講座）

○自由に使える時間ができ、何をしようかと思っていた時に講座の案内をみました。興味のあった内容について
学ぶことができました。南予の会場が「歴博」だったことも、学びやすさの一つでもありました。来年度も開
催されればぜひ参加したいと思っています。

（南予

くらしの安全・安心講座）

○興味・関心のある講座がたくさんあるので、機会があれば、また受講したいと思います。ありがとうございま
した。

（南予 くらしの安全・安心講座）

○資料の準備等、お世話になりました。保管してこれからも活用したいと思っています。
（南予

くらしの安全・安心講座）

○学習できる機会を頂けて幸せです、今後ともよろしくお願い致します。

（南予

くらしの安全・安心講座）

○知らない事を知るのは、とても勉強になります。

（南予

くらしの安全・安心講座）

○いろいろな講座を受けられて、とても役に立ちました。ありがとうございました。
○西予地区の講座の種類を増やす事はできませんでしょうか。

（南予

くらしの安全・安心講座）

（南予

くらしの安全・安心講座）

○今年度、パンフレットを 8 月に見て講座申し込みを行いました。来年度は募集前に申込みしたいので、参加の
多かった講座や参加できなかった講座を、来年も同内容で開催していただきたいです。
（南予

くらしの安全・安心講座）

○私はまだ現役世代なので、勤めの都合上、土曜日の講座しか参加できませんが、これから歳を重ねて、他の講
座にも参加していくのが楽しみです。

（南予

歴史講座）

○スマホとかテレビづけだけでは、自力がつかないので、集団学習の参加が必要であると思います。ふるさとの
伝承者も少なくなってきているので、県生涯学習センターをたよるしかないと思います。
（南予

ふるさとおもしろ講座）

○県内にいても知っているようで知らない事が多く、知識を深めるのにはとてもよかったです。何かを知るとい
うことは、とても楽しいことですね。

（南予

ふるさとおもしろ講座）

＜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。
：
「学び舎えひめ」対象講座は、あらかじめ決められた分野がございます。パンフレット作成の際、講師の方々
のテーマに基づき判断させていただいております。「学び舎えひめ」に関する詳細は、当センターホームペー
ジ「学び舎えひめ悠々大学」をご覧ください。
：パンフレットは今年度より、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１冊にいたしました。内容(テーマ)の詳細は紙面の関係上従来と同様です。
：講座のテーマに関しましては、当コミュニティ・カレッジは毎年受講されている方も多く、原則前年と同じ講
師の方には、違うテーマをお願いしておりますが、講師の方の意向を優先しております。
受講できなかった方のために、当センターホームページで、限られた講座ではございますが動画配信を行って
おりますのでこちらもご利用ください。
：最新医療講座は、今年度より東予・南予で各１講座実施いたします。
：受講の申込みは、締切日以降でも定員に満たない講座は開講日まで申込みを受け付けています。その旨パンフ
レットに記載しております。
：
「ふるさとおもしろ講座」は県内の様々な生活や文化、産業等を調べ地域づくりに生かす「ふるさと愛媛学」
で調査研究した地域について学ぶ講座で、最終回は現地学習会を取り入れております。今年度は平成 30 年度
に調査した西予市と四国中央市の成果を紹介します。「ふるさと愛媛学」に関する詳細は、当センターホーム

ページをご覧ください。
：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＞
○仕事の関係から土・日の講座しか受けられないのが残念です。

(歴史講座)

○午前中の講座は、バスの便との関係で 10 分位遅らせていただけますと有難いです。

(文学講座)

○午前の講座開始の時刻を「10：10」にしていただけますと、生涯学習センターを通過するバス利用の時間とち
ょうどよいのでありがたいです。

(ふるさとおもしろ講座)

○開催期間が限られており、年間を通しての講座があるといいのですが。

(ふるさとおもしろ講座)

○希望として、講座回数が少ない。せめて 7～8 回お願いしたい。

(ふるさとおもしろ講座)

○現在は開始時期が 7 月となっているが、年度初めから開始していただきたい。

(愛媛の文学・歴史講座)

○13：20 からの時間帯は昼食時間帯なので、忙しかったです。拝聴したい項目は、無理しても参加したいです。
(愛媛の文学・歴史講座)
○日曜開催の講座の日程変更は、できる限り「日曜日」でお願いします。

(愛媛の風土・文化財講座)

○午前中の講座もあってもよいと思っております。

(環境講座)

○講座開設時期は、7 月～11 月が多いのは結構ですが、1 月～3 月にも少し分散させてはいかがでしょうか。
(環境講座)
○受講できる曜日が決まっていますので、次年度は曜日と講座項目の組み合わせを変更していただけたらと思い
ます。

(ふるさとの森林講座)

○年明けの講座は、どの講座も受講する人が少ないようです。講座の順番をかえるとか、工夫したらどうかと感
じました。

(健康・福祉・介護講座)

○受講者の年齢構成をみると、現役の方はほとんど見当たりません。従って、土日の講座を平日に開催されては
いかがでしょうか？

(役に立つがん講座)

○最新医療講座は、もっと時間を延ばしてほしいです。短かすぎると思います。せっかく愛大の優秀な方々の講
座なのにもったいないです。せめて 16 時までやってほしい。個々に質問されるより、講座の後の質問の方が
皆が聞けて、
「そうだ、そこが聴きたかった」ということが多い。職員の方もいろいろで、誠実な人、ただ事
務的な人もいるのでもっと考えてもらいたいです。

(最新医療講座)

○開講日を 5～6 月から始めて、3 月位まで開催されてはどうでしょうか。座学のみならず、実技とか現地学習会
の機会をもう少し増やしてはどうでしょうか。

(最新医療講座)

○一講座の時間は、2 時間～２時間半ぐらいが良い。
（終了時間２０時３０分くらいに）

（現代教養講座)

○放送県民大学の講義時間は、2 時間でもよいのではないかと思う。3 時間は長すぎるように感じる。
(東予 現代教養講座)
○仕事の関係で、土日開催を希望します。

(東予 現代教養講座)

○個人的には、開講の時間帯が早い方がよいです。帰りの交通量が多くなるため。
(東予 愛媛の文学・歴史講座)
○講座開始時間について、13：00 くらいがいいなあと思います。

（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、講師の方々、研修室の利用状況等を調
整し行っておりますのでご了承ください。
：午前中の講座の開始時間に関しましては、研修室の貸館利用等の為 12:00 には終了しなければいけないことも

あり、当センターといたしましてもいろいろ検討を重ねてまいりましたが、当面は 10:00 開始とさせていただ
いておりますのでご了承ください。
：東予・南予地区の開始時間は、今年度より開始時間を早めました。東予は 13:30 から、南予は 13:00 からと
なっております。
：最新医療講座の講座時間は 90 分となっております。ご了承ください。
：現代教養講座（放送県民大学）は、今年度より講座時間を 120 分とさせていただきます。又、中予開催では
会場を今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やめ、日曜日
の午前 10:00 から行います。
: 講座開始時期、期間に関しましては、講師依頼の時期等諸事情により現状の 7 月～2 月で今後も予定していま
すのでご了承ください。
: 平成 30 年度は西日本豪雨や台風接近のため、例年になく日程変更を止む無く行いました。当センターといた
しましても、同じ曜日でお願いはいたしますが、講師の方には予定外の変更で再度お願いしていることですの
でご理解ください。
＜新規希望講座・テーマ＞
○漢詩と日本文学についての講座を開催してほしい。

(文学講座)

○過去にもあったかもしれませんが、
「女性天皇」皇極～称徳までの講座を希望します。

(歴史講座)

○あまり古い時代でなく、現代に近い文学を取り上げてほしい。文学というより歴史に近いものが多いように思
われる。

(文学講座)

○希望テーマは、
「夫婦の法律関係（結婚、離婚、相続）」です。

(現代社会講座Ⅰ（法律）)

○藻類の分類・生態の研究者の話が聞きたい。

(自然・科学講座)

○愛媛の近代史のテーマもお願いします。
（ex.伊予鉄道と三津浜築港事件など）

(愛媛の文学・歴史講座)

○山城と海城のテーマもお願いします。

(愛媛の文学・歴史講座)

○希望テーマは「中世の河野氏の歴史」です。

(愛媛の風土・文化財講座)

○リタイアをすると入ってくる情報が限られてきます。その為にも広範囲の分野で様々な知識を得て、役立てた
いと思います。受講したい講座は、例えば、技術の進歩の講座、宇宙の講座、ＡＩについて、人の成り立ち・
ミクロより見て、等です。

(ボランティア講座)

○具体的に参加・体験できる講座がもっと欲しいです。2 時間座学だけでは、しんどいです。(ボランティア講座)
○「中世城壁と背景」についての現地訪問を含めた講座企画があればありがたいです。(愛媛の埋蔵文化財講座)
○歯科医さん、薬剤師さんのお話を企画してくださるとありがたいです。
○中国史、朝鮮史の講座を開いて欲しいです。

(健康・福祉・介護講座)
(食と農の知っ得講座)

○希望は、
「公証人役場の業務について」
「土地の境界について」（争いをどう防ぐか？）です。
(法務局くらしの講座)
○講座内容に以下を検討願いたいです。
（平成 31 年度）四国がんセンター等急性期病院をがん等で退院した時、
転院、介護更には在宅医療等のケースがありますが、特に在宅医療を中心としての留意点の講座をお願いした
い。退院調整看護師の方の先生でもよいです。
○パソコン講座を希望します。

(最新医療講座)
(東予 健康・福祉・介護講座)

○秀吉の四国征伐（郷土史の方で）特に東予地方を中心とした野々市ヶ原の戦の状況など、この地方に住む誰も
が知っておくべきもので、学んでいたい講座が欲しいものです。

(東予 愛媛の文学・歴史講座)

○城跡や現地見学もあれば、もっと身近に感じます。海賊に関する場所等。

(東予 愛媛の文学・歴史講座)

○歴史的なつながりのあるもの、現在の生活につながったもの。

(東予 愛媛の文学・歴史講座)

○英文学講座を開設してほしい。

(東予 現代教養講座)

○地元の人物、神社等をもっと知りたい。

(東予 ふるさとおもしろ講座)

○福祉関係の講座があれば、受講したいと思います。

(南予 健康・福祉・介護講座)

○環境問題について知りたいです。

(南予 健康・福祉・介護講座)

○身近な法律（民法、刑法）を扱っていただきたいと思います。特に今は「あおり運転」などが世間の注目をあ
びていますので。
○四国他県の博物館の講座も企画してください。

（南予

愛媛の博物館・研究機関講座）

(南予 愛媛の博物館・研究機関講座)

○「電子化による利点と欠点」について、よくわからないので教えてほしい。又、今後キャッシュレスでの買物
等ができた場合についても知りたいです。

（南予 くらしの安全・安心講座）

○平成 31 年は改元の年で、天皇の歴史、改元等について、明治から 5 回目の改元となるので、学びたいもので
す。例えば、
「改元とは」等々。

（南予 くらしの安全・安心講座）

○次の項目について講師を招き、来年度以降実施して欲しい。「中世の瀬戸内海」
「長曽我部氏の南予侵略」「宇
和島の江戸初期の新田開発」
「シーボルトに関わる人物像について」

（南予 歴史講座）

＜回答＞
：講座に関しまして、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、社会教育のための体系的な講座を無料で実施している講
座です。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。
：パソコン講座等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開催しております。
：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
ンターホームページでご案内しておりますので、こちらもご利用ください。
＜その他＞
○駐車場から会場まで階段がきつくて苦行のようです。若者は平気でも年をとった者には大変です。
○建物の道路向こう高齢者用駐車場は車を停めにくく、入れるのが難しい。収容台数が少ない。
○駐車場が最悪の状態。県の施設に見合った、新しい駐車場にして欲しい。高齢者には駐車場が不便。
○一般駐車場から会場まで階段が多く（急）
、高齢者には大変です。1 階の高齢者駐車場を拡張願えれば幸いです。
○コミュニティ・カレッジのパンフレットの入手方法に不満があります。広く大いに宣伝したいのに、どこにで
もないので、苦労します。もっと愛媛県の関連している場所には置くべきと思います。あるなら「利楽」に取
りにいきます。シルバー人材センターなどで、もっともっと入手できるようにしていただきたいです。
○毎回ですけど、言葉が聞きづらいことがありました。
○資料の大きさをＡ４縦とか統一して頂くと後で整理しやすいです。
○予定変更連絡が充分であった様に思います。
○最初の受講申込みの件ですが、一人で数名の申込みを電話で一度に出来るようにしてほしい。
○わずか 30 名足らずの聴衆なので、マイクを使うのはやめて欲しい。「ボンボン」と音が大きく、心臓に悪い。
普通に話せば充分聞こえます。
○ワイヤレスマイクの使い方が気になります。雑音がよく入る。
○周知が充分に行われていないように思います。せっかくの講義にもっと多くの受講者があればと思います。
○コミュニティ・カレッジ・・・宇和島の場合は駐車が出来ないことがあり、西予・歴博での開催がいいです。
○車の駐車券があれば、ありがたい。
＜コミュニテイ・カレッジ以外＞
○毎回立派な企画展を開催され、楽しみにしています。もっと多くの県民に観て頂く努力が必要では？

○先日の特別講座での落語（目白亭小弁さん）は、楽しかった。
○図書の貸出し期間の延長をお願い致します。コミセンや県立図書館並みにして下さると有り難いです。
○図書室に新聞閲覧コーナーを設置してほしいです。
○洋式トイレを増やしてください。
＜回答＞
: 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。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。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。当センターホームページでも詳細掲載しておりますので、ご覧ください。
: 研修室でのマイク使用に関しましては、受講される方それぞれにご意見がございます。マイク調整には更に
注意を払うようにいたします。
: 受講のお申し込みは、原則ご本人でのお申し込みとさせていただいております。トラブル防止のためご協力
ください。
: 南予地区の講座について、宇和島市での開催要望に対応して行っております。宇和島市立南予文化会館は有
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。
：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限られた予算内で行っております。
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。
＜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。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。

令和元年 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

