
「令和 3 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御礼申し上げます。 

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＞ 

文学講座（中予） 

〇放送大学で文学部に当たるコースを卒業したばかりで、文学より理系コースが好きだが、愛媛大学法文学

部の先生が講師だったので受講しました。来年度も受講したい。 

〇過去あったかもしれませんが、文学紀行的で映像をたくさん取り入れたものもあっていいのでは・・・？  

〇鴨長明、建礼門院とかの講座、芭蕉なども奥の細道にまつわることとか、漢詩なども学びたい。 

〇わかりやすく楽しい講座でした。先生方、ありがとうございました。スタッフの方々が笑顔で駐車場の対

応も親切で嬉しかったです。 

〇ＮＨＫのドラマの裏を知れておもしろかった。 

〇大変興味深くおもしろく学習させて頂き感謝しています。 

 

歴史講座（東・中・南予） 

〇現地での案内や研修もあればうれしい。（実費負担は了解） 

〇郷土の歴史・文化財の現地（集中）巡り的な方法の講座を開いてほしい。 

（近隣バスツアー的 13 時～16 時で 2 箇所 古墳寺社・建築） 

〇県内の古代遺跡（神社、仏閣等）詳細に。 

〇歴史講座、受講して良かったです。 

〇東予であれば、体験型講座希望です。北竹ノ下遺跡へ行ってみたいです。 

〇一般的な話が多く、あまり有意義でなかった。 

 

現代社会講座Ⅰ（法律）（中予） 

〇第 3 回の夫婦別姓のテーマに興味があったため、中止になり残念です。振替講座やオンライン講座を実施

していただくか、資料だけでもいただけるとありがたいです。 

〇内容をもっと深いところまで説明して欲しい。 

〇受講者の年齢分布を見ると高齢者が多いと思いますので、講師の都合もあると思いますが平日の受講日を

増やしてほしい。 

〇現在実施している講座の内容をさらに充実して下さい。人気のある講座は受講人数をふやすか、前期・後

期の 2 回実施してはどうですか。 

〇法律は日常の生活ではあまり身近に感じることはない。しかしながら、大小さまざまの紛争に巻き込まれ

た場合には必須のものとなる。しかしながら、一般人が法律を勉強する機会は少なく本講座は非常に助か

っている。 

〇夫婦関係の法的問題について（離婚、財産分与等）についても希望します。 

 



国際理解講座（中予） 

〇毎年来られる講師も工夫され、同じ内容＋新しい内容がありました。顔ぶれ（受講者の）がかわらないこ

ともあるので、考えられたのだと思います。同じ講師が、次年度別の角度でこれからも 2 回目以上の受講

者にも新鮮な内容でお願いします。 

 

ふるさともおもしろ講座（東・中・南予） 

〇まだまだ知らない県内の人物、特徴のある地区があると思うので、頑張って掘り起こし伝えてほしい。 

〇宇和島に生まれ、住んでいましたので、大変興味深く拝聴させて頂きました。 

〇1回目の講座について・・・宇和島の先輩の話で嬉しかった。もう少し古切手回収等社会貢献をした事を

大きく評価して欲しかった。 

 

愛媛の文学・歴史講座（東・中予） 

〇マンネリ化しています。柔軟な発想力の有る、若い人にも企画運営に参加してもらってはどうでしょう

か。 

〇講義内容とタイトルが少し違う例あり、残念。同じ内容の様なものが有り、残念。トータルするとすばら

しい勉強出来ました。有難うございました。 

〇イントロが長くて本論が短くなる講師が多い。 

〇地元で活動された人々についての講演は、心が豊かになる感じがし、楽しく思えた。 

〇東予会場でも「愛媛の埋蔵文化財講座」の開講を待っています。 

〇歴史講座では、戦国時代の内容の講義を増やしてほしい。 

〇この歴史講座は特に面白い。今後も東予に関する歴史を知りたい。 

〇身近で専門的なお話がうかがえて、とてもよかったです。 

〇愛媛の知らない部分も教えてもらい、勉強になります。 

 

愛媛の博物館・研究機関講座（東・中・南予） 

〇古墳などの遺跡について勉強したい。 

〇これからも愛媛の奥深さを感じる内容を期待していきたい。 

〇歴史に興味があるので参加したのですが、いろんな時代の専門的なお話が聞けて楽しかったです。 

 

愛媛の埋蔵文化財講座（中予） 

〇中で 1回ほど見学会も行ってほしいです。 

 

環境講座（中予） 

〇環境（例えばＳＤＧs）に関する取り組みの中で、テーマを絞ってもう少し深く勉強したい。 

〇ＳＤＧsに関する講義や実技を強く希望します。 

 

くらしの安全・安心講座（東・中・南予） 

〇ネットのなりすまし詐欺など、手口が巧妙な次々繰り出される詐欺の予防とか、特にネットでの注意点

（買い物、ツイッター参加のため、掲示板参加のためのアドレスを送ることでの）など、勉強する時間が



あればと思います。 

 

ふるさとの森林講座（中予） 

〇初めての受講でしたが、本当に実りのある講座でした。帰って家族にも話すことができ、勉強になりまし

た。専門家のお話は、胸打つものがあります。ありがとうございました。 

〇森林整備（森林経営）についての、今後の具体的な取組についての話を聞きたい。 

〇次回は、森林の多面的機能発揮のために県がやっていることのお話も聞きたいです。 

〇10年以上受講しています。ずっと以前の開講の内容でも、評判の良かった講義は再講して下さい。 

 

健康・福祉・介護講座（東・中・南予） 

〇どのように予防し、自分が介護を受けるようになった時、どうすればよいか、概要がつかめた。 

〇今回のように、健康・福祉・介護といろいろ学べて参考になりました。がんセンターの先生からのお話を

聞けたりすることも、大変よかったです。 

〇生活習慣病やロコモティブ症候群予防講座を開設いただきたい。これらの病態、病因、予防法についてご

教示頂きたい。 

 

法務局くらしの講座（中予） 

〇講座によって、「とてもよかった」と「あまりよくなかった」との意見がある。 

〇「離婚に伴う諸問題」について、希望します。 

 

食とくらしの講座（中・南予） 

〇少子高齢化が進む中で、今後何をやるべきか？また何をしなければならないか？ヒントを得たくて受講し

ました。 

〇常に最新の情報でお話頂きたい。時々、昨年と同じ話をしている人がいる。時に修正は必要である。 

〇昨年と同じ内容の物は、目新しい情報や内容がほしい。（毎年同じ事を言っている。）資料をただ読むので

はなく、身近な事柄と結びつけた内容があると良い。 

 

役に立つがん講座（中予） 

〇専門の先生方が一般の人にもわかりやすく教えていただけるので、とてもよかったです。また興味のある

講座がありましたら、ぜひ受講させていただきたいと思います。 

〇前立腺がんの講座があれば受講したい。 

〇今回の「役に立つがん講座」は、とても良かったです。他の講座も受講していますが、役に立ち学ぶこと

が多いです。 

〇少子高齢化になろう？としている今日、やはり健康、医学関係のセミナーは必要である。100 歳時代と言

っているが、予備知識が無いと健康が保てない。そうでないと、健康でないと、いつまでも人、社会のた

めに役に立てない。（世間ではコロナと騒いでいるが、知識さえあれば） 

 

現代教養講座（放送県民大学）（東・中・南予） 

〇講師の方々、とても勉強されていて、やさしくわかりやすく講義されていました。 



〇テーマの選定がとてもよく、非常に興味深い内容であったと思います。また、講師の先生方もすばらし

く、今後もお呼びいただきたいと思います。 

〇テーマにそっていない政権批判がありました。 

〇初めての現代教養講座でしたが、知らなかった事も知り、有意義な講座でした。 

〇外国からの食糧がどのように入ってくるかのルートや、それぞれの検疫や消毒の仕方や薬剤とか、健康と

経済的な面と農業への影響とか、グローバルな視点での講座があれば勉強になります。 

〇自然授業⇒川遊び、渓谷・滝巡り、トレッキング、キャンプ、島歩き等のテーマを・・・。遊び型があっ

ても良いと思う。 

〇講座内容：四国内のテーマに関心があります。 

 

＜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。 

：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いので、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、初めて受講される方もいらっしゃいますし、

講師の先生の意向もありますのでご了承ください。 

：現地学習会は、コミュニティ・カレッジでは、東・中・南予で実施の「ふるさとおもしろ講座」他、愛媛

県美術館、愛媛県農林水産研究所花き研究指導室での実施を予定しております。様々な講座での現地学習

会の実施希望をいただいておりますが、現状上記内容で予定しております。ご了承ください。 

 

＜開催時間・日程＞ 

〇できるならば、半期 6 回の講座ではなく、通期の講座として回数を増やすことを検討頂ければ幸いです。 

〇各講座の間隔（日数）をもう少し詰めて開いて欲しい。関連ある話なので、ある程度続けて聞きたい。（9

月～2 月は、間があきすぎるのでは。） 

〇年度初め（4～7 月頃）に講座が少ない。 

〇4～6 月も開講してほしい。 

〇以前のように愛大で開催していただけるとありがたい。 

〇もう少し講座を増やしてほしい。（松山（中予）程とは言いません。） 

〇一年を通して講座をしてほしい。（4 月～3 月） 

〇大変な状況下ですが、今後も続けて開講出来るよう、よろしく御願いします。できれば、講義時間を 90

分位で終わるようにしてほしいです。 

〇宇和町、宇和島市 二カ所を半分ずつとかにして欲しい。時間は、13 時半～15 時が理想。１時間でもよ

い。 

〇南予地区のコミュニティ・カレッジは、講座数（特に、宇和島市で開催されるもの）が少ないと思うの

で、増やしてほしい。 

〇高齢者が多い様子なので、1 時間（60 分）にして欲しい。 

 

＜回答＞  



：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、東・中・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

要しますので、７月からの実施とさせていただいております。 

：コミュニティ・カレッジは、県から委託を受け実施している事業で、原則 1 回 120 分の講座となって

おります。例外として文学講座や健康・福祉・介護講座など 90 分の講座もございます。120 分の方が

良いなど様々なご意見がございますが、時代のニーズ等鑑み今後の参考とさせていただきます。 

：現代教養講座（放送県民大学）の中予開催は、令和元年度より会場を愛媛大学南加記念ホールから愛

媛県生涯学習センターに変更し、時間も従来の夜間から、日曜日の午前 10 時からと変更させていた

だきました。様々なご意見はございますが、受講生の皆様からは参加しやすくなったとのご意見もい

ただいております。 

 

＜講座資料＞ 

〇資料はカラー化がよく分かり易いと思いますが、経費増があるのでしょうか。 

〇手元に資料の無い講座がありました。レジュメはご用意頂きたい。 

〇プリント資料以外で、プロジェクター紹介の内容にすばらしいものがある（時々）。その情報をプリント

で欲しいと思う時がある。 

〇スライドの資料と、今日もらったレジメ 6 か所ほどなかったので、確認して作ってほしい。目でみて聞く

ことはできるが、後半の部分の資料がほしかった。 

〇プリントが読みにくいです。 

 

＜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。 

 

＜その他＞ 

〇無料でなくても良いので市内の会場で開いてくださると出席しやすいと思った。  

〇来年も無事できますように。                        

〇飴の準備をありがとう御座いました。                    

〇高齢者駐車場を増やして欲しい。一般駐車場からの階段がきつい。       

〇その講座の中の「一つ」だけ受講したい時は、どうするのですか？ 

〇一つのテーマで、一人の講師が 6 回～7 回担当する講座も考えて欲しい。特に歴史とか、文学とか、法律

とか。よろしくお願いします。 

〇同一講師は（例）3年で終了というサイクルを決めて依頼してはどうでしょうか。若手の研究成果を学び

たい。 

〇南海地震など予想されている昨今、断層、地震等の地形地質について学びたく思っています。又、災害や

防災等の講座も希望します。 

〇受講者カードに講師の先生の名前を入れてほしい。 

〇無料で受けられる講座がたくさんあることを初めて知りました。広く知れわたってほしいと思いました。 



〇スライドの時、窓のカーテンを閉めなくても良いと思う。後方のカーテンを開けていても、しっかりと見

えます。部屋中を暗くする必要はないと思います。 

〇時間的な関係で昼食を玄関脇の休憩室でとる事が多いが、広すぎて寒い。この時期文句を言うのは場違い

だとは分かっているが、やっぱり冷える。 

〇部屋の温度が低く、寒くて体が冷えました。6 回目の講座でした。 

〇コース別だけでなく、テーマ別で受講できたらと思う。 

〇毎回、最終回に講座内容評価項目があるが、5 段階と結構細かいため、その時々の事を忘れている。「受

講者カード」に各回の評価を記入できるよう改定して、最終回にそれを転記する方式にして下さい。 

〇以前と比較してサービスが悪い。 

〇介護に関する講座について、コロナで受講出来ないと思って願書がおそくなり、もれてしまいました。キ

ャンセル待ちを教えて頂きました。ありがとうございます。 

〇当日、体調不良・用務で出席できなかった人に、次回の講座の時、又、知人・友人に資料持ち帰りが出来

ないのかな？ 

〇広報活動が広汎といえるかな？ 

〇80 才になっても、90 才になっても、元気な間受講したい。 

〇皆勤賞の賞状は不要です。 

〇皆勤賞の賞状は廃止してはどうか？ＳＤＧs の点でもそうすることが良いと考える。 

〇講義希望「身近な法律・税金について知っていてほしい知識」「文学系 宮澤賢治や金子みすゞ など」 

〇東予、中予地方に比べて回数も少なくて、同じような内容にしてほしい。場所も駐車料金がかからない所

にしてほしい。 

〇毎年同じ事をしているように思われます。もっと抜本的な改革をお願いします。 

〇防災、特に南海トラフ地震に関係する防災対策の講演及び実技に関することを是非やって欲しい。 

〇宇和島市立南予文化会館の駐車料金がいるので、いらないような場所にしてほしい。 

〇車の免許を持っていないので、移動講座の参加が難しく、いつも残念だ。実費負担をしても足を確保して

参加したい。 

〇今後も宇和島市での講座をお願いいたします。 

 

＜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。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。本館隣接の駐車場が満車の場合は、施設東側の 350 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、限られた予算の中で募集広告を新聞や 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。 

：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実施している事業で、皆

勤賞の発行も委託内容の一つとなっております。意欲的に受講していただけるよう皆勤賞をお出しし

ております。皆勤賞を楽しみにされている方もいらっしゃいますので、不要の場合はお申し出くださ



い。個別に対応させていただきます。 

：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、次年度の会場も宇和島市立南予文化会館を使用することとしております。駐車料金

のご負担がございますがご了承ください。 

 

＜オンライン講座＞ 

〇オンラインで、広く受講できる環境に対応いただけるとよりうれしいです。貴重な話、ありがとうござい

ました。 

〇時々、音声が聞き取りにくい箇所がありました。 

〇中予会場のスクリーンを東予会場にオンラインで中継し、スクリーンが見えにくかったです。 

〇オンライン講座が増えていくのかなぁと思っています。とても便利であると思いますが、今日の講座では

最初上手に聴きとることができませんでした。だんだん慣れて、「えっ、聴きやすくなっている？？」 

〇スライドの一部に見えづらいものがあり、残念でした。 

〇オンラインの場合は、もっと細かく資料がほしい。映像が見にくく、音が割れる。回りの音を拾いすぎて

聞きづらい。 

〇声が聞きとれにくい所があった。 

〇zoom 配信など、自宅でも受講したいです。（遠方のため、また高齢のため、コロナのため） 

 

＜回答＞  

：映像が見えにくかったり、音が聞き取りにくかったりとご不便をおかけしました。ネットワーク環境強化

のため、一部設備改修を行いました。 

 

＜新型コロナウイルス関係＞ 

〇質問等の時間があれば、もう少し理解度が上がるかな？ 

〇第 3 回の夫婦別姓のテーマに興味があったため、中止になり残念です。振替講座やオンライン講座を実施

していただくか、資料だけでもいただけるとありがたいです。 

〇今年度初めて受講し、いろいろな業界（世界）について学習することが出来楽しかったです。もし可能で

あれば、中止された講義についても補講して頂ければ幸いです。ありがとうございました。 

〇現地学習会等の参加人員をもっと増やしてほしい。 

〇コロナのために中止になった講座は、中止でなく日程上可能であれば延期にして開催してほしい。 

〇このコロナ禍の時であるからかも知れないが、無言で人とすれ違うことの不気味さ、講師とも思うように

質問が出来ない。同じ志で学ぶ人との意見交換もままならない。残念の一言。来期こそは・・・と唯々祈

るばかり。 

〇各講座、コロナでマスクをつけているからだと思うのですが、話がはっきり聞こえません。伝わりませ

ん。もう少しマイクを上手に利用して欲しいと・・・。 

〇今年中止になった講座等は、次回の開講を期待します。 

〇学びの機会を与えていただきありがたく思っています。コロナ感染症対策をして、開いていただき感謝し

ています。 

〇コロナ禍の中、受講できなかった講座の資料がほしいです。 



 

＜回答＞  

：講座の参加人数（現地学習会を含む）、質問時間の確保についてご意見をいただいております。令和 3

年度も新型コロナウイルス感染対策の為、講師及び受講者の皆様の安全を最優先とし、参加人数は通

常定員の半数に制限し、質疑応答も原則行わない等、県の感染防止対策を十分行ったうえで実施いた

しました。コロナ禍での実施につきご理解ください。 

：令和 3 年度は新型コロナウイルス感染対策の為、29 回の講座が中止となりました。 

 楽しみにされていた方には、ご迷惑をおかけしました。中止となった講座に関しましてはできる限り、

令和 4 年度に実施できるよう講師の方にお願いしております。 

 なお、令和 4 年度も中止とさせていただいた講座の補講はございませんので、ご了承ください。 

 

＜最後に＞ 

 今年度は延べ 614 名の方にアンケート協力いただきました。 

：毎年、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、その他のご意見・ご要望も含めまして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、今後の開催や運営等の参考とさせていただきます。 

：令和 3 年度のコミュニティ・カレッジは新型コロナウイルス感染対策のため、「最新医療講座」「なるほど

県政講座」の中止および、講座の定員数を半減しての実施となりました。また、実施予定講座においても

東予 7 講座 11 回、中予 8 講座 9 回、南予 6 講座 9 回と合計 29 回が中止となりました。楽しみにされて

いた受講者には大変ご迷惑をおかけしました。 

：令和 4 年度も、新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況で、講座定員数等令和 3 年度と同様の内

容での実施となりますが、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。実

施にあたりましては、令和 3 年度同様、マスクの着用・検温・手指のアルコール消毒の実施、換気のご協

力等、新型コロナウイルス感染症対策に一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

令和 4 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 

 

 

 

 

 



令和 3年度 アンケート集計 

   

  回収枚数：延べ 614 

質  問 項  目 合  計 

 1．年代 

１０歳未満 0 

１０歳代 0 

２０歳代 1 

３０歳代 4 

４０歳代 16 

５０歳代 27 

６０歳代 175 

７０歳代 324 

８０歳代 64 

９０歳以上 2 

未記入 1 

 2．住所 

松山市 347 

砥部町 33 

東温市 21 

伊予市 26 

松前町 18 

久万高原町 6 

新居浜市 56 

西条市 36 

今治市 9 

四国中央市 10 

上島町 0 

西予市 11 

大洲市 2 

宇和島市 27 

八幡浜市 10 

鬼北町 1 

松野町 0 

伊方町 0 

内子町 0 

愛南町 0 

未記入 1 



 3．交通手段 

 （※複数回答あり） 

自家用車 509 

公共交通機関 16 

バイク 73 

自転車 25 

徒歩 14 

未記入 2 

 4．過去に「コミュニティ・カレッジ」 

  の講座を受講されたことが 

  ありますか？ 

受講したことがある 550 

今年度初めて受講した 60 

未記入 4 

 5．コミュニティ・カレッジの 

  パンフレットの入手方法を 

  教えてください。 

  （※複数回答あり） 

愛媛県生涯学習センターから郵送された 476 

愛媛県生涯学習センターの掲示・配布物 69 

ホームページ 50 

新聞 17 

友人・知人から 25 

公共の施設 49 

その他 5 

 7．講座全体としての感想を 

  お聞かせください。 

とてもよかった 235 

よかった 304 

ふつう 36 

あまりよくなかった 5 

よくなかった 0 

未記入 34 

 8.当センターのＨＰで講座の延期 

  や中止の情報等をご覧いただ 

  いたことがありますか？ 

ある 282 

ない 322 

未記入 10 

 9．新型コロナウイルス感染症 

  拡大防止対策について、 

  どう思われましたか？ 

十分な対策をとっていると思った 442 

ふつう 154 

不十分である 6 

未記入 12 

 


