京都府生涯現役クリエイティブセンター

リカレント研修 シラバス
令和 4年 1月〜 3月開講分

研修メニュー
主として在職中のミドル・シニア層の方・
経営者の方向け
在職中の方から一般の方まで

1

DX人材育成コース

2

ニューフロンティア挑戦コース

3

中小企業経営者向けコース

4

大学スクラムリカレントコース

5

地域・社会貢献人材育成コース

6

農業人材育成コース

令和 3 年度 生涯現役クリエイティブセンター

1.

組織を変える人財となる！
DX担当者 入門コース

研修シラバス

DX人材育成コース

研修講師
京都職業能力開発短期大学校

加畑 満久

インフォニック株式会社

望月 秀昭 小野 友嗣 桑山 佳也

研修趣旨・受講目的
アナログ業務のデジタル化だけでなく、顧客や社会のニーズを満たすことを見据えた組織のビジネスモデル・プロセスの変革を考える
ための基礎知識を学びます。後半では、ローコード・ノーコードツールを活用したハンズオン形式のワークショップで簡単な経費精算
システムを構築していき、業務変革のイメージを膨らませます。

1

1月22日（土）

2

2月5日（土）

3

2月19日（土）

4

3月5日（土）

5

3月19日（土）

13:30-16:45

13:30-16:45

13:30-16:45

13:30-16:45

13:30-16:45

研修会場

・オリエンテーション
・DX推進とIT化の違いについて
・AIやIOTの現状と今後のあり方、
事例紹介
宿題発表(DXを推進したいこと、
その理由)
・CRM(顧客管理)、SFA(営業支援)ツールを活用した業務の効率化

ローコード／ノーコードツールによる作業の自動化と企業の内製化について

ワークショップ
世界No.1シェアを誇るCRMツールのSalesforceを用いて、メールアドレスのみで無料で取得できるWeb上の独自環境
で基本の入力操作などを学習。
さらに取得した環境で各自オリジナルの簡単な経費精算システムの構築

・成果発表、講師アドバイス
・振り返り、意見交換会

京都経済センター

定員

15名

このコースで目指す姿・修了後のあり方
・業務におけるDX推進について、具体的なイメージを持つことができるようになることを目指します。

事前に知っておくべき内容・学習文献等
・Web検索やOﬃceツールの使用といった、基本的なパソコン操作が可能であること

・メールアドレスを保有していること
このコースで目指す姿
・修了後のあり方

（お持ちでない場合は、京都府生涯現役クリエイティブセンター事務局までご相談ください）
・PCの持参が必要となります。

令和 3 年度 生涯現役クリエイティブセンター

研修シラバス

2. ニューフロンティア挑戦コース
研修講師

特定非営利活動法人 グローカル人材開発センター
研修趣旨・受講目的
3回のワークショップ型プログラムを通じて下記の力の涵養を目指します。

①新たな価値観を受け入れる力 ②世代、性別、背景の違いを認め合い味方につける力 ③手放す力 UNLEARNING
新しい時代がもたらす環境の変化への対応も見据え、未来の同僚である学生も交えて一緒に学ぶことを意識した点が特徴です。キャリ
アを活かし柔軟な思考を身につけたい方にとっての必須科目的なプログラムです。

自分の在り方を認め、人との違いを面白がる方法を学ぶ

1

2月5日（土）

13:00-16:00

①オリエンテーション
②人生の棚卸しワークショップ
・Beの肩書きワークショップ
【肩書を外し、
個人として等身大の姿でつながる】
（面白法人カヤック 柴田史郎氏）
③講師をお招きしての講演 「実践！違いを面白がる力」

④振り返り（何を手放し、何を得たか※各回同様）

2

2月13日（日）
13:00-16:00

NVCを通じて違いを認め合うコミュニケーションの手法を学ぶ
（ファシリテーターグラフィッカー 肥後佑亮氏）
①講師をお招きしてのワークショップ「違いを認め合うコミュニケーション」

②振り返り
*NVC(Nonviolent Communication):ビジネス現場で注目されている共感的／協働的なコミュニケーションの技法です。
背景の異なる人々との協働、
世代の違いを超えた協働を円滑に進める上で役に立つスキルです。

学生との対話を通じて、違いを味方につける体験をする

3

3月5日（土）

13:00-17:00

①学生とのワークショップ１
・ブレインストーミング
②学生とのワークショップ２
・課題解決のワークショップ
「集団の知恵、
多様なチームのチカラを体感する」
③振り返り
＊学生とのWSで若い感性に触れ、また共通経験のない中での協働をシミュレーションします。

研修会場

京都経済センター（一部日程ではQUESTIONビルでの実施を予定）

定員

15名

このコースで目指す姿・修了後のあり方
違いを認め合いながら新たな価値観を受け入れる力について学び、コミュニケーションの技法としても実践できている状態を目指します。

事前に知っておくべき内容・学習文献等
○参考文献

このコースで目指す姿
・
『beの肩書き』兼松 佳宏（著）・修了後のあり方
・
『NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法』マーシャル・B・ローゼンバーグ (著), 安納 献 (監修), 小川 敏子 (翻訳)
・
『パーパス「意義化」する経済とその先』岩嵜博論 (著), 佐々木康裕 (著), 井上慎平 (編集)
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3. 中小企業経営者向けコース
※経営者の方以外にも、採用担当の方も受講いただけます。

研修講師
コーディネーター
コーディネーター

松田 剛典
株式会社キャリ・ソフィア代表取締役 木山 美佳
一般社団法人キャリアラボ

研修趣旨・受講目的
中小企業が新たな人材を採用し雇用するにあたり、どのような点に留意すれば本人の活躍を引き出すことができる
のかを、4つの観点（①ミスマッチをなくすための理解
ためのプログラム

1

2

3

4

5

③離職を減らし、定着を促す

④事例紹介）から理解します。自社の課題に応じての選択参加も可能です。

1月12日（水）
18:30-21:00

1 21
月

②採用するためのノウハウ

日（金）

18:30-21:00

2月4日（金）

採用時のカルチャーギャップはなぜ起きるのか

カルチャーギャップの原因の一つに、企業による「常識」の違いがあります。このプログラムでは大手企業と中
小企業の人事を経験した担当者より、
「評価」
「仕事内容」
「働き方」などいくつかのテーマに分けてギャップが生
まれる要因を解説し、解決するためのヒントをお伝えする講座です。

シニア人材・中核人材の面接手法

面接においては、業務の専門知識だけでなく、過去の経験で培われたポータブルスキルや仕事へのスタンスを
見極めます。若年層の採用とは異なる、経験によって培われたものを多面的に見極める面接方法についてワー
クを交えながら解説します。

自社の魅力を伝えるための棚卸

従業員を巻き込んだSWOT分析などは従業員の働きがいややりがいに好影響を与えます。自社の人材の再発見

18:30-21:00

などにつなが可能性もあります。自社の強みと弱み、加えて自社を取り巻く機会や脅威を抽出し、自社に必要な

2月16日（水）

「うちの就労規則は大丈夫？」という相談が増えました。テレワーク・時短社員など働きやすい職場づくりだけ

18:30-21:00

2月25日（金）
18:30-21:00

人材を把握します。必要な中核人材へアプローチするための自社の魅力の伝え方、発信方法について考えます。

就労規則をチェック！多様な人材が活躍するための制度をチェック

でなく、これからの就労規則を考えていく上で押さえておきたいポイントを確認します。貴社の就労規則をお
持ちいただき実際に内容をチェックしながらワーク形式で進めるプログラムです。

シニア活用の事例と受け入れ条件の決め方

シニアだからこそ中小企業でも無理のない条件でハイスペック人材を受け入れ活躍してもらえます。メガバン
クの元支店長やスーパーゼネコンの建築士を活用し、事業の多様化と会社のレベルアップを図っている実例の
ご紹介と、お互いの価値観や企業文化の違いをいかにして埋めていくか、経営者としての気づきを図るワーク
を取り入れたプログラムです。

開催方法

オンライン

定員

15名

このコースで目指す姿・修了後のあり方
人材の採用と定着に関する課題が解決し、新たに採用した人材が活き活きと活躍し事業に貢献続けている姿を目指します。

事前に知っておくべき内容・学習文献等
とくに事前にご準備いただくことはありません。
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4. 大学スクラムリカレントコース 〜新たなチャレンジ〜
※部分参加可能です。

研修趣旨・受講目的
府内の各大学で実施されている特色あるリカレントプログラムのダイジェスト（短縮）版を体験する中で、興味を
持った分野への学び直しへと繋げていただきます。

1

2

3

4

1月11日（火）
18:00-20:00
京都大学

1月22日（土）
10:00-11:30
京都女子大学

2月12日（土）
9:00-12:00

京都精華大学

2月20日（日）

開催方法：オンライン

社会保障制度から自身のキャリアを振り返り、
セカンドキャリアへのイメージを掴む。

講師：古谷彩恵・小野友資

開催方法：対面
（会場：京都経済センター）

現代のWeb業界が求める人材や働き方、
技術などについて事例の紹介とともに実習を通じて学ぶ。

講師：渡邉照美

開催方法：対面
（会場：京都経済センター）
・オンライン併用

2月21日（月）

講師：原正美

佛教大学

京都光華女子大学

2月22日（火）
京都光華女子大学

定員

講師：岡﨑昌枝

13:00-16:00

18:00-20:00

6

開催方法：対面
（会場：京都経済センター）

学び続けることの重要性について理解を深め、
自身の学び直しのモチベーション向上を図る。

若年ケアラー・ヤングケアラー
（本来大人が担う家事、
介護等を担う子ども）
の実態と人生に及ぼす影

18:00-20:00

5

講師：酒井敏

2月26日（土）
13:00-16:00

京都府立医科大学

響などを理解し、地域における子育て支援につなげる。

開催方法：オンライン

在宅・介護現場で知っておきたい栄養的ケアについて理解を深める。

講師：櫻井園子

開催方法：オンライン

在宅・介護現場で知っておきたいメンタルヘルスについて理解を深める。

講師：吉岡さおり・吾妻知美・原田清美

開催方法：オンライン

看護の基本となる考え方やキャリア開発に関する知識を習得し、
現場のイメージを掴む。

15名

このコースで目指す姿・修了後のあり方
研修の受講を通じ、学び直しに対する意欲を高め、継続的に学ぶ姿勢を育みます。

事前に知っておくべき内容・学習文献等
・第3回（2月12日
（土））はPCの持参が必要となります。
（お持ちでない場合は、京都府生涯現役クリエイティブセンター事務局までご相談ください）
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研修シラバス

5. 地域・社会貢献人材育成コース
研修講師
オムロンエキスパートリンク株式会社

オムロン京都太陽株式会社

京都府立南山城支援学校

京都聴覚言語障害者福祉協会 等

研修趣旨・受講目的
障がいの特性や障がい者雇用について基礎知識を身に付けることを目指し、
必要となる配慮について学びます。
また、障がい者が働く工場や支援学校の見学等を通じて、職場では共に働く仲間として、広く地域社会においては共
に暮らす仲間として、多様性への理解を促進します。

1

1月12日（水）

2

1月26日（水）

3

13:30-16:00

13:30-16:00

2月2日（水）

障がい者雇用の概要
・障害種別と特性

身体障害
（四肢・聴覚・視覚）
、知的障害、
精神障害、
発達障害
（ユニバーサルマナー）

・障害者雇用関連法案と障害者雇用の変化
障がい者と共に働くということについて考える
・共に働く仲間としての配慮・支援、
マネジメント、コミュニケーション
・工場見学に向けてのグループ討議
障がい者雇用企業見学（特例子会社：オムロン京都太陽）
・実際に障がい者を雇用している企業を訪問し、障がい者が働いている様子や働きやすい職場づくり

13:30-16:00

のためのさまざまな取り組みを視察する。

4

2月17日（木）

京都府立南山城支援学校見学

5

2月24日（木）

10:00-12:00

18:30-20:30

研修会場

※実施時間は今後調整（工場まで貸切バスで移動。
現地で約2時間程度の見学および説明・質疑を想定）

・障がい者の支援学校での学習の様子を見学することを通じて、
障がい者に対する理解を深める。
※実施時間は今後調整（学校まで貸切バスで移動。
現地で約2時間程度の見学および説明・質疑を想定）
聞こえのサポーター養成講座
（指導：京都聴覚言語障碍者福祉協会）
・
「聞こえない、聞こえにくいってどういうこと？」
「 どうやってコミュニケーションをしたらいい
の？」
「手話ってなに？要約筆記ってなに？」
など、聞こえや手話に関する基礎知識を身に付ける。

京都経済センター他見学施設

定員

15名

このコースで目指す姿・修了後のあり方
企業で働く方については、職場内の障害者のサポーター役を担えるような基本理解や
基礎知識を学んでいただくことができます。
広く一般の参加者の方には、障がい者とともに暮らす仲間として必要な多様性に対する理解を深めていただけます。

事前に知っておくべき内容・学習文献等
とくに事前にご準備いただくことはありません。
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6. 農業人材育成コース
※部分参加可能です。

研修講師

・実践農家、農業法人
・農業大学校 等
研修趣旨・受講目的
農業に関心のある方に対して各種の研修メニューを提供し、農
業法人で農作業の支援や経営改善に寄与する人材から、自立的
な農業経営者まで、広く農業に従事する人材を育成します。
＊研修は希望に合わせて選択制となります。

1

農業入門セミナー

農業体験

2

京都府における農業の現状や農業の基礎知識等を学習します。

開催期間：随時（1〜3日間） 場所：受入先農家
農作業の流れや機械の扱い方について、
実践農家からレクチャーを受けます。
開催期間：随時（1ヶ月（最大6ヶ月）
） 場所：受入先農家

インターンシップ

経営力向上講座

3

開催期間：1〜2月頃（1日間） 場所：京都市内又はオンライン

農業法人への派遣

備考：アルバイト雇用（短期雇用）
形態による研修
各地域の農業法人等によるOJT研修を通じ、
集落営農への参画に必要となる知識、
技能を習得します。
開催期間：1〜2月頃（全5回程度） 場所：オンライン等
農業経営に必要な知識を学習します。

開催期間：随時（最大24ヶ月間) 場所：派遣先農業法人 備考：フルタイム又は兼業等による短時間勤務
企業に在籍しながら、派遣先の農業法人で生産や出荷業務、
経営改善業務などに取り組みます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方
・農業の実情や農業法人が求める人材像を理解し、必要な知識や技能を習得します。
・企業で培ったノウハウを農業分野においても活用することで、集落営農組織等の経営力向上にも寄与します。

事前に知っておくべき内容・学習文献等
農業に関心のある方は京都府生涯現役クリエイティブセンターに一度ご連絡ください。

このコースで目指す姿
・修了後のあり方
（それぞれに合ったメニューや関係機関を御紹介します）

京都府生涯現役
クリエイティブセンター
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター 3階

075 -741- 8600

TEL：

FAX：075 -741- 8603
info@recurrent-kyoto.com

ホームページは
こちらから
アクセス
▼

営業時間／ 平日9:00〜17:00

（火・木は相談予約がある場合は19:00まで）

烏丸通

・阪急電車京都線「烏丸駅」26番出口直結

LAQUE
四条烏丸

←至梅田駅方面

阪急京都線 烏丸駅

四条通

申し込み期限： 令和3年12月24日
（金）
◀申し込みフォーム
https://recurrent-kyoto.com/recurrent-training-form/

池坊短期大学

正面入口
COCON
KARASUMA

綾小路通

京都経済センター3階
フロアガイド

オープンイノベーション
カフェ
（KOIN）

京都府生涯現役クリエイティブセンター
自販機

3-B
3-D

3-F

3-G

AED
コピー機
（有料）

総合受付

至河原町駅→

至京都駅方面↓

電話、もしくはURLよりお申し込みください。

京都経済
センター

申し込み方法

地下鉄烏丸線 四条駅

・京都市営バス「四条烏丸」徒歩すぐ

↑至烏丸御池駅

錦小路通

・京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札出てすぐ

室町通

アクセス

