
令和4年10月～開講分

リカレント研修 シラバス

研修プログラム

京都府生涯現役クリエイティブセンター
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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

・京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札出てすぐ
・阪急電車京都線「烏丸駅」26番出口直結
・京都市営バス「四条烏丸」徒歩すぐ

アクセス

TEL：075-741-8600
FAX：075-741-8603

営業時間／

info@recurrent-kyoto.com
火曜日～金曜日：午前9時～午後7時
月曜日・土曜日：午前9時～午後5時

リカレント研修の詳細情報

https://recurrent-kyoto.com/training/#training

下記QRよりお申し込みください。

※応募者多数の場合は抽選となります。

申し込み期限：令和4年9月26日（月）
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キャリアの振り返り研修共  通

受講無料

ホームページは
こちらから
アクセス
▼

地
域
課
題
解
決
の

担
い
手
の
育
成

農業人材育成育成コース7

地域・社会貢献人材育成コース6

医療人材         育成コース8

若者定着・活躍応援コース5

女性活躍応援コース4

ベンチャー育成コース3

新分野挑戦コース2

経営マネジメント力養成コース1

（看護補助者）

［女性限定］



“学び直す”リカレント研修

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
プログラム

受講のフロー

受講者の属性※と声

［年代別利用率］

20代  2%

30代 6%

［男女別利用率］

応募資格
・住居もしくは勤務地が京都府の方
  （京都府で働く、あるいは京都府内地域に貢献する意思がある方）
・当センターのキャリア相談を受ける方
・参加を希望するコースの全ての回に参加可能な方
・事前課題等にもご対応いただける方※

・教材費等の負担が可能な方※ ※コースによって異なります

※下記1～6のコースは必須受講

申し込み方法

https://recurrent-kyoto.com/
training/#training

右記QRよりお申し込みください。

※応募者多数の場合は抽選となります

申し込み期限： 令和4年9月26日（月）

TEL：075-741-8600

申し込みフォーム

令和4年

※令和3年度

※研修受講中もお受けいただけます。

京都府生涯現役クリエイティブセンター

業種、会社規模等が異なる意識の高い
受講生たちと一緒に学ぶことで、良い刺激になった。
（60代 情報・通信業）

研修受講後は経営やリーダーシップについて
理解が深まり、確実に自己成長したと感じている。
（40代 製造業）

現職を続けつつ、自分らしい生き方ができる職場や
地域を目指して研修を受講したいと思う。
（30代 サービス業）

講師やゲストスピーカーのお話が素晴らしく、
期待をはるかに超える非常に質の高い研修だった。
（50代 教育研究職）

キャリア相談を受けて子育て経験が次に活かせると
気付いたので、スキルアップに励み
セカンドキャリアを考えたい。
（５０代 事務職）

“自分を見つめる”キャリア相談

キャリア相談
“自分を見つめる”

人材マッチング
“新たなチャレンジ”

リカレント研修
“学び直す”

令和4年
10月～
開講分

キャリアコンサルタントの資格を持つ当センターのキャリアカウンセラーによるキャリア相談を実施します。研修受講前に対話を
通して、ご自身のなりたい姿を考えていただきます。（研修受講中もキャリア相談をお受けいただけます。）

ご自身の目指されるキャリアに
応じた人材交流やマッチング支援
を行っております。

新たな一歩を踏み出す前の土台として、これまでに培ってこられた自身のキャリアや強みを振り返っていただくものです。本研修を通じて
客観的に自己理解を深めていただいた上で分野別研修を受講することにより、さらに深い学びへとつなげます。（事前課題があります）

◆ キャリアの振り返り研修

◆ 分野別研修

・キャリアの振り返り研修＋分野別研修の２段構えによりさらに深い学びへ
・全５～６回（約20～25時間）で、各分野の入門編を体験

・大学の先生や実務家等の講師陣が実学的な内容をレクチャー
・グループワーク等の形式により受講生同士での交流もさかん

“新たなチャレンジ”人材マッチング

1 自社内でのスキルアップを目指す 経営マネジメント力養成コース

2 新たな環境での活躍を目指す 新分野挑戦コース

3 起業を目指す ベンチャー育成コース

4 キャリアのREスタートを目指す

5 若い世代の更なる活躍を目指す 若者定着・活躍応援コース

6 地域課題を解決する
ビジネス分野での活躍を目指す 地域・社会貢献人材育成コース

7 農業分野での活躍を目指す 農業人材育成コース

8 医療分野での活躍を目指す 医療人材           育成コース（看護補助者）

京都産業を牽引する
人材の育成

地域課題解決の
担い手の育成

受　講
決定後

受　講
決定前

40代 28%

男性 63%

8/16（火）～9/26（月）

～10/3（月）

受講生募集

受講可否通知

当センターのキャリアカウンセラーによるキャリア相談を実施

10/11（火）、12（水）、15（土） キャリアの振り返り研修

キャリアの振り返り研修実施後 分野別研修　随時開講

令和5年3月頃 一定の要件を満たされた方に修了証を交付

70代  1%

60代 26%

50代 37%

女性 37%

※センター事務局からメールにて通知します。
※10/3（月）を過ぎても連絡が届いていない場合は
　センターまでお問い合わせください。

即戦力ジョブ博（仮称）を開催！
R4.11.13 研修の成果を活かせるキャリア求人や、兼業・副業求人など

ワンランク上の求人企業を集めたマッチングイベントを開催します。

転 職 スキル
アップ

地域
貢献 起 業

予告

龍谷大学 龍谷エクステンションセンター提供講座

女性活躍応援コース ［女性限定］
京都女子大学データサイエンス研究所提供講座

※1日程お選びください。
※10/12（水）はオンライン開催
　となります。
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経営マネジメント力養成コース
自社内でのスキルアップを目指す
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11月15日（火）

12月頃

13:30-16:15

12月20日（火）
13:30-16:15

1月17日（火）
13:30-16:15

2月7日（火）
13:30-16:15

2月28日（火）
13:30-16:15

新分野挑戦コース 
新たな環境での活躍を目指す

日　 時 場　所内　　　　　　容

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

株式会社
大興製作所

京都経済
センター

京都経済
センター

京都大学　経営管理大学院
特定講師

伊藤 智明氏

2
研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

株式会社　大興製作所

協力企業
キャリアの振り返り研修を経て自身のキャリア・イメージについて認
識を持った方を対象に、実際に中小企業が抱えている課題を解決す
ることを通じて、自身がこれまで培ってきた知識や能力が異なるシ
チュエーションにおいても発揮できるようになることを目指します。
受講者がチーム（5人程度）で解決策の検討に取り組みます（研修日
は講師や課題提供企業を交えての議論を中心とし、その他の時間に
チームで主体的に活動を進めていただきます）。

中小企業の課題解決を通じて、自身がこれまで培って
きた知識や能力が異なるシチュエーションにおいても
発揮できるようになることが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

自分自身の成功パターンを言語化すると共に、他の
場面でもこれまでの経験を活かせるように、他者と
の関わり合いを通じて、自らの成功パターンを拡張
できるようになることを期待しています。

・研修の進め方の説明
・受講生自己紹介、チーム分け

・講義、演習：他者と語り合うための対話記録法
オリエンテーション

・課題提供企業の現場訪問、現場視察ならびに担当者との対話
・解決に向けた方向性議論

企業訪問

・担当講師が進捗状況に応じてアドバイス　
・解決策検討に必要な知識やスキルを担当講師からレクチャー

中間フォロー①

・課題テーマの決定（受講生による課題提供企業へのプレゼン）
中間発表

・課題に対して、実施した施策とその成果を発表
成果発表

・担当講師が進捗状況に応じてアドバイス
・解決策検討に必要な知識やスキルを担当講師からレクチャー

中間フォロー②
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11月8日（火）
14:00-17:30

11月22日（火）
14:00-17:30

12月13日（火）
14:00-17:30

1月17日（火）
14:00-17:30

2月21日（火）
14:00-17:30

3月7日（火）
13:00-18:00

日　 時 場　所内　　　　　　容 事 前 課 題

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

同志社大学
政策学部　准教授

田中 秀樹氏

研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師
本研修では，経営資源としてのヒト（人材）に焦点を当てて、人的資
源・組織のマネジメントの観点から、貴社の強み・弱み、そしてその
解決策について考えます。人材・組織に関わる問題を持つ経営者・
組織も多いと思います。実践知と学術知の融合を踏まえて、今後
の経営マネジメント力向上に資する気づきを得ていただくことを
目的とします。

自社における人材・組織マネジメントの強み・弱みや問
題点を把握する能力を身につけること、学術知・実践知
を融合させたマネジメントを実施できる能力を身につ
けることが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

自社の人材・組織マネジメントの問題点を客観的に把握して、それ
らに対して実践知のみならず学術知も踏まえた対策を考えられる
人材となることを目指します。修了後、本講座で培った能力やヒュー
マンネットワークを活かして、自社の人材・組織マネジメントの中核
を担う人材になっていただけることを期待しています。

求める受講生
自社の人材・組織マネジメントに対する問題意識を持ち、解決
しよう・解決する力を身につけたいと考える、やる気のある方
の参加を期待します。

受講前に知っておきたい内容・学習文献等
自社の人材・組織マネジメントの現状（直近の採用数、離職率・離職
理由、人材制度変更など）について概観しておくことが望ましいで
す。また、これまでの自社の人材・組織マネジメントにおける実践で
得た知識（実践知）を客観的に把握できているとなお望ましいです。

ヒト・組織のマネジメントに関する諸問題
ワークショップ：ヒト・組織のマネジメントを俯瞰する

オリエンテーション

宿題発表：自社の人材・組織マネジメントの強み・弱みとその背景を考える
ワークショップ：「強み、弱みはなぜ生まれるのか？」を考える

自社の人材・組織のマネジメント問題を分析する

宿題発表：自社の経営戦略・人材戦略と実際の人材・組織マネジメントの整合性を考える
ワークショップ：経営戦略と人材・組織マネジメントの整合性を考える

戦略と人材・組織のマネジメントの関連性を考える

ワークショップ：①働きがいを高めるためにはどうすれば良いのかを
考える ②自社の人材・組織マネジメントの問題の原因を考える

従業員の働きがいを高めるための方策を考える

自社の人材・組織マネジメントの問題解決策、
社員の働きがいを高める取り組み

成果発表

宿題発表：自社の人材・組織マネジメントの問題の原因分析を行う
ワークショップ：自社の人材・組織マネジメント問題の解決策を裏付けをもって考える

人材・組織のマネジメント問題を克服するための方策を考える

事前課題等なし

宿題：自社の経営戦略・人材戦略と
人材・組織マネジメント施策の整合
性について検討してまとめてくる

宿題：自社の人材・組織マネジメント
の強み・弱みとその背景をまとめて
くる

事前課題等なし

宿題：自社の人材・組織マネジメント
の問題の原因分析をしてくる

課題：自社の人材・組織マネジメント
の問題解決策，働きがい向上策を報
告する

定 員

15名
定 員

15名

求める受講生
中小企業の抱える課題を対話とその記録から特定し、現場で解決する
技術を身に付け、転職、出向や兼業・副職などにより実際に中小企業で
の活躍を目指す方の参加を期待します。  

受講前に知っておきたい内容・学習文献等
キャリアの振り返り研修を通じて自身の持つ知識・スキル・
能力の棚卸しを事前に実施しておいてください。
また、事前配布する資料（受講者にメールで送付予定）をオリエン
テーションまでに読んでおいてください。

※日程の詳細については受講申込みの前にお電話、メール、HPでご確認ください。

※
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11月15日（火）

12月頃

13:30-16:15

12月20日（火）
13:30-16:15

1月17日（火）
13:30-16:15

2月7日（火）
13:30-16:15

2月28日（火）
13:30-16:15

新分野挑戦コース 
新たな環境での活躍を目指す

日　 時 場　所内　　　　　　容

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

株式会社
大興製作所

京都経済
センター

京都経済
センター

京都大学　経営管理大学院
特定講師

伊藤 智明氏

2
研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

株式会社　大興製作所

協力企業
キャリアの振り返り研修を経て自身のキャリア・イメージについて認
識を持った方を対象に、実際に中小企業が抱えている課題を解決す
ることを通じて、自身がこれまで培ってきた知識や能力が異なるシ
チュエーションにおいても発揮できるようになることを目指します。
受講者がチーム（5人程度）で解決策の検討に取り組みます（研修日
は講師や課題提供企業を交えての議論を中心とし、その他の時間に
チームで主体的に活動を進めていただきます）。

中小企業の課題解決を通じて、自身がこれまで培って
きた知識や能力が異なるシチュエーションにおいても
発揮できるようになることが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

自分自身の成功パターンを言語化すると共に、他の
場面でもこれまでの経験を活かせるように、他者と
の関わり合いを通じて、自らの成功パターンを拡張
できるようになることを期待しています。

・研修の進め方の説明
・受講生自己紹介、チーム分け

・講義、演習：他者と語り合うための対話記録法
オリエンテーション

・課題提供企業の現場訪問、現場視察ならびに担当者との対話
・解決に向けた方向性議論

企業訪問

・担当講師が進捗状況に応じてアドバイス　
・解決策検討に必要な知識やスキルを担当講師からレクチャー

中間フォロー①

・課題テーマの決定（受講生による課題提供企業へのプレゼン）
中間発表

・課題に対して、実施した施策とその成果を発表
成果発表

・担当講師が進捗状況に応じてアドバイス
・解決策検討に必要な知識やスキルを担当講師からレクチャー

中間フォロー②
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11月8日（火）
14:00-17:30

11月22日（火）
14:00-17:30

12月13日（火）
14:00-17:30

1月17日（火）
14:00-17:30

2月21日（火）
14:00-17:30

3月7日（火）
13:00-18:00

日　 時 場　所内　　　　　　容 事 前 課 題

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

同志社大学
政策学部　准教授

田中 秀樹氏

研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師
本研修では，経営資源としてのヒト（人材）に焦点を当てて、人的資
源・組織のマネジメントの観点から、貴社の強み・弱み、そしてその
解決策について考えます。人材・組織に関わる問題を持つ経営者・
組織も多いと思います。実践知と学術知の融合を踏まえて、今後
の経営マネジメント力向上に資する気づきを得ていただくことを
目的とします。

自社における人材・組織マネジメントの強み・弱みや問
題点を把握する能力を身につけること、学術知・実践知
を融合させたマネジメントを実施できる能力を身につ
けることが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

自社の人材・組織マネジメントの問題点を客観的に把握して、それ
らに対して実践知のみならず学術知も踏まえた対策を考えられる
人材となることを目指します。修了後、本講座で培った能力やヒュー
マンネットワークを活かして、自社の人材・組織マネジメントの中核
を担う人材になっていただけることを期待しています。

求める受講生
自社の人材・組織マネジメントに対する問題意識を持ち、解決
しよう・解決する力を身につけたいと考える、やる気のある方
の参加を期待します。

受講前に知っておきたい内容・学習文献等
自社の人材・組織マネジメントの現状（直近の採用数、離職率・離職
理由、人材制度変更など）について概観しておくことが望ましいで
す。また、これまでの自社の人材・組織マネジメントにおける実践で
得た知識（実践知）を客観的に把握できているとなお望ましいです。

ヒト・組織のマネジメントに関する諸問題
ワークショップ：ヒト・組織のマネジメントを俯瞰する

オリエンテーション

宿題発表：自社の人材・組織マネジメントの強み・弱みとその背景を考える
ワークショップ：「強み、弱みはなぜ生まれるのか？」を考える

自社の人材・組織のマネジメント問題を分析する

宿題発表：自社の経営戦略・人材戦略と実際の人材・組織マネジメントの整合性を考える
ワークショップ：経営戦略と人材・組織マネジメントの整合性を考える

戦略と人材・組織のマネジメントの関連性を考える

ワークショップ：①働きがいを高めるためにはどうすれば良いのかを
考える ②自社の人材・組織マネジメントの問題の原因を考える

従業員の働きがいを高めるための方策を考える

自社の人材・組織マネジメントの問題解決策、
社員の働きがいを高める取り組み

成果発表

宿題発表：自社の人材・組織マネジメントの問題の原因分析を行う
ワークショップ：自社の人材・組織マネジメント問題の解決策を裏付けをもって考える

人材・組織のマネジメント問題を克服するための方策を考える

事前課題等なし

宿題：自社の経営戦略・人材戦略と
人材・組織マネジメント施策の整合
性について検討してまとめてくる

宿題：自社の人材・組織マネジメント
の強み・弱みとその背景をまとめて
くる

事前課題等なし

宿題：自社の人材・組織マネジメント
の問題の原因分析をしてくる

課題：自社の人材・組織マネジメント
の問題解決策，働きがい向上策を報
告する

定 員

15名
定 員

15名

求める受講生
中小企業の抱える課題を対話とその記録から特定し、現場で解決する
技術を身に付け、転職、出向や兼業・副職などにより実際に中小企業で
の活躍を目指す方の参加を期待します。  

受講前に知っておきたい内容・学習文献等
キャリアの振り返り研修を通じて自身の持つ知識・スキル・
能力の棚卸しを事前に実施しておいてください。
また、事前配布する資料（受講者にメールで送付予定）をオリエン
テーションまでに読んでおいてください。

※日程の詳細については受講申込みの前にお電話、メール、HPでご確認ください。

※
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11月5日（土）
8:50-12:05

11月12日（土）
8:50-12:05

11月19日（土）
8:50-12:05

12月10日（土）
8:50-12:05

12月24日（土）
8:50-12:05

1月7日（土）
8:50-12:05

11月5日（土）
14:00-17:10

1月21日（土）
14:00-17:10

2月11日（土・祝）
14:00-17:10

3月11日（土）
14:00-17:10

12月3日（土）
午後

12月17日（土）
午後

女性活躍応援コース
キャリアのREスタートを目指す

日　 時 場　所内　　　　　　容 事 前 課 題

 京都女子
大学

 京都女子
大学

 京都女子
大学

 京都女子
大学

 京都女子
大学

 京都女子
大学

京都女子大学 宗教・文化研究所 准教授　
データサイエンス研究所 兼担研究員
データサイエンス学部（認可申請中）
教員就任予定

林　邦好氏

4
研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

求める受講生

女性が、DXや統計学に関する知識やスキルを身に付けることは、ライフイベントの影響を受けやすい女性に
とって、これからの社会を生き抜く力、キャリアを支える力になり、本学の使命である女性のエンパワーメントに
もつながると考え、受講対象を女性としています。身近なイシューに対して価値創造を可能にするデータサイエ
ンスという学問とそれを体現するデータサイエンティストは、近年、さまざまな分野で注目されています。日頃、
データサイエンティストたちはどのような思いでデータを収集し分析を行い、解決の糸口を探っているのでしょ
うか。本講義の前半では、データサイエンスの一つの柱である統計学で扱われる（１）データを整理する方法、
（２）データを批判的に吟味する方法、そして（３）データの背後に潜むことがらを推測する方法について習得して
いただきます。講義の後半では、講義の前半で学修した内容をハンズオン形式の演習によりさらに深めていく予
定です。本講義により、データの収集、要約、評価に関わる一連のスキルを具体的に身に付けることができます。

データを整理することやデータを定量評価することを
通じて、イシューに対する価値創造を正しく実践するた
めの能力を身に付けていただくことが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

本講義で学んだ考え方やスキルをもとにさらに研鑽を
積んでいただき、将来的にはデータサイエンティスト
として社会で活躍していただくことを期待しています。

データサイエンスのスキルを用いて日々の仕事の効率
化や業務改善を目指したい方、データハンドリングの能
力を身に付け転職、兼業・副職などを目指す方の参加を
期待します。（※エクセルがインストールされたノートパ
ソコン持参のこと）

受講前に知っておきたい内容・学習文献等
『Excel でやさしく学ぶ統計解析』 （石村貞夫・劉晨・石村友二郎著／東京図書） 
で書かれている内容を踏まえ授業を行います。ハンズオン形式の演習ではPCを
用います。ご自身のノートPCをご持参いただくことにより、受講後も引き続き同じ
環境でデータ分析を行うことが可能になります。

求める受講生
社会の諸問題に関心を持ち、具体的なアクションを起こすことで問
題の解決をはかりたいと思う方、仕事をしながら何か自分で事業を
始めてみたい方の参加を期待します。

受講前に知っておきたい内容・学習文献等
［参考図書］
「パーパス経営！30年先の視点から現在を捉える」
名和高司 著

（1-1）データサイエンスについて／（1-2）様々なタイプのデータ
（1-3）統計学で登場する記号

データサイエンスとは何か？

（2-1）記述統計の考え方／（2-2）データの代表値
（2-3）データの散布度

データをわかりやすく要約する方法

（3-1）相関について
（3-2）推測統計の考え方　

データの背後に潜むことがらを推測する方法

（4-1）データの読み込みと名前付け／（4-2）データの型と配列
（4-3）条件分岐と繰り返し処理

ハンズオン形式の演習（導入）

（6-1）項目間の関連性評価／（6-2）まとめと振り返り
ハンズオン形式の演習（推測統計の基礎）

（5-1）質的データのまとめ方／（5-2）量的データのまとめ方
（5-3）データの可視化

ハンズオン形式の演習（記述統計）
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前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

学習文献の第１章から第4章までの
内容について予め目を通していただ
くことをお勧めいたします。

日　 時 場　所内　　　　　　容

白川ライフ
アカデミア

白川ライフ
アカデミア

白川ライフ
アカデミア

白川ライフ
アカデミア

白川ライフ
アカデミア

商店街
各店舗

龍谷大学　副学長
政策学部　教授   

深尾 昌峰氏

研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師 協力企業

株式会社　白川まちづくり会社    

古川町商店街において、実際の就業や実例を踏まえ、
地域に根ざした事業のスタートアップを実地で学ぶと
ともに、起業に向けたアイデアの創出・ブラッシュアッ
プを実践します。    

［参考］
古川町商店街は、地下鉄東山駅南側に位置し、昭和25年に
古川町朝日会として発足後、70年以上経った現在でも約
40軒もの店舗が立ち並ぶ京都らしい趣の残る商店街です。

社会問題の本質を捉え、その解決に向けて取り組むこ
とができる知識や技能、ソーシャル（社会的）な活動を、
どのように事業に結びつけるかを、実践を通じて身につ
けることが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

環境など、地球規模の社会問題から、地域の商店街が
持つ身近な問題まで、「社会のため、人のため」に
行動できる起業家精神を身に付けていただくことを
期待しています。

・受講者グループ分け
・社会問題の解決と起業

オリエンテーション

・実際に古川町商店街で開業された方からの具体的な体験に基づいた講義
商店街における開業の成功例と課題

古川町商店街にて就業体験

・社会起業について講義・社会起業アイデア紹介・ビジネスモデル、顧客ニーズの確認方法講義・
　グループ討議・アイデアブラッシュアップ

起業のアイデア創出

・アイデア発表、フィードバック
・終了後意見交換会（希望者のみ）

アイデア発表

・ビジネスモデル発表、メンタリング
アイデアブラッシュアップ

定 員

15名
定 員

15名

※上記に記載の文献は、受講される皆様の学びの参考に記載したものであり、
　講義に持参いただく必要はございません。

※上記に記載の文献は、講義に持参いただく必要はございません。

京都女子大学
データサイエンス

研究所
提供講座

龍谷大学
龍谷エクステンション
センター
提供講座



ベンチャー育成コース
起業を目指す
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11月5日（土）
8:50-12:05

11月12日（土）
8:50-12:05

11月19日（土）
8:50-12:05

12月10日（土）
8:50-12:05

12月24日（土）
8:50-12:05

1月7日（土）
8:50-12:05

11月5日（土）
14:00-17:10

1月21日（土）
14:00-17:10

2月11日（土・祝）
14:00-17:10

3月11日（土）
14:00-17:10

12月3日（土）
午後

12月17日（土）
午後

女性活躍応援コース
キャリアのREスタートを目指す

日　 時 場　所内　　　　　　容 事 前 課 題

 京都女子
大学

 京都女子
大学

 京都女子
大学

 京都女子
大学

 京都女子
大学

 京都女子
大学

京都女子大学 宗教・文化研究所 准教授　
データサイエンス研究所 兼担研究員
データサイエンス学部（認可申請中）
教員就任予定

林　邦好氏

4
研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

求める受講生

女性が、DXや統計学に関する知識やスキルを身に付けることは、ライフイベントの影響を受けやすい女性に
とって、これからの社会を生き抜く力、キャリアを支える力になり、本学の使命である女性のエンパワーメントに
もつながると考え、受講対象を女性としています。身近なイシューに対して価値創造を可能にするデータサイエ
ンスという学問とそれを体現するデータサイエンティストは、近年、さまざまな分野で注目されています。日頃、
データサイエンティストたちはどのような思いでデータを収集し分析を行い、解決の糸口を探っているのでしょ
うか。本講義の前半では、データサイエンスの一つの柱である統計学で扱われる（１）データを整理する方法、
（２）データを批判的に吟味する方法、そして（３）データの背後に潜むことがらを推測する方法について習得して
いただきます。講義の後半では、講義の前半で学修した内容をハンズオン形式の演習によりさらに深めていく予
定です。本講義により、データの収集、要約、評価に関わる一連のスキルを具体的に身に付けることができます。

データを整理することやデータを定量評価することを
通じて、イシューに対する価値創造を正しく実践するた
めの能力を身に付けていただくことが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

本講義で学んだ考え方やスキルをもとにさらに研鑽を
積んでいただき、将来的にはデータサイエンティスト
として社会で活躍していただくことを期待しています。

データサイエンスのスキルを用いて日々の仕事の効率
化や業務改善を目指したい方、データハンドリングの能
力を身に付け転職、兼業・副職などを目指す方の参加を
期待します。（※エクセルがインストールされたノートパ
ソコン持参のこと）

受講前に知っておきたい内容・学習文献等
『Excel でやさしく学ぶ統計解析』 （石村貞夫・劉晨・石村友二郎著／東京図書） 
で書かれている内容を踏まえ授業を行います。ハンズオン形式の演習ではPCを
用います。ご自身のノートPCをご持参いただくことにより、受講後も引き続き同じ
環境でデータ分析を行うことが可能になります。

求める受講生
社会の諸問題に関心を持ち、具体的なアクションを起こすことで問
題の解決をはかりたいと思う方、仕事をしながら何か自分で事業を
始めてみたい方の参加を期待します。

受講前に知っておきたい内容・学習文献等
［参考図書］
「パーパス経営！30年先の視点から現在を捉える」
名和高司 著

（1-1）データサイエンスについて／（1-2）様々なタイプのデータ
（1-3）統計学で登場する記号

データサイエンスとは何か？

（2-1）記述統計の考え方／（2-2）データの代表値
（2-3）データの散布度

データをわかりやすく要約する方法

（3-1）相関について
（3-2）推測統計の考え方　

データの背後に潜むことがらを推測する方法

（4-1）データの読み込みと名前付け／（4-2）データの型と配列
（4-3）条件分岐と繰り返し処理

ハンズオン形式の演習（導入）

（6-1）項目間の関連性評価／（6-2）まとめと振り返り
ハンズオン形式の演習（推測統計の基礎）

（5-1）質的データのまとめ方／（5-2）量的データのまとめ方
（5-3）データの可視化

ハンズオン形式の演習（記述統計）
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前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

前回の講義で出題された課題を次回の
講義までに取り組んでいただきます。

学習文献の第１章から第4章までの
内容について予め目を通していただ
くことをお勧めいたします。

日　 時 場　所内　　　　　　容

白川ライフ
アカデミア

白川ライフ
アカデミア

白川ライフ
アカデミア

白川ライフ
アカデミア

白川ライフ
アカデミア

商店街
各店舗

龍谷大学　副学長
政策学部　教授   

深尾 昌峰氏

研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師 協力企業

株式会社　白川まちづくり会社    

古川町商店街において、実際の就業や実例を踏まえ、
地域に根ざした事業のスタートアップを実地で学ぶと
ともに、起業に向けたアイデアの創出・ブラッシュアッ
プを実践します。    

［参考］
古川町商店街は、地下鉄東山駅南側に位置し、昭和25年に
古川町朝日会として発足後、70年以上経った現在でも約
40軒もの店舗が立ち並ぶ京都らしい趣の残る商店街です。

社会問題の本質を捉え、その解決に向けて取り組むこ
とができる知識や技能、ソーシャル（社会的）な活動を、
どのように事業に結びつけるかを、実践を通じて身につ
けることが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

環境など、地球規模の社会問題から、地域の商店街が
持つ身近な問題まで、「社会のため、人のため」に
行動できる起業家精神を身に付けていただくことを
期待しています。

・受講者グループ分け
・社会問題の解決と起業

オリエンテーション

・実際に古川町商店街で開業された方からの具体的な体験に基づいた講義
商店街における開業の成功例と課題

古川町商店街にて就業体験

・社会起業について講義・社会起業アイデア紹介・ビジネスモデル、顧客ニーズの確認方法講義・
　グループ討議・アイデアブラッシュアップ

起業のアイデア創出

・アイデア発表、フィードバック
・終了後意見交換会（希望者のみ）

アイデア発表

・ビジネスモデル発表、メンタリング
アイデアブラッシュアップ

定 員

15名
定 員

15名

※上記に記載の文献は、受講される皆様の学びの参考に記載したものであり、
　講義に持参いただく必要はございません。

※上記に記載の文献は、講義に持参いただく必要はございません。

京都女子大学
データサイエンス

研究所
提供講座

龍谷大学
龍谷エクステンション
センター
提供講座



若者定着・活躍応援コース
若い世代の更なる活躍を目指す
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地域・社会貢献人材育成コース
地域課題を解決するビジネス分野での活躍を目指す

日　 時 場　所内　　　　　　容 事前課題

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

TMI総合法律事務所
京都オフィス
弁護士

渡辺 伸行氏

6
研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

特定非営利活動法人
TABLE FOR TWO International 
代表理事

小暮 真久氏

研修講師

求める受講生

ソーシャルビジネス（社会課題を、ビジネスの手法を用い、かつ、新しい商
品・サービス・仕組みを創出して、解決する）について実務的な観点での基
礎知識や具体的な実践事例を学び、ソーシャルスタートアップ（ソーシャル
ベンチャーともいいます。）として活躍できる若手起業家やソーシャルス
タートアップを支える人材の育成を目指します。講義では、座学のほか、
参加者によるディスカッションや単独又は複数の参加者によるプランの
作成・発表を行うなど、より具体的かつ実践的な内容を想定しています。

①ソーシャルビジネスとは何か？その存在意義と具体的な実践事例を知る。／②現在の
社会において解決すべき社会課題は何か？それを解決するためにどのような方法が考
えられるか？ そのために自分は何ができるか？を考える。／③ソーシャルビジネスを実
践する上で必要となるアイデア・人材・資金などを知り、ソーシャルビジネスの具体的な
プランを開発する。／④ソーシャルビジネスに興味がある方々と知り合い、社会課題に
ついて様々な意見を交わし、人的ネットワークを深めることが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

ソーシャルビジネスをスタートアップと
して起業する、社会経験や専門知識を活
用してソーシャルスタートアップを支援
する、又はソーシャルスタートアップを
育成するためのエコシステムの醸成に
関与することを期待しています。

ソーシャルビジネスをスタートアップとして
起業し社会貢献したい方（社会起業家）と、こ
れまでに培った社会経験や専門知識を活用
してソーシャルスタートアップを支援したい
方々やソーシャルスタートアップを育成する
ためのエコシステムの醸成に関与したい
方 （々サポーター）の参加を期待します。

受講前に知っておくべき内容・学習文献等
［参考図書］
・BLP-Network「NPOの法律相談 知っておきたい基礎知識60」（改訂新版）英治出版、2022年
・SSIR Japan編「これからの『社会の変え方』を、探しにいこう。
  ―スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー ベストセレクション10 」SSIR Japan、2021年
・キャサリーン・ケリー・ヤヌス 「ソーシャル・スタートアップ―組織を成長させ、
  インパクトを最大化する5つの戦略」英治出版、2020年
・小暮真久「『20円』で世界をつなぐ仕事－想いと頭脳で稼ぐ新しい働き方」ダイヤモンド社、
 2018年、「社会をよくしてお金も稼げるしくみのつくりかた―マッキンゼーでは気づけなかった 
 世界を動かすビジネスモデル『Winの累乗』」ダイヤモンド社、2012年

・ソーシャルビジネス／ソーシャルスタートアップとは
・スタートアップとスモールビジネスの違い
・法人形態の選択  

・事業構造分析（ヒトモノカネ＋ライセンス）
・事例の分析

オリエンテーション ~ソーシャルビジネスの基礎知識～

・実際の取組み事例の紹介
・実務上の課題と対策
※社会起業家等のゲスト講師の参加も検討

※講義の進捗や参加者の意見などを踏まえ、第2回～第4回の講義は内容の変更や順序の入れ替えを行う可能性もあります。

ソーシャルビジネスの実践事例

・「社会問題」にはどんなものがあるか
・社会問題の解決を担うプレイヤーは誰か
・ソーシャルビジネスのフレームワーク～「 必要条件」「参入手段」「社会的インパクト」～
※ソーシャルビジネスに必要な要素をグループワークやディスカッションを通じて一緒に考えていきます。

ソーシャルビジネスの創り方（1）

・ソーシャルビジネスの実現に立ちはだかる壁
・ソーシャルビジネスによって生み出されるWin
・どうやって「スケール」するか
※ソーシャルビジネスに必要な要素をグループワークやディスカッションを通じて一緒に考えていきます。

ソーシャルビジネスの創り方（2）

・講義を通じて開発した①自己のソーシャルビジネス起業プラン又は
②自身の経験・専門性を活かしたソーシャルビジネスへの関与プランの発表
・講師による講評・アドバイス、ディスカッション

プラン発表
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認定NPO法人
グローカル人材開発
センター

研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

京都信用金庫専務理事・
価値創造本部長

丹波 寛志氏

ゲスト

ワコール健康保険組合
常務理事

柏木 裕之氏

ゲスト

求める受講生

本研修では、受講生同士の対話、ゲストとの対話を通じて、自
社の魅力を再発見し、部署内や外部連携のスキルを獲得する
ことを目指しています。
チームでの課題解決ワークショップ型プログラムを行い、
楽しみながら技能の涵養を目指し、変化に対応してどんな
場所でも活躍できる力を身に付けることができます。
実務に活かしていただくことや、日常での行動に落とし込むこ
とはもちろん、研修を受ける仲間と、これからの組織内・社会
での活躍のイメージを一緒に広げることができます。

①自分の会社の魅力を再発見する力／②人や状況
に併せて、柔軟に対応する力／③応援される力（リー
ダーシップ・フォロワーシップ）／④グローバルの視
野で物事を考えられる力／⑤社内で小さくチャレン
ジする！実践する力／⑥異なる組織でプロジェクトを
遂行する力の習得が見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

・社会課題の解決を考える短期PBLプログラムを通じて、自分の得意
を生かしたプロジェクトへの関わり方を体験することで、社内での具
体的実践のイメージや社会での活躍をイメージしてもらいます。
・プログラムを通じて実践のイメージを持つことで、社内での自分の
居場所作りのきっかけや、自ら考え行動を起こすことができる人材へ
と成長するきっかけを作っていただくことを期待しています。

自身のスキルや働き方に問題意識を持っている
20-30代／異業種の同世代、同じ悩みをもってい
る仲間と一緒に学びを深めたい方／このままでは
いけない、けれど何からはじめていいかわからない
という方の参加を期待します。

受講前に知っておくべき内容・学習文献等
［参考図書］
・「未来を変える目標 SDGsアイデアブック」

・「BEの肩書」兼松 佳宏（著）
・「パーパス 「意義化」する経済とその先」
・「日本におけるサステナビリティの現状」

Think the Earth (著), 蟹江憲史(慶應義塾大学大学院 教授) (監修), ロビン西（マンガ） (イラスト)

岩嵜博論 (著), 佐々木康裕 (著), 井上慎平 (編集)

https://fbrc.co/jp/case-study/sustainability-in-japan-2022

日　 時 場　所内　　　　　　容

プランの
作成

事前課題等
なし

事前課題等
なし

事前課題等
なし

事前課題等
なし

定 員

15名
定 員

15名

11月11日（金）
13:30-16:30

11月25日（金）
13:30-16:30

チーム活動
日程は各チームで

調整

1月20日（金）
13:30-16:30

11月18日（金）
13:30-16:30

11月19日（土）
13:30-16:30

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

オンライン

オンライン

QUESTION

①全体アナウンス＆チェックイン　②Ｂｅの肩書きワークショップ
③ＮＶＣ講座（共感コミュニケーション・非暴力コミュニケーション）　④振り返り

【自分を知る＆協働に必要なコミュニケーションを学ぶ】

①全体アナウンス＆チェックイン　②ゲストを招いての講演 （ゲスト： 丹波 寛志 氏）
③講師とのワークショップ　④振り返りとアクション

【ゲストから学ぶ：一人ひとりが生き生きと働くことができるチームとは？】

①全体アナウンス＆チェックイン　②ゲストを招いての講演 （ゲスト：柏木 裕之氏）
③講師とのワークショップ　④振り返りとアクション

【ゲストから学ぶ：社内でのチーム作り・実践サステナビリティSDGsを学ぶ】

①全体アナウンス＆チェックイン　②学生とのワークショップ１
③学生とのワークショップ２　④振り返り

【学生とのワークショップ：外部リソースを活用する方法を学ぶ】

①全体アナウンス＆チェックイン　②発表＆フィードバック 
③アクションに向けた目標設定ワーク　④振り返りと宣言

【最終報告会】

①プレゼン資料作成　②プレゼン練習→グローカルセンターよりフィードバックを実施・担当講師が
進捗状況に応じてアドバイス・解決策検討に必要な知識やスキルを担当講師からレクチャー

チーム活動【資料作成＆プレゼン練習】

※上記に記載の文献は、受講される皆様の学びの参考に記載したものであり、講義に持参いただく必要はございません。

※上記に記載の文献は、受講される皆様の学びの参考に記載したものであり、講義に持参いただく必要はございません。

10月21日（金）
18:30-20:30

11月15日（火）
18:30-20:30

12月6日（火）
18:30-20:30

1月17日（火）
18:30-20:30

2月未定
※参加者のご都合を踏ま
えまして、2月中で別途調
整をさせて頂きます。



若者定着・活躍応援コース
若い世代の更なる活躍を目指す
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地域・社会貢献人材育成コース
地域課題を解決するビジネス分野での活躍を目指す

日　 時 場　所内　　　　　　容 事前課題

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

TMI総合法律事務所
京都オフィス
弁護士

渡辺 伸行氏

6
研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

特定非営利活動法人
TABLE FOR TWO International 
代表理事

小暮 真久氏

研修講師

求める受講生

ソーシャルビジネス（社会課題を、ビジネスの手法を用い、かつ、新しい商
品・サービス・仕組みを創出して、解決する）について実務的な観点での基
礎知識や具体的な実践事例を学び、ソーシャルスタートアップ（ソーシャル
ベンチャーともいいます。）として活躍できる若手起業家やソーシャルス
タートアップを支える人材の育成を目指します。講義では、座学のほか、
参加者によるディスカッションや単独又は複数の参加者によるプランの
作成・発表を行うなど、より具体的かつ実践的な内容を想定しています。

①ソーシャルビジネスとは何か？その存在意義と具体的な実践事例を知る。／②現在の
社会において解決すべき社会課題は何か？それを解決するためにどのような方法が考
えられるか？ そのために自分は何ができるか？を考える。／③ソーシャルビジネスを実
践する上で必要となるアイデア・人材・資金などを知り、ソーシャルビジネスの具体的な
プランを開発する。／④ソーシャルビジネスに興味がある方々と知り合い、社会課題に
ついて様々な意見を交わし、人的ネットワークを深めることが見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

ソーシャルビジネスをスタートアップと
して起業する、社会経験や専門知識を活
用してソーシャルスタートアップを支援
する、又はソーシャルスタートアップを
育成するためのエコシステムの醸成に
関与することを期待しています。

ソーシャルビジネスをスタートアップとして
起業し社会貢献したい方（社会起業家）と、こ
れまでに培った社会経験や専門知識を活用
してソーシャルスタートアップを支援したい
方々やソーシャルスタートアップを育成する
ためのエコシステムの醸成に関与したい
方 （々サポーター）の参加を期待します。

受講前に知っておくべき内容・学習文献等
［参考図書］
・BLP-Network「NPOの法律相談 知っておきたい基礎知識60」（改訂新版）英治出版、2022年
・SSIR Japan編「これからの『社会の変え方』を、探しにいこう。
  ―スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー ベストセレクション10 」SSIR Japan、2021年
・キャサリーン・ケリー・ヤヌス 「ソーシャル・スタートアップ―組織を成長させ、
  インパクトを最大化する5つの戦略」英治出版、2020年
・小暮真久「『20円』で世界をつなぐ仕事－想いと頭脳で稼ぐ新しい働き方」ダイヤモンド社、
 2018年、「社会をよくしてお金も稼げるしくみのつくりかた―マッキンゼーでは気づけなかった 
 世界を動かすビジネスモデル『Winの累乗』」ダイヤモンド社、2012年

・ソーシャルビジネス／ソーシャルスタートアップとは
・スタートアップとスモールビジネスの違い
・法人形態の選択  

・事業構造分析（ヒトモノカネ＋ライセンス）
・事例の分析

オリエンテーション ~ソーシャルビジネスの基礎知識～

・実際の取組み事例の紹介
・実務上の課題と対策
※社会起業家等のゲスト講師の参加も検討

※講義の進捗や参加者の意見などを踏まえ、第2回～第4回の講義は内容の変更や順序の入れ替えを行う可能性もあります。

ソーシャルビジネスの実践事例

・「社会問題」にはどんなものがあるか
・社会問題の解決を担うプレイヤーは誰か
・ソーシャルビジネスのフレームワーク～「 必要条件」「参入手段」「社会的インパクト」～
※ソーシャルビジネスに必要な要素をグループワークやディスカッションを通じて一緒に考えていきます。

ソーシャルビジネスの創り方（1）

・ソーシャルビジネスの実現に立ちはだかる壁
・ソーシャルビジネスによって生み出されるWin
・どうやって「スケール」するか
※ソーシャルビジネスに必要な要素をグループワークやディスカッションを通じて一緒に考えていきます。

ソーシャルビジネスの創り方（2）

・講義を通じて開発した①自己のソーシャルビジネス起業プラン又は
②自身の経験・専門性を活かしたソーシャルビジネスへの関与プランの発表
・講師による講評・アドバイス、ディスカッション

プラン発表
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認定NPO法人
グローカル人材開発
センター

研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

京都信用金庫専務理事・
価値創造本部長

丹波 寛志氏

ゲスト

ワコール健康保険組合
常務理事

柏木 裕之氏

ゲスト

求める受講生

本研修では、受講生同士の対話、ゲストとの対話を通じて、自
社の魅力を再発見し、部署内や外部連携のスキルを獲得する
ことを目指しています。
チームでの課題解決ワークショップ型プログラムを行い、
楽しみながら技能の涵養を目指し、変化に対応してどんな
場所でも活躍できる力を身に付けることができます。
実務に活かしていただくことや、日常での行動に落とし込むこ
とはもちろん、研修を受ける仲間と、これからの組織内・社会
での活躍のイメージを一緒に広げることができます。

①自分の会社の魅力を再発見する力／②人や状況
に併せて、柔軟に対応する力／③応援される力（リー
ダーシップ・フォロワーシップ）／④グローバルの視
野で物事を考えられる力／⑤社内で小さくチャレン
ジする！実践する力／⑥異なる組織でプロジェクトを
遂行する力の習得が見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

・社会課題の解決を考える短期PBLプログラムを通じて、自分の得意
を生かしたプロジェクトへの関わり方を体験することで、社内での具
体的実践のイメージや社会での活躍をイメージしてもらいます。
・プログラムを通じて実践のイメージを持つことで、社内での自分の
居場所作りのきっかけや、自ら考え行動を起こすことができる人材へ
と成長するきっかけを作っていただくことを期待しています。

自身のスキルや働き方に問題意識を持っている
20-30代／異業種の同世代、同じ悩みをもってい
る仲間と一緒に学びを深めたい方／このままでは
いけない、けれど何からはじめていいかわからない
という方の参加を期待します。

受講前に知っておくべき内容・学習文献等
［参考図書］
・「未来を変える目標 SDGsアイデアブック」

・「BEの肩書」兼松 佳宏（著）
・「パーパス 「意義化」する経済とその先」
・「日本におけるサステナビリティの現状」

Think the Earth (著), 蟹江憲史(慶應義塾大学大学院 教授) (監修), ロビン西（マンガ） (イラスト)

岩嵜博論 (著), 佐々木康裕 (著), 井上慎平 (編集)

https://fbrc.co/jp/case-study/sustainability-in-japan-2022

日　 時 場　所内　　　　　　容

プランの
作成

事前課題等
なし

事前課題等
なし

事前課題等
なし

事前課題等
なし

定 員

15名
定 員

15名

11月11日（金）
13:30-16:30

11月25日（金）
13:30-16:30

チーム活動
日程は各チームで

調整

1月20日（金）
13:30-16:30

11月18日（金）
13:30-16:30

11月19日（土）
13:30-16:30

京都経済
センター

京都経済
センター

京都経済
センター

オンライン

オンライン

QUESTION

①全体アナウンス＆チェックイン　②Ｂｅの肩書きワークショップ
③ＮＶＣ講座（共感コミュニケーション・非暴力コミュニケーション）　④振り返り

【自分を知る＆協働に必要なコミュニケーションを学ぶ】

①全体アナウンス＆チェックイン　②ゲストを招いての講演 （ゲスト： 丹波 寛志 氏）
③講師とのワークショップ　④振り返りとアクション

【ゲストから学ぶ：一人ひとりが生き生きと働くことができるチームとは？】

①全体アナウンス＆チェックイン　②ゲストを招いての講演 （ゲスト：柏木 裕之氏）
③講師とのワークショップ　④振り返りとアクション

【ゲストから学ぶ：社内でのチーム作り・実践サステナビリティSDGsを学ぶ】

①全体アナウンス＆チェックイン　②学生とのワークショップ１
③学生とのワークショップ２　④振り返り

【学生とのワークショップ：外部リソースを活用する方法を学ぶ】

①全体アナウンス＆チェックイン　②発表＆フィードバック 
③アクションに向けた目標設定ワーク　④振り返りと宣言

【最終報告会】

①プレゼン資料作成　②プレゼン練習→グローカルセンターよりフィードバックを実施・担当講師が
進捗状況に応じてアドバイス・解決策検討に必要な知識やスキルを担当講師からレクチャー

チーム活動【資料作成＆プレゼン練習】

※上記に記載の文献は、受講される皆様の学びの参考に記載したものであり、講義に持参いただく必要はございません。

※上記に記載の文献は、受講される皆様の学びの参考に記載したものであり、講義に持参いただく必要はございません。

10月21日（金）
18:30-20:30

11月15日（火）
18:30-20:30

12月6日（火）
18:30-20:30

1月17日（火）
18:30-20:30

2月未定
※参加者のご都合を踏ま
えまして、2月中で別途調
整をさせて頂きます。



農業人材育成コース
農業分野での活躍を目指す
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11月8日（火）
13：30-16：30

11月28日（月）
13：30-16：30

12月16日（金）

調整の上、
実施

13：30-16：30

11月14日（月）
13：30-16：30

医療人材　　　 育成コース（看護補助者）

医療分野での活躍を目指す

日　 時 場　所内　　　　　　容

京都経済
センター

（専）京都
中央看護
保健大学校

医療機関

京都経済
センター

京都経済
センター

京都私立病院協会 加盟病院看護師等

8
研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

求める受講生

看護補助者は、医師・看護師と患者さんを結ぶ重
要なパイプラインとしての役割を担う仕事です。
医療現場に興味のある方が、具体的で現場に役
立つプログラムを通じて、医療の現場を理解し、
医療従事者（看護補助者）として活躍いただくた
めのコースです。

医療・看護の現場でチームの一員として働くために必要
な知識・技術の習得が見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

習得したプログラム内容にある知識・技術を基礎とし
て、看護補助者として病院への就業を果たし、医療チーム
の一員として活躍をしていただくことを期待しています。

医療チームの一員として病院への従事を目指している方の
受講を期待しています。　
※資格は不要です。

受講前に知っておきたい内容・学習文献等

京都私立病院協会ホームページをご覧ください。
（「きらめく★看護補助者ネット」サイトも開設しております）

◎

・
病院の種類と機能について 急性期・回復期・慢性期等
介護の仕事との違いを知る

◎

・
・

医療制度の概要
看護師との違い（責任の範疇）
看護補助加算の理解、個人情報保護、守秘義務

◎

・
・

業務を遂行するための基礎的知識・技術を学ぶ
リネン交換・食事介助・移送、
移乗（車いす・ストレッチャー等）・排泄介助

◎

◎

・

安全に関する基礎知識
感染対策に関する基礎知識
抑制・転落・転倒など医療安全を学ぶ

◎

・
メンバーシップ ／ ・リーダーシップ
医療チーム及び看護チームの一員である理解

◎

・
アサーション
自分の傾向・コミュニケーションの手法

・手指消毒 標準予防対策
【演習】手袋・エプロン・マスクの
　　　正しい着脱の方法 等

これまでの4回で学習した内容を実体験することで医療機関の実際を知る

病院を知る

法・制度を知る

実業務基礎編
ー医療安全と感染防止ー

チームワーク

コミュニケーション

体験

業務内容の実際
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就農相談会

インターンシップ

就農ステップイン
講座

農業経営力向上
講座

テーマ時　期 場　所内　　　　　　容

京都市内他

オンライン他

受入先農家

受入先農家

農業大学校
（綾部市）

希望に応じて、研修や就農支援制度等を
紹介する相談会を実施します。

夏～冬
（年４回程度）

農作業の流れや機械の扱い方について、
農家からレクチャーを受けます。

随時
（1～3日間）

各地域の農業法人等でのOJT研修を通じ、
農業に必要な知識、技能を習得します。

随時
（1ヶ月（最大6ヶ月））

※保険料等として1500円程度

※状況によっては見学のみとなる場合があります。

※本コースに関心のある方は、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。

講義や野菜栽培の実習、就農者との座談会を通じて、
栽培技術や農業機械の操作方法等を学びます。

毎年８～11月頃
（全５回）

農業経営の基本的な知識を学習します。
1～2月頃
（全４回程度）

研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

求める受講生

農業に関心のある方や農業で生計を立てることを目指す方
に対して、各種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。

農業に必要となる知識や技能（農作業の流れや栽培
技術、農業機械の操作方法等）や農業経営の基本的
な知識などの習得が見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

農業に必要な知識や技能を習得していただき、農業法人への就
業や自立的な農業経営など、農業の担い手として活躍していた
だくことを期待しています。

農業法人への就業や自立的な農業経営を目指している方からの
参加を期待します。

受講前に知っておきたい内容・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。
（それぞれに合ったメニューや関係機関をご紹介します。）

※研修は希望に合わせて選択制となります。

※アルバイト雇用（短期雇用）形態による研修になります。 ※傷害保険料が必要

農業体験
（プレインターンシップ）

定 員

15名



農業人材育成コース
農業分野での活躍を目指す

令和4年度　生涯現役クリエイティブセンター 研修シラバス

7

10

地
域
課
題
解
決
の
担
い
手
の
育
成

11月8日（火）
13：30-16：30

11月28日（月）
13：30-16：30

12月16日（金）

調整の上、
実施

13：30-16：30

11月14日（月）
13：30-16：30

医療人材　　　 育成コース（看護補助者）

医療分野での活躍を目指す

日　 時 場　所内　　　　　　容

京都経済
センター

（専）京都
中央看護
保健大学校

医療機関

京都経済
センター

京都経済
センター

京都私立病院協会 加盟病院看護師等

8
研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

研修講師

求める受講生

看護補助者は、医師・看護師と患者さんを結ぶ重
要なパイプラインとしての役割を担う仕事です。
医療現場に興味のある方が、具体的で現場に役
立つプログラムを通じて、医療の現場を理解し、
医療従事者（看護補助者）として活躍いただくた
めのコースです。

医療・看護の現場でチームの一員として働くために必要
な知識・技術の習得が見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

習得したプログラム内容にある知識・技術を基礎とし
て、看護補助者として病院への就業を果たし、医療チーム
の一員として活躍をしていただくことを期待しています。

医療チームの一員として病院への従事を目指している方の
受講を期待しています。　
※資格は不要です。

受講前に知っておきたい内容・学習文献等

京都私立病院協会ホームページをご覧ください。
（「きらめく★看護補助者ネット」サイトも開設しております）

◎

・
病院の種類と機能について 急性期・回復期・慢性期等
介護の仕事との違いを知る

◎

・
・

医療制度の概要
看護師との違い（責任の範疇）
看護補助加算の理解、個人情報保護、守秘義務

◎

・
・

業務を遂行するための基礎的知識・技術を学ぶ
リネン交換・食事介助・移送、
移乗（車いす・ストレッチャー等）・排泄介助

◎

◎

・

安全に関する基礎知識
感染対策に関する基礎知識
抑制・転落・転倒など医療安全を学ぶ

◎

・
メンバーシップ ／ ・リーダーシップ
医療チーム及び看護チームの一員である理解

◎

・
アサーション
自分の傾向・コミュニケーションの手法

・手指消毒 標準予防対策
【演習】手袋・エプロン・マスクの
　　　正しい着脱の方法 等

これまでの4回で学習した内容を実体験することで医療機関の実際を知る

病院を知る

法・制度を知る

実業務基礎編
ー医療安全と感染防止ー

チームワーク

コミュニケーション

体験

業務内容の実際
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就農相談会

インターンシップ

就農ステップイン
講座

農業経営力向上
講座

テーマ時　期 場　所内　　　　　　容

京都市内他

オンライン他

受入先農家

受入先農家

農業大学校
（綾部市）

希望に応じて、研修や就農支援制度等を
紹介する相談会を実施します。

夏～冬
（年４回程度）

農作業の流れや機械の扱い方について、
農家からレクチャーを受けます。

随時
（1～3日間）

各地域の農業法人等でのOJT研修を通じ、
農業に必要な知識、技能を習得します。

随時
（1ヶ月（最大6ヶ月））

※保険料等として1500円程度

※状況によっては見学のみとなる場合があります。

※本コースに関心のある方は、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。

講義や野菜栽培の実習、就農者との座談会を通じて、
栽培技術や農業機械の操作方法等を学びます。

毎年８～11月頃
（全５回）

農業経営の基本的な知識を学習します。
1～2月頃
（全４回程度）

研修趣旨・受講目的 

このコースを通じて身に付けられる能力・知識・技術・技能

求める受講生

農業に関心のある方や農業で生計を立てることを目指す方
に対して、各種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。

農業に必要となる知識や技能（農作業の流れや栽培
技術、農業機械の操作方法等）や農業経営の基本的
な知識などの習得が見込まれます。

このコースで目指す姿・修了後のあり方

農業に必要な知識や技能を習得していただき、農業法人への就
業や自立的な農業経営など、農業の担い手として活躍していた
だくことを期待しています。

農業法人への就業や自立的な農業経営を目指している方からの
参加を期待します。

受講前に知っておきたい内容・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。
（それぞれに合ったメニューや関係機関をご紹介します。）

※研修は希望に合わせて選択制となります。

※アルバイト雇用（短期雇用）形態による研修になります。 ※傷害保険料が必要

農業体験
（プレインターンシップ）

定 員

15名



令和4年10月～開講分

リカレント研修 シラバス

研修プログラム

京都府生涯現役クリエイティブセンター
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京
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駅
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面
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通
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通

京
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COCON
KARASUMA

正面入口

←至
大阪梅田駅方面

至
京都河原町駅→

四条通

綾小路通

錦小路通

池坊短期大学

LAQUE
四条烏丸

阪急京都線 烏丸駅
地
下
鉄
烏
丸
線 

四
条
駅

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

・京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札出てすぐ
・阪急電車京都線「烏丸駅」26番出口直結
・京都市営バス「四条烏丸」徒歩すぐ

アクセス

TEL：075-741-8600
FAX：075-741-8603

営業時間／

info@recurrent-kyoto.com
火曜日～金曜日：午前9時～午後7時
月曜日・土曜日：午前9時～午後5時

リカレント研修の詳細情報

https://recurrent-kyoto.com/training/#training

下記QRよりお申し込みください。

※応募者多数の場合は抽選となります。

申し込み期限：令和4年9月26日（月）

京
都
産
業
を
牽
引
す
る

人
材
の
育
成

キャリアの振り返り研修共  通

受講無料

ホームページは
こちらから
アクセス
▼

地
域
課
題
解
決
の

担
い
手
の
育
成

農業人材育成育成コース7

地域・社会貢献人材育成コース6

医療人材         育成コース8

若者定着・活躍応援コース5

女性活躍応援コース4

ベンチャー育成コース3

新分野挑戦コース2

経営マネジメント力養成コース1

（看護補助者）

［女性限定］


