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京葉臨海コンビナート人材育成講座 

～平成２８年度講座実施状況について～ 
 
 
 
１．全体概要 

京葉臨海コンビナートの国際競争力強化を図るとともに、急速に進む世

代交代に対処するため、千葉大学、千葉工業大学及び企業と連携して、①

プラントのメンテナンス・安全管理業務の高度化、②高効率・低コスト生

産への対応、③重大事故の防止・大規模災害時の危機管理、④次世代オペ

レーターの短期育成といった製造現場が抱えている課題に対応できる中

核人材の育成を図るためのカリキュラム・教材の開発を、平成１８年度

から平成１９年度にかけて経済産業省の「製造中核人材育成事業」とし

て受託・実施しました。また、平成２３年度から、千葉県・市原市、また、

平成２６年度以降、石油化学工業協会・日本化学工業協会など、業界団体

からの後援も受け、今年度は石油連盟の後援事業にもなりました。当講

座の特徴は、下記のとおりです。 

１） 受講生は、石油・化学関係企業からの参加が多いこと、また、職場が製

造現場であることから、身近なテーマ・事例等が取り上げられる講座で

す。また、受講生の職場環境もよく似ており、受講生同士の討論・グル

ープ討議（他流試合）で刺激を受けあっています。 

２） 講座では、受講生に対して、講師からの質問・体験・演習・グループ討

議等が多く組み込まれており、受講生参加型の講座になっています。 

３） 講師は、ベテラン大学教授・企業ＯＢ・現役技術者等であり、充実した

カリキュラムになっています。 

４） オペレーターコース〔Ａコース〕では、フォローアップ訪問（受講後、

講師・事務局スタッフが、受講生派遣企業担当者との話し合い）を通し

て、講座への要望、受講生の受講時の様子を伝える（フィードバック）

等、きめ細かい意見交換を行っています。これらの活動を通して、当セ

ンターでは、講座の改善に繋げると共に、受講生派遣企業では、日頃の

職場での指導や安全活動に活かしていただいています。 
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平成２０年度から、開発したカリキュラム・教材を活用して、主として京

葉臨海コンビナートに立地する企業を対象として、有償による研修事業

「京葉臨海コンビナート人材育成講座」を実施しており、９年目を終え

ることができました。 

 平成２８年度の講座実施状況 

○ Aコース：中核オペレーター育成コース・・５科目 

Ａ1：６回開催/Ａ2・Ａ3・Ａ5：２回開催/Ａ４：３回開催 

○ 新規コース：新規A6・新規A7・・２科目 

新規Ａ６・Ａ７：２回開催 

○ Specialコース：スペシャル講座（トップ層）・・１科目 

トップ層向けスペシャル講座：１回開催 

 計 ２０講座・１７８コマ 

【平成２７年度からの変更点】 

① 従来の A コース（A1～A5）、新規コース（新規 A6・A7）、special

コース（トップ層向けスペシャル講座）とコース分別した。 

② 昨年度のプレ講座で有効性を確認し、新たに、Special コースとして、

トップ層向けスペシャル講座を新規開講した。 

③ 今年度、開講２年目の新規 A6・A7（化学プラント事故防止実践講座

①・②）は、受講希望者多数の為、それぞれ２回開催とした。 

④ 科目 A４（チームリーダーの育成）は、事前調査での受講希望者数は多

かった為、３回開催となった為、２５名程度／講座での開催とした。 

○ Ｂコース：ミドルマネジメント育成コース・・５科目（閉講） 

○ プレ講座：「円滑なチーム運営力向上講座」プレ講座開催 

http://www.ccjc-net.or.jp/%7Eccji-pj/a5.html
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２．平成２８年度の講座実績 

 
Ａコース＋新規コース＋special コース 

Ａコース：中核オペレーター育成コース〔A１～A5：５科目、１４８コマ〕

＋新規コース〔新規 A6・A7：２科目、２８コマ〕＋special コース〔トッ

プ層向けスペシャル講座：１科目、２コマ〕を、のべ２０回開催し、計４７

社（事業所）、３４１名の受講生を集めました（前年度比：＋９社、－２１

名）。また、Ａコースの一部（A3・A４・A5）については、事後の社内教育

に資するよう、受講生の受講状況を派遣元企業の人事・教育担当者にフィー

ドバックします。 

 
科目名 開催場所 日程 受講者数

7/5～7/6（入門） 12

7/14～7/15（入門） 16

11/15～11/16（入門） 19

11/24～11/25（入門） 20

1/17～1/18（入門） 18

10/25～10/26（一般） 14

8/26～8/27 14

2/24～2/25 12

8/22～8/24 13

12/5～12/7 11

9/15～9/17 24

2/16～2/18 24

2/27～3/1 26

7/25～7/27 15

12/14～12/16 14

9/7～9/8 22

1/31～2/1 18

9/27～9/28 21

11/21～11/22 13

トップ層向けスペシャル講座 サンプラザ市原 2/7 15

341

A1:安全体験学習 千葉県立市原高等技術専門校

A2:製造現場トレーナーの育成 千葉工業大学

A3:プラントの保安と故障の早期発見 市原市五井会館

計

A4:チームリーダーの育成 千葉大学

A5:製造現場の安全と責任
市原商工会議所
市原市五井会館

新規A6:化学プラント事故防止実践講座① 市原市五井会館

新規A7:化学プラント事故防止実践講座② 市原市五井会館
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講座名 派遣企業数

① 12名 7社 ① 期待以上の体験ができ、今回学んだ事以外にも、危険のポイントを探し、KYしていきたい。

② 16名 8社 ②
宙吊りになる事で一本吊りの安全帯の場合、助けが来る前に痛くて大変だという事が分かった。

なるべく宙吊りにはならない様に気を付けたい。

③ 19名 11社 ③
各項目で何をしたらいけないのか、なぜだめなのか、理解が深まり、受講前に目標にしていた安

全に対する感性を鋭くするという目標を達成できた。

④ 20名 10社 ③
工場内に潜む危険性（作業時の事故、回転機器や配管上での移動等）と、設備の不具合について

起きる現象（爆発等の静電気対策、ピンホールによる漏れ）について学ぶ事ができた。

⑤ 18名 7社 ④
他社での取り組みを聞くことができたので自職場で活かせるものは活かしていきたいと思った。

様々な危険作業を実体験することができたので、今後の参考にして、今まで以上に安全作業を心

掛けていきたい。

⑥
14名

〔一般〕
5社 ⑤

最近油断しているところが少しあったので気を引き締め直すきっかけになった、不安全な場所は

ないかをもっと意識しながら現場パトロールをしようと思った。

計 99名 20社 ⑥

高所作業については基本的に点検で塔槽に登るので、定修等で必ず安全帯を使用する機会が有

留ので改めて勉強でき本当に良かった。これまでに受けてきた教育や先輩の説明を聞いたのを思

い出してみると殆どが正しいやり方だったのでいい復習になった。これから入ってくる後輩にも

自信を持って教えられると思う。

① 14名 8社 ①
実習によってリーダーシップについて考えて指示する事の大切さを痛感した。もっと繰り返し練

習して経験してリーダーシップを高めていきたい。

② 12名 9社 ②
実習を通じて、状況を認識して素早く伝える難しさと大切さがわかった。リーダーの意識や更に

フォロワーとしての心構えがよく分かり、また、実習でリーダーとしてのメンバーへの状況認識

の大変さ、大切さを体験できた。

計 26名 12社 ③
リーダーシップの講義で求められるリーダー像を感じる事ができ、その中でも特に自分は「人の

言うことを聞く姿勢が重要」「言い訳をしない」に共感した。リーダー・フォロワー共に求めら

れる事を意識して業務に活かしていけたらと思う。

① 13名 7社 ① 業務上の不安な点は知識や情報を得ないと進まないと感じた。勉強不足を感じた。

② 11名 8社 ②
グループ討議をした事で、故障の早期発見する為にやっている事など、いろいろな意見を聞く事

ができてよかった。

計 24名 9社 ③
他社の方々と交流を深める事が出来て様々な意見交換が出来て非常に為になった。別の講座も受

講したい。非常に良い講座だったので、若い子たちにも受講させたい。

① 24名 15社 ①
チームやリーダーシップのあり方、手法、手段や、コミュニケーションについて、チーム活動

（プレゼン）を通して、他社の方々と共に理解し合えた事がよかった。

② 24名 16社 ②
パワーポイントの使用方法も期待する事として挙げたが、現職場ではこんなに長い時間、ディス

カッションの時間にあてた事は無かったので、より深く中身の濃い資料作成が出来て勉強になっ

た。現職場での参考にしたい。

③ 26名 17社 ③
チームリーダーは仕事の管理だけではないと改めて感じた。ストレスケアや部下の言動・動きに

も気を付けなければいけない。今回学んだPBLを取り入れコミュニケーション向上を目指して

いきたい。

計 74名 24社 ④
他社も同じ様な問題を抱えていて大変だと思ったが、ディスカッションを通じて、今後職場で使

えそうな事は活用してみたいと思った。例えば、申し送り方法など・・

① 15名 10社 ①
ヒューマンエラー防止方法について、日々高い「時間圧」を受けて仕事している中で、確認不足

によるヒューマンエラーが絶えない。これを防止するには、仕事に余裕を持つ事が解決策なの

で、自分自身心の余裕を持ち仕事量を減らし、部下のスキルUPをしていこうと思った。

② 14名 13社 ②
どの会社も人材育成の問題を抱えていて、どのような対策をとっていけばいいか色々な意見を聞

けてよかった。自分はまだそういう立場には立っていないが、今回の講習会で学んだ事を活用し

ていきたい。

計 29名 18社 ③
安全意識向上、ヒューマンエラーの最小限化対策、トラブル対応を期待して受講したが、講座を

通して、リーダーとしての安全に対する心構え、器量、環境作りが重要だと感じた。

① 22名 14社 ①
事故の発生理由について、「人」「設備」「発生原因」の面から体系的に学ぶ事ができて大変勉

強になった。

② 18名 12社 ②
自分自身が事故に直面したことがない為、実際の事故や化学物質の爆発実験映像を見て、改めて

事故を起こしてはいけないと思った。なぜ事故が起きるかを知ることができた。

計 40名 20社 ③
想像以上に有意義な講義だった。トラブルについて、個人で調べ確認することはあっても、系統

だったやり方でびっちり丸２日間考えるというのは初めてだったので非常に為になった。

① 21名 15社 ①
体系的な講義でとても勉強になった。管理者として無知だったではすまされないと強く思った。

自部署で改善に結びつけていきたい。全体的にとてもすばらしく、キーパーソンの人にも参加し

てもらいたいと思った。

② 13名 10社 ②
各管理の重要性、事故防止の決め手を期待していたが、今回の講座で理解を深め、重要性等再確

認できて今後に仕事に役立てたいと感じた。

計 34名 20社 ③
化学プラントの安全・保全、マネジメントの知識・能力UPを期待して受講したが、基本的な内

容がトラブル視点から整然とカテゴライズされており、大変理解しやすく有意義であった。

ス

ペ

シ
ャ

ル

これからの安全と
トップ層の役割

講師：大学特任教授

15名 13社 ①
一方的な講義では自ら考える気持ちが薄れるが、チームでの議論や全体討議でじっくり考える時

間を持てたことが良かった。継続的にやることが大切だと思う。各社状況の違いはあるものの共

通的なテーマで情報交換・討議することは大切だと感じた。

合計

Ａ
２

製造現場トレーナー
の育成

講師：大学教授

平成28年度　受講生アンケート結果

受講者数 受講生アンケート

Ａ
１

安全体験学習

講師：企業ＯＢ

　47社
*鹿島・川崎・兵庫・新潟・四日市・東京地区11社

Ａ
３

プラントの保安と
故障の早期発見

講師：企業ＯＢ

Ａ
４

チームリーダー
の育成

講師：元大学教授

Ａ
５

製造現場の
安全と責任

講師：企業ＯＢ

新
規
Ａ
６

化学プラント事故防
止実践講座①

講師：企業ＯＢ

新
規
Ａ
７

化学プラント事故防
止実践講座②

講師：企業ＯＢ

341名
*定員20名

*A4のみ定員25名
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３．受講者の動向と推移 
 

受講者数の実績 

○ 平成２０年度講座開講時から９年間、今年度（平成２８年度）までの、

Ａコース受講者延べ人数は、２，２１２名です。 

○ 従来開催のＡコースＡ１～Ａ５の受講者数は、前年度２９６名から－４

４名の２５２名であったが、新規コースの新規Ａ６・Ａ７が前年度比＋

２３名の８９名、今年度新規開講の special コースのトップ層向けスペ

シャル講座の１５名が＋されて、最終的に、ここ数年、右肩上がりだっ

た受講者数が初めて減少し、前年度比－２１名の３４１名となりました。 

○ 受講者派遣企業数は、前年度の３８社（事業所）から大きく増加して、

＋９社（事業所）の４７社（事業所）となりました。 

○ 受講者減少の要因としては、今年度は常連の派遣企業の大規模定修や設

備更新が講座実施日程にかぶってしまったこと、千葉県内で当方講座以

外にも体験型人材育成講座の受講が可能になったことなどが、直接的に

受講者減少に繋がったと考えられますが、開講１０年を迎えようとして

いるなか、ニーズの高い大学実施講座の追加開催が難しいこと、企業Ｏ

Ｂ実施講座の体験型要素の取り込みに苦労していることなど、今後の講

座実施について思い切った改善検討が必要な課題が多々あり、受講者減

少に繋がっていることも考えられます。 
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○ 毎年、事前に受講希望者数調査を実施し、その結果を踏まえて、講座開

催回数を確定していきますが、平成２９年度の事前の受講希望者数は、

２月末の数字として３３１名で、Ａ１～Ａ５が、２６９名、新規コース

が、６７名となっています。 

○ 受講申込者数が、ある程度の人数に達しない場合は、講座開催ができま

せんので、確実に受講者派遣を獲得できるよう、派遣企業のニーズを把

握し、企業ニーズにマッチした内容にしていくように努力しています。 

他地区からの受講者の推移 

○ ここ数年、京葉コンビナート地区以外からの参加希望も増加しており、

他地区企業からの受講者参加により、他地区の同業種の状況把握、風土

の違いなども感じて刺激を受ける事ができます。また、全国における京

葉地区の立ち位置なども実感できる良い機会となり、京葉地区の参加企

業や受講者にも大変な効果があると考えています。 

○ 地域的には限定されていますが、徐々に千葉県以外の地区にも当講座に

対する認識が広がっており、ＨＰ等のＰＲ効果、あるいは、フォローア

ップ訪問の成果もでている状況だと捉えています。 

○ ここ数年、他地区の割合が増加傾向でしたが、今年度は少し減少しまし

た。全受講者の２割～３割ラインがポイントと考え、バランスとしては、

問題なく、今後もこのバランスを保っていけるよう、注意深く観察しつ

つ、他地区からの受講者も大事にしていかなくてはなりません。 

○ 川崎地区・鹿島地区など、近隣の他地区でも、複数の参加企業数を集め

ての出張出前講座（Ａ３・Ａ５・Ｓ１・Ｓ２（旧新規Ａ６・Ａ７）など）が

可能ですが、今のところ、実施には至っていません。 
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リピーターの推移 

○ この講座は階層別に構成されているため、すでに４つ以上の複数講座に

参加された受講者も数人おり、全ての講座を受講し終えた受講者も、今

後増えてくる状況です。 

○ 派遣企業からのニーズがなければ、継続していけない講座なので、今後

もリピーターを増やしていけるように、しっかりとしたきめ細かいフォ

ローをするなど、大事にしていかなくてはなりません。 

○ リピーターは、実際、講座の中でグループ討議等の牽引役としても活躍

してくれている状況なので、今後、更にその存在を活かしていけるよう

に、工夫していく努力と派遣企業へのフォローが重要となります。 

○ 開講以来、特にここ数年の受講者増加に比例して、増加傾向にあるとい

うことは、派遣企業からの評価と期待の表れとも捉えられますので、今

後も大事にしていきたいと考えています。 
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４．会議の開催 

１．連絡協議会 

本事業の運営に資するため、行政・大学・京葉臨海コンビナート立地企業・

千葉県産業振興センターからなる連絡協議会を開催し、事業の運営方針・執

行状況、カリキュラムの改善・改良、新規講座の開講について協議しました。 

○ 第１４回連絡協議会 １１月２７日 

〔連絡協議会メンバー〕 

千葉県、千葉県立市原高等技術専門校、市原市、国立大学法人千葉大学、学

校法人千葉工業大学、学識経験者、丸善石油化学株式会社、富士石油株式会

社、アヅマ株式会社、公益財団法人千葉県産業振興センター 

２．意見交換会 

意見交換会は、受講生派遣企業の人事・教育担当者に集まってもらい、この

講座に対する要望や、日頃の各社での人材育成についての悩みや問題点等を、

受講者派遣企業同士で意見交換してもらうことを、主な目的として、今年度

は１回の会議を開催しました。 

○ 第１６回意見交換会 １０月 １４日（参加企業数：１１社） 

１）意見交換 

事前アンケートとして、①「社内教育の現状と課題」、②「実際にトラ

ブル事例や事故事例の教育への活用の仕方」、③「現場リーダーまたは

マネジメント層への人材教育」をテーマで、各企業での取組み状況につ

いて、Ａ４用紙１枚程度の内容を事前提出してもらい、資料として配布、

また出席者には、詳細説明をしてもらって、受講者派遣企業間での情報

共有と、情報交換のネタとして活用してもらいました。 

２）特別講演 

三菱化学株式会社ＯＢの長瀬 穂積（ながせ ほづみ）氏より、「プラン

トの安全と人材育成」というテーマで、実際に現役時代に現場で経験さ

れた事故やトラブル経験のお話しや、そのご経験をケースメソッド法と

いう手法で人材育成に活かされている内容のご紹介いただきました。ま

た、会議終了後の懇親会でも、企業関係者の方々とざっくばらんな意見

交換をしていただきました。 
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３）まとめ 

各社とも、安全操業のためには人材育成が最重要取組項目のひとつだと

の共通認識はあるものの、各社、教育体制を整えていくなかで、それぞ

れの課題を抱えていることがわかりました。 

現場のオペレーター教育については、社内・社外教育ともにある程度充

実されているようですが、ここ数年、団塊世代の大量退職（２００７～

２０１２年問題）を解消するため、多くの新人をどんどん採用しており、

そのフレッシュな人材をうまく育成するためのリーダークラスやマネ

ジメント層への教育を最重要視して、教育体制強化に取り組んでいる状

況のようです。 

しかしながら、企業ごとの社内教育だけでは不十分なため、当方講座の

ような社外教育を最大限活用して、他社の刺激（他流試合）を受けさせ

ながらの教育、またそのような講座新設の要望が多く出ました。 

当講座としましては、その要望に応じることができるような新講座開発

検討に取り組んでいかなくてはいけないという当方講座についての今

後の検討課題も見つかりました。 

今後も、受講者派遣企業の為になる意見交換会として、また、本事業の

更なる発展に繋げていけるように、工夫していきたいと思います。 
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５．プレ講座について 

１．開催概要 

○ 講座名：「円滑なチーム運営力育成講座」プレ講座 

○ 開催日時：平成２８年９月２６日（月）９：００～１７：００ 

○ 受講対象者：上級オペレーターからシフトリーダークラス、その候補等 

○ 受講者・見学者数：１３社・１８名 

２．開催の主旨と目的 

１） 本講座の目標は、人間関係力とコミュニケーション力を身に付けるこ

とで、円滑なチーム運営に長けたリーダーを養成することです。 

２） コンビナートの職場は、長い期間同じメンバーで仕事を続けることが

多いので、チームの活力を高め維持していくためには、人間関係構築

や問題解決能力を涵養するために必要な知識やスキルを学ぶことが必

要となります。 

３） この講座は、受講派遣企業から、リーダーとしてチーム員とのコミュ

ニケーションの難しさが課題で、コミュニケーション能力向上に特化

した講座新設の要望を受け、チームリーダーとしてあるいはその補佐

役として必要な人間関係力と自分らしいリーダーシップを身に付け

て、チーム員全てが意欲を持って働けるような、良好な人間関係を築

き、スムーズなチーム運営ができるようになることを目標とし、開発

いただきました。 

３． 講座の内容 

１） グループ内での人間関係づくりのためのコミュニケーションのコツをつ

かむために、課題解決のグループワークを通して実体験しながら、その

プロセスにおいて、対話のできる、コミュニケーション能力があり人間

関係力の高い、また、自己の特性を確認し合い、自分らしいリーダーシ

ップを発揮しながら、活性化したチームづくりができるリーダーになる

ためのヒントをつかみ取ることを目指しています。 

２） 講座終了後は、さらにざっくばらんに交流を深めていただくため、懇親

会を実施し、講師も含め、たっぷりと意見交換してもらいました。 
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３） プログラム ４コマ １日コース 

コマ１：概要説明と人間関係作りの理論と実際 

コマ２：チーム運営に必要な人間関係力 

コマ３：チームと「創造の関係」 

コマ４：まとめ ～自分らしいリーダーシップを考える～ 

 

３．結果と検討課題 

プレ講座ということで、主な受講者・見学者は、企業の教育・人事担当

（社外研修の受講者派遣についての責任者等）となり、次年度以降の本講

座開講について、判断して頂ける方々に、講座内容を実証・検証いただい

た結果、アンケート結果も大変好評で、下記の結果に基づき、次年度の新

規開講を目指したいと思います。 

※プレ講座アンケート結果より 

１）大変好評で、来年度、本講座開講を求める声が多くありました。 

２）有意義度、満足度、業務への有効性もほぼ満点でした。 

３）受講者・見学者全員が、本講座開催時（有料）も参加したい（前向き

検討含む）との回答でした。 
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４）土田先生の受講者をリラックスさせながら、惹きつけることのできる

人間性とお話しのうまさ、コミュニケーション向上のコツを言葉あそ

びや、身体を動かしてのゲームなど、体験・体感しながら気づかせ

て、最終的には、実際の課題解決のグループディスカッションに持っ

て行くという卓越された進め方のすばらしさが際立っていました。 

５）今回は受講者・見学者合わせて全員に体験・体感いただくスタイルで

進めてもらいましたが、受講者人数については、１６名～２４名程度

まで対応可能とのことです。 

６）参加者コメント 

(ア) 演習が盛り沢山でぜひリーダークラスを受講させたいと感じた。 

(イ) 聴く方法、相手が聴いていると感じることが大切ということの認識

がなかったので、大きな気づきとなった。 

(ウ) 実践を通じて、思考・コミュニケーション・物事の関連性を認識で

きた。 

(エ) 中堅層の受講をターゲットにするのであれば、やや午前中のグルー

プワークは長いと感じる。 

(オ) 土田先生について、最初（朝イチ）のイメージとは変わり、面白く

楽しく学べる先生だった。このキャラクターも講座の魅力になると

思う。人となりが垣間見えて良かった。 

(カ) リーダーが受講するのは基本だが、これからリーダーになる人が受

講し、その思いを持ってステップアップしてほしい。 

(キ) 進め方や教材については、今回通りでよいと思う。大切なのは、参

加者本人の気づきと自覚であると考えている為、これ以上の改善は

必要ないと感じる。 

７）上記の結果を受けて、土田先

生とも打合せしながら、本講

座開講に向けて準備をすすめ

ていきたいと思います。 

８）開催会場等については、基本

的には、市原市五井駅近辺の

会場（サンプラザ市原・五井

会館等）を考えています。 
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４．講座風景〔平成２８年度〕 

 

Ａ１：安全体験学習 ・・ 市原高等技術専門校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ２：製造現場トレーナーの育成 ・・ 千葉工業大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ３：プラントの保安と故障の早期発見 ・・市原市五井会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★講義 

討議しながら「危険」に対する感性を高めていく！ 実体験して、「危険」を身体で感じてください！！ 

大学教授による現場教育理論を学習する！ ゲームを通じ、現場教育に活かせる何かを掴もう！ 

企業ＯＢよりプラント設備について学ぶ！ とことん討論して討議に慣れてください！！ 

★実技体験 

★講義 ★パソコン演習 

★講義 ★グループ討議 
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Ａ４：チームリーダーの育成 ・・ 千葉大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ５：製造現場の安全と責任 ・・ 市原市五井会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
懇親会風景 ・・ 講座の１日目の夕方、受講生・講師を交えた懇親会を開

催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ＰＢＬ(プロジェクトベース学習)ってなんだ？ 受講生の目の色の変化にご注目！！ 

シフトリーダーの皆さん！集まってください！ 各社のリーダー同志で“他流試合”ができます！ 

★講義 ★グループ発表 

★講義 ★グループ討議 

和気あいあい（＾－＾）（＾－＾） 

※当講座ホームページの“受講生の声”に、講
座風景【写真・コメント】が掲載されておりま
すので、ぜひご覧下さい！！ 

 

 


