資料５

文部科学省におけるリカレント教育の取組
～学びを通じた女性の社会参画の推進～

令和元年９月27日
第２回

観光分野における女性活躍推進に向けた検討会
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課

女性活躍推進に向けたリカレント教育への期待
○女性活躍の推進は社会・経済の持続可能な発展のために重要。一方、我が国では、未だ就業を希望する女性が237万人。子育て等により離職した
女性が、一定期間を経て復職・社会参画する際の知識や技術のギャップを解消するための「リカレント教育」の拡大が求められる。
○女性や企業が期待する内容はビジネススキルや資格実務が多い。企業はリーダーシップ能力やコミュニケーション能力を高める学びへの期待が女
性より高い傾向もあり、これを踏まえた講座の検討等も期待される。
女性の年齢別労働力率の現状

女性の再就職等に向けてあれば良いと思う講座（女性、企業）
図表 講座に対する女性と企業の期待
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（備考）労働力人口＋就業希望者の対人口比は、
（「労働力人口」＋ 「就業希望者」）／「15歳以上人口」×100。
（出典）総務省「労働力調査（詳細集計）」より内閣府作成。
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※「女性とキャリアに関する調査」（平成２５年３月日本女子大学現代女性キャリア研究所）
※無業、正規・非正規等の女性5155人を対象。職業の中断期間が１年以上ある女性が再就職
をするとして、再就職支援に必要だと思うことを３つ選択。
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※企業は、子育て等を機に離職した女性を再雇用・中途採用した企業150社。設問は、「女性の再就職
やキャリアアップのためにどのような学びがあったらよいか」。女性は、学び直しをして復職・再就職した
女性513名。設問は、復職や再就職を有利に進めるためにあったら良いと思う講座。
（出典）株式会社政策研究所「男女共同参画のための女性の学び・キャリア形成支援に関する調査研究
報告書」（平成30年度文部科学省委託調査）
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女性のリカレント教育を巡る現状
○女性が学びへの環境整備に求める内容は、「費用負担の軽減」、「短期間で学べるカリキュラム」、「弾力的な開講日程」、「保育」や「学びに関
する情報提供（相談体制等）」が多い。

学びのための環境整備として必要なこと
図表 学びへの環境整備（n=513）複数回答可
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※学び直しをして復職・再就職した女性513名の回答。
（出典）株式会社政策研究所「男女共同参画のための女性の学び・キャリア形成支援に関する調査研究
報告書」（平成30年度文部科学省委託調査）

3

（参考）女性の学び直しに関する提言
◆成長戦略実行計画（令和元年６月２１日閣議決定）
成長戦略フォローアップ
Ⅱ．全世代型社会保障への改革
３．多様で柔軟な働き方の拡大
（２）新たに講ずべき具体的施策
ⅲ）女性活躍の更なる拡大、ダイバーシティ経営の推進
・人生百年時代において、多様な選択ができる社会を構築するため、（略）キャリアアップを総合的に支援するモデル開発推進、 女性のニーズに寄り添って活動しているNPO等
の先進的な取組への支援等を通じ、子育て中や子育てが一段落した 世代の女性を含む、多様な女性の労働市場への再参入を推進する。（略）
◆経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月２１日閣議決定）
第２章 Society5.0時代にふさわしい仕組みづくり
２．人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進
（１）少子高齢化に対応した人づくり革命の推進
⑥リカレント教育
社会人・女性・高齢者等の多様なニーズに対応して大学や専修学校等のリカレント教育を拡大する。（略）
（３）所得向上策の推進
①就職氷河期世代支援プログラム
（施策の方向性）
（ⅰ）相談、教育訓練から就職まで切れ目ない支援
○受けやすく、即効性のあるリカレント教育の確立
仕事や子育て等を続けながら受講でき、正規雇用化に有効な資格取得等に資するプログラムや、短期間での格取得と職場実習等を組み合わせた「出口一体型」のプログラム、
人手不足業種等の企業や地域のニーズを踏まえた実践的な人材育成プログラム等を整備する。（略）
◆女性活躍加速のための重点方針2019（令和元年６月１８日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）
Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍
２．女性活躍に資する働き方の推進、生産性・豊かさの向上に向けた取組の推進
（６）中高年女性を始めとする女性の学び直しや就業ニーズの実現
①女性活躍推進のための「学び直し」
女性が「学び直し」を通じて復職・再就職、起業等しやすい環境を整えるため、大学等が男女共同参画センター、産業界、ハローワーク等と連携し、地域の中で女性の学びとキャリ
ア形成、再就職や起業等の支援を一体的に行う仕組みづくり等に取り組む。また、学びへの動機付けや意識醸成につながる効果的な広報の方法・内容等の検証を行いながら、普
及啓発等に取り組む。（略）
さらに、キャリアアップやキャリアチェンジ等に向けた意識醸成や相談を含め、関係機関との連携、学習プログラムの開発等、多様なチャレンジを総合的に支援するモデルの開発・
普及にも取り組む。
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リカレント教育等社会人の学び直しの総合的な充実

2019年度予算額
(前年度予算額

9,296百万円
8,760百万円)

大学・専修学校のプログラムの新規開発・拡充や、社会人学習者への支援の強化を、関係省庁との連携によって推進することにより、
「実践的なプログラムが不足」「時間がない」「費用がかかる」など社会人が抱える課題を解消し、リカレント教育の総合的な充実を図る。

社会人向けプログラムの新規開発・拡充
○ Society 5.0に対応した実践的プログラムの開発等

（Society5.0に対応した高度技術人材育成事業：1,292百万円（1,070百万円））

・ 産学連携による実践的な教育ネットワークを形成
・ セキュリティ等のＩＴ技術者のスキルアップ・スキルチェンジのための短期プログラムの開発・実施
・ 社会人の学び直しを含む実践的な教育を支える実務家教員を育成・活用するシステムを構築

○ 専修学校リカレント教育プログラムの開発

(専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト：315百万円）(新規)

・ 短期の学びを中心に、分野を超えたリカレント教育プログラムの開発
・ eラーニングを活用した講座の開催手法の実証
・リカレント教育の実施運営体制の検証

○ 放送大学の実務型プログラム等の充実
・ 実務型講座（データサイエンス等）を含む映像コンテンツの充実

（放送大学学園補助金：7,631百万円（7,643百万円）)

・ 過去の科目を精選しリメイクを施したアーカイブ映像の配信

上記のほか、社会人の組織的な受入れを促進する大学等への経常費補助、職業実践的な教育を行う「専門職大学」等の設置（2019年度開学予定）を実施。

社会人学習者への支援強化
○ 女性の学びとキャリア形成の一体的支援

○ 学びを通じた地域社会参画の推進
（学びを通じた社会参画の推進に関する実証研究事業：9百万円（新規））

（男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業：32百万円（37百万円））

• 男女共同参画センター等でのリカレント教育を活用して、女性が復職・再就職しやすい環境整備の在
り方を検討
• 実践的な職業教育や起業教育、就労支援等を総合的に提供するプラットフォームを形成
• 学びの入り口へ誘導するために効果的な広報の方法・内容等の検証（2019年度より追加実施）

○ 社会人向け情報アクセスの改善

• 地域の多様な主体との連携・協働により、社会的に孤立しがちな人々の
学びを通じた地域社会への参画を社会教育部署が核となって促進する取
組の在り方を検討

☆大学・専修学校の実践的短期プログラムの認定
•

学校教育法施行規則の改正により、履修証明制度の最低時間を現行の120時
間から60時間へ引下げ、文部科学大臣の認定対象を拡大（大学・大学院「職
業実践力育成プログラム」(BP) 、2019年度に開講予定）

•

専修学校について、社会人向け短期プログラムを対象とする大臣認定を創設
（ 「キャリア形成促進プログラム」、2019年度に開講予定）

（社会人の学びの情報アクセス改善に向けた実践研究：17百万円（11百万円））

• プログラムの開設状況、各種支援制度の情報へ効果的にアクセスできる情報発信ポータルサイトを整備
• 見本市等イベントを活用した社会人との接点の創出によるモデルの実践研究

上記のほか、 高校卒業資格の取得に向けた学習支援の促進（学びを通じたステップアップ支援促進事業）を実施。

⇒ 受講者の学習費用の軽減につながるよう、 認定講座をさらに充実
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男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業

2019年度予算額
(前年度予算額

32百万円
37百万円)

•女性活躍加速のための重点方針2018（平成30年6月12日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）
女性が「学び直し」を通じて復職・再就職しやすい環境を整えるため、大学等が、男女共同参画センター、産業界、ハローワーク等と連携し、地域
の中で女性の学びとキャリア形成・再就職支援を一体的に行う仕組みづくりを行うとともに、離職女性のキャリア形成に向けた意識を醸成するため、
子育て等で離職中の女性向けに、生活における多様なチャンネルを通じ、自身のライフプランニングを促す広報の展開等や、学びの場への効果的な誘
導方策等を検討することで、女性活躍に係る裾野を拡大することが必要。

人生１００年時代を迎える中で、女性が自分の個性を最大限発揮しながらキャリアを築いていくとともに、
個人の可能性を引き出すための学びの充実が必要不可欠
学識経験者、地方公共団体、男女共同参画センター、ＮＰＯ、関係団体、産業界等の有識者からなる有識者会議において、

有識者会議

男女共同参画推進のための学び・キャリア形成に関する検討を行う。

実証事業

▼ 2019年度拡充
【事業内容】

【実施体制】
男女共同参画センター等が
地域の関係機関と連携
男女共
同参画
センター

産業界

大学等

地方公
共団体

ハロー
ワーク

▶ 男女共同参画センター等におけるリカレント教育
を活用して復職・再就職しやすい環境整備の在り
方を検討
▶ 実践的な職業教育や起業教育、就労支援等を総合
的に提供するプラットフォームを形成

モデル構築のため実証事業を実施

研究協議会

女性の学びとキャリア形成・再就職支援を
一体的に行う仕組みのモデル構築のため、
取組の実施プロセスや連携体制、地域にお
けるニーズや課題を検証・分析

学びの入口へ誘導するために効果的な広報の
方法・内容等の検証（実証事業の拡充）
子育て等で離職中の女性を対象として、生活
における多様なチャンネルを通じ、自身のラ
イフプランニングを促す広報を展開。
特に、子育て中の女性の生活動線に合わせた
アウトリーチ型の広報を中心に検証し、実際
に学びへの動機付けや意識醸成につながる効
果的な広報の方法・内容等を検証。

➡ 左記の一体的仕組みと併せて実証

女性の学びとキャリア形成・再就職支援を一体的に行うプラットフォームの普及・関係者の啓発

女性の学びとキャリア形成・再就職支援を一体的に行う仕組みづくりのモデルの構築・普及

女性が活躍できる社会の構築
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平成30年度 男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業 概要・成果
自立を目指す女性
のための学び直し
を通したキャリア形
成支援
（せんだい男女共同
参画財団）

【概要・成果】
せんだい男女共同参画財団は同じ建物内
に母子家庭支援センターがあり、離婚、ＤＶ
や高校中退等により、自立困難な女性（シ
ングルマザー、若年無業者等）を対象とした「
伴走型」の学び直しと就業支援を実施。

受講者のニーズ
に応じたオーダー
メイド型キャリア
形成支援
（富山大学）

基礎学力が不足している女性に、キャリア
カウンセリングで目標を設定し、国語力等も
サポート。学習意欲が高まると自己肯定感
や就業意欲の向上につながることを実証。就
業をかなえた女性もいた。

多様な女性活躍を
支えるターゲット別
プログラム

（大阪市男女共同
参画のまち創生協会）

【概要・成果】

「地域貢献」、「就業」や「起業」等の多様
なターゲット別プログラムにより、実践的な学
びを提供。
複数のコースを体験できるようにすることで
、女性自らによるキャリア＆ライフデザインを
支援。（9割以上がキャリアを見直すきっか
けとなった、起業や市民活動への意志が変
化。）

【概要・成果】
大学が中核となり、域内のリカレント教育、
職業訓練を有機的につなぎ、講座提供。PC
の活用法等の他にも教養やグループコーチン
グ等を提供。
コーディネーターデスクを設置し、ニーズに沿
ったワンストップの学びのプランや保育情報等
の提供、就職・キャリア相談等も実施。

地方等の
ニーズ調査
によるリカレ
ント教育モデ
ル構築
（日本女子大学）

【概要・成果】
リカレント教育へのニーズ把握のために、女
性と企業を対象に調査を実施。（鳥取県や
名古屋大学等の地方含む）。調査から女性
はコミュニケーション能力や仕事術に係る講座
等へのニーズが高く、企業側もコミュニケーショ
ン能力を評価。ニーズに即した５回講座（ス
トレスマネジメント、コミュニケーションスキル、ダ
イバーシティ、業務効率等）を開発・試行。
高い満足度を得た。
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女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業

令和2年度要求額

６７百万円
(新

規)

女性の就業に係る現状と課題
少子高齢化、Society5.0 の実現を見据える中、女性活躍の推進は社会・経済の持続可能な発展のために重要。
しかし、女性の就労をめぐり以下への対応が課題。
○女性の管理職割合は14.9％

生涯を通じた女性の社会参画の現状

(2018年)、諸外国と比べても低い割合（米国は40.7%）。

企業が考える女性管理職が少ない理由「必要な知識、経験等を有する女性がいない」（58.3%）(厚労省 2013年)。

〇Ｍ字カーブは解消傾向にあるが、女性就業者の 56.1％は非正規雇用。（男性は22.2%）(2018年)。

・女性が非正規を希望する理由「育児や介護等」が約３割（30～44歳）(2018年)。
・不本意非正規の女性は129万人(2018年)。就職氷河期世代（35～44歳）の非正規（無配偶）女性の貧困率は51.7％ (JILPT 2014年)。

→非正規、ひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性やメンタル面での悩みを抱えて社会的に孤立し、
困難な状況にある女性や、子育てが一区切りした中高年女性への支援が重要（重点方針2019）。
（出典）総務省「労働力調査（基本集計）」（2018年）をもとに内閣府作成

取組の方向性
◆成長戦略実行計画（令和元年６月閣議決定）成長戦略フォローアップ
ⅲ）女性活躍の更なる拡大、ダイバーシティ経営の推進
・人生百年時代において、多様な選択ができる社会を構築するため、（略）キャリアアップ
を総合的に支援するモデル開発推進、女性のニーズに寄り添って活動しているNPO等の先
進的な取組への支援等を通じ、子育て中や子育てが一段落した世代の女性を含む、多様
な女性の労働市場への再参入を推進する。

◆女性活躍加速のための重点方針2019（令和元年６月すべての女性が輝く社会づくり本部決定）
２．女性活躍に資する働き方の推進、生産性・豊かさの向上に向けた取組の推進
（６）中高年女性を始めとする女性の学び直しや就業ニーズの実現
①女性活躍推進のための「学び直し」
（略） キャリアアップやキャリアチェンジ等に向けた意識醸成や相談を含め、関係機関との連携、
学習プログラムの開発等、多様なチャレンジを総合的に支援するモデルの開発・普及にも取り組む。

事業概要

①多様なチャレンジに寄り添う学び・社会参画支援モデルの構築（８箇所：委託）
大学、男女共同参画センター、企業等の連携により、キャリアアップ・キャ
リアチェンジ等に向けた意識醸成・情報提供、相談体制の整備、学習プログラ
ムの 設計、フォロー等を総合的に支援するモデルを構築。
〇学習プログラム提供
例）子育て等の両立可能で、正規雇用化に有効な
資格取得等

〇相談体制
例）不安解消等、女性の経験やニーズに応じたキャリ
ア支援、学習メニューの提示

〇職務体験プログラム提供
例）企業との連携による多様なインターンシップ等

〇意識醸成・情報提供
例）働き方やライフプラン講座、ロールモデルとの対話
両立支援や起業情報等

②女性の学びサポートフォーラム（仮称）による普及啓発（３箇所：委託）
女性の学び直しを通じたキャリア形成支援を図るためのネットワーク
を組織。学び直しやキャリアアップへの関心を高めるとともに、固定
的役割分担意識の解消にも資するよう、SNS等の身近な媒体、イベント
を通じた普及・啓発を年間通して実施。

③検討委員会の設置（国に設置）
女性の学びを通じた社会参画支援の在り方や事業の方向性等に関する
助言を得るため、学識経験者、地方公共団体、男女共同参画センター、
ＮＰＯ、関係団体、産業界等の有識者による検討委員会を設置。

人生100年時代において、すべての女性が学業や仕事、子育て、地域活動への参加等、様々な役割を果たしながら自ら多様な選択をできる社会を構築
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「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）認定制度について（概要）
－ Brush up Program for professional －
平成２７年３月 教育再生実行会議提言（第６次提言）
「「学び続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方について」
有識者会議において、認定要件等を検討

大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力
育成プログラム」(ＢＰ)として文部科学大臣が認定
【目的】
プログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大
【認定要件】
○ 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラム
○ 対象とする職業の種類及び修得可能な能力を具体的かつ明確に設定し、公表
○ 対象とする職業に必要な実務に関する知識、技術及び技能を修得できる教育課程
○ 総授業時数の一定以上（５割以上を目安）を以下の２つ以上の教育方法による授業で占めている
①実務家教員や実務家による授業
②双方向若しくは多方向に行われる討論
（専攻分野における概ね５年以上の実務経験）（課題発見・解決型学修、ワークショップ等）

③実地での体験活動
（インターンシップ、留学や現地調査等）

④企業等と連携した授業
（企業等とのフィールドワーク等）

○ 受講者の成績評価を実施 ○ 自己点検・評価を実施し、結果を公表（修了者の就職状況や修得した能力等）
○ 教育課程の編成及び自己点検・評価において、組織的に関連分野の企業等の意見を取り入れる仕組みを構築
○ 社会人が受講しやすい工夫の整備（週末・夜間開講、集中開講、ＩＴ活用等）

認定により､①社会人の学び直す選択肢の可視化､②大学等におけるプログラムの魅力向上､③企
業等の理解増進を図り､厚生労働省の教育訓練給付制度とも連携し、社会人の学び直しを推進
※大学等からプログラムの公募を行い、２６１課程を認定 （令和元年５月現在）
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「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）の事例（従来の職種・職域を転換）
公表資料等より文部科学省作成

日本女子大学「リカレント教育課程」

履修証明

女性活躍

【目的】 大学卒業後に就職し、その後育児や進路変更等で離職した女性
にキャリア教育を通して、高い技能・知識と働く自信・責任感
を養い、再就職を支援する
【特徴】 英語（会話、ビジネス対応）、IT、社会保険法・労働法知識、
会計・簿記、内部監査知識、記録情報管理者知識、貿易実務、
マーケティング等の知識・スキルを修得。企業連携プログラム、
グループワーク、インターンシップ、合同会社説明会を開催。

↑外国人教師による時事英語の
授業の様子

【対象とする職業分野】 管理職、事務系（経理、人事、貿易実務等）営業
【受講期間】 １年間（平成28年度受講者数：71名）
【社会人の受講しやすい工夫】 託児サービス、週末開講、夏季休暇
短期間集中
関西学院大学「ハッピーキャリアプログラム
女性リーダー育成コース」

履修証明

コンピュータ演習室における
IT授業の様子→

女性活躍

【目的】 職場でのリーダーを目指す女性を対象に、リーダーに求められる
経営知識、マネジメント能力等を養成。
【特徴】 組織マネジメント､データサイエンス､事業革新等の科目で構成。
女性経営者による講義、実務直結の問題解決トレーニング、女性
リーダーネットワーク構築、グループワークなどを実施。
【対象とする職業分野】 管理職、企画・営業・経理等
【受講期間】 10ヶ月（平成28年度受講者数：25名）

↑「リーダーシップ」についてディスカッションを行う様子

【社会人の受講しやすい工夫】 夜間・週末開講、ＩＴ活用等
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「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）の事例
大阪観光大学「ツーリズムプロデューサー養
成課程」

履修証明

女性活躍
地方創生
中小企業
非正規

【目的】実務経験を備えた観光人材としてのツーリズムプロデューサーの養成と、受講生と企業、
DMO等の適性を踏まえた人材マッチングの支援により、観光市場の担い手を育成。
【特徴】在宅学習が可能なeラーニングを活用するとともに、実務家による実務学習やフィールド
ワーク等を組み合わせることで、観光業やマーケティングといった専門知識の習得を行う
とともに実践的な能力を育成。

↑↓授業の様子

【対象とする職業分野】観光ビジネスに従事している者/今後観光業に従事したいと考えている者
【受講期間】半年間（平成31年度受講者数34人※今年度11月までは神戸山手大学にて実施）
【社会人の受講しやすい工夫】 eラーニング
※観光庁「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」受託

別府溝部学園短期大学「温泉コンシェルジュ
社会人コース」

履修証明

女性活躍
地方創生
中小企業
非正規

【目的】温泉をベースに心と体の健康・癒しのための観光プログラムをプロデュースする企画力と
コミュニケーション能力を持つ「温泉コンシェルジュ」を育成
【特徴】地域についての学びを基礎としながら温泉の活用方法等の専門知識を学ぶとともに、フィ
ールドワークやプレゼン等の能動的かつ実践的な学習を実施。
【対象とする職業分野】 ホテル・旅館業、観光業
【受講期間】 １年間（平成31年度受講者数10人）
【社会人の受講しやすい工夫】 週末・集中講義、社会人受講料減免制度

↑フィールドワークの様子
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専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト
人生100年時代においては、個々人が人生を再設計し、一人一人のラ

背景

イフスタイルに応じたキャリア選択を行い、新たなステージで求められる能
力・スキルを身につける機会が提供されることが重要であり、リカレント教
育・職業教育の抜本的拡充が求められている。

事業概要

2019年度予算額

315百万円 【新規】

私立専修学校における社会人受講者数の推移

現状

社
受

講

会

者

H26

人
数

177,037

( 附 帯 講 座 含 む )

（人）

H27
148,725

H28
190,199

以下のメニューを専修学校等に委託し、①教育内容面、②教育手法面、③学校運営面といった多面的な視点でリカレント教育実践モデルを開発
し、総合的に普及を図ることで専修学校における社会人の学びの機会の充実を図る

１ 分野横断型リカレント教育プログラムの開発

２ eラーニングを活用した講座開設手法の実証

３ リカレント教育実施運営モデルの検証

専修学校と企業等が分野を越えて協同体制を構築し、
人手不足や生産性向上に資する人材を育成するためのリ
カレント教育プログラムを開発(10か所)

各分野毎に、eラーニングを活用した講座の開設に当
たっての留意点等を整理するとともに、効果的なコンテンツ
提供手法・内容を実証しガイドラインを作成(14か所)

既存の専修学校の運営モデルを再検証するとともに、リ
カレント教育の提供にかかるコストやベネフィットを比較し、
持続可能なリカレント教育運営モデルを検証(1か所)

専修学校においては、これまで同一分野内におけるリカ
レント教育を主に提供

社会に出た後も大学・専修学校等で学びたいと思って
いる者は一定数存在

専修学校には小規模校が多く、限りある教育リソースは
新規高卒者を中心とした正規課程に優先配分

一方で人生100年時代におけるマルチステージの人生
での活躍を見据え、異分野の能力を培う視点が重要

一方で多忙な社会人が学ぶ際には、学ぶ時間の確保
が大きな課題

一方で少子化の進行や人生100年時代の到来により、
教育機関としてリカレント教育へ取り組む必要

分野融合型のリカレント教育により、異分野の知見で
既存分野に新たな付加価値を創出できる人材を育成

eラーニング講座の開設手法を整理・普及することで、
社会人が「いつでも」「どこでも」学べる環境を実現

持続可能な運営モデルを整理し、各学校が積極的に
リカレント教育に取り組むことを促進

○開発するプログラム例

○整理が必要な事項

○検証の流れ

（美容×介護）高齢化時代に対応した美容師の学びプログラム

・提供形態（双方向性、同期性を踏まえてどのような講座とするか）
・科目構成（eラーニングと通学講座とのバランス 等）
・学習履歴の管理 （学習の進捗をどのように管理するか）
・学習評価（テストの実施方法、単位の認定手法 等）
・学習者の属性分析手法 等

①
②
③
④
⑤

高齢化社会の進行により、自宅での散髪を求める「訪問美容」という
ニーズが出てきているが、自宅での施術には美容だけでなく寝たきりの者
の移動等の技術が必要になるため、美容師に対して介護知識技術を付
加する講座を開講することで、新たな職業となる「訪問美容師」を養成

リカレント教育実践モデルの形成

目指す
成果

• 分野横断型リカレント教育プログラム
• eラーニング講座開講ガイドライン
• リカレント教育実施運営モデル

モデルを活用したリカレント教育の拡充

計画：適切なリカレント機会提供規模を検討（地域・規模別）
分析：既存業務の棚卸し・改善案の検討（リソースの確保）
設計：リカレント教育提供プロセスの整理・設計
実施：「設計」を踏まえて、実際にリカレント教育を提供
検証：実施成果を検証、改善案の洗い出し

誰もが一人一人のキャリア選択に応じて必要とな

開発したモデルを全国の専修学校が活用し、

る学びを受けられる機会の充実を図る。

各学校においてリカレント教育講座を開講

（専修学校で学ぶ社会人受講者数を増加）
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