
本件に関するお問い合わせ／会員サービス部　検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
詳しくは当初 HP「リカレント教育推進事業」にて！

特 集 2
参加者の声
●リカレント講座について
・自分が気づいていない自分への気づきを得られた
・自分の強みや大切にしている事が理解できた
・様々な視点で物事を見るという考え方を持つ事ができた 等

●“リカレント”ワールドカフェについて
・立場にとらわれない自由な話し合いの中に新たな発見があった
・他業種と交わる事がなく視野が狭くなっていた自分に気づいた
・多くの企業が人材育成に悩んでいる現状について、生の声 

を聞くことができた
・これからの出会いの中で 1人1人の力を合わせて何かを作り

上げるという発想の役に立つと思う 等

人生100年時代に向けた　社会人の新たな学び直しの場

「リカレント教育推進事業」
人生100年時代と言われる昨今、皆様はどのように将来を描かれていますか。
　企業にとっての「人材育成」。個人にとっての「キャリア形成」。さらにいま、地域の人材力向上という点において、若手
層、中堅層、経営層それぞれに人材育成の課題を抱えています。「個人」と「企業・組織・社会」との関わりが、これまで
以上に長くなる人生 100 年時代に適応し、ライフステージの各段階で活躍していける人材をどのように育成していくのか。
そこで今、リカレント教育（社会人の学び直し）が注目されています。
　福岡商工会議所では、このリカレント教育を通じて、ビジネスパーソンが学びを続けていける仕組みを整え、人材力向
上をサポートいたします。

【リカレント教育】とは
　教育機関（義務教育～大学等）を卒業した社会人が、必要に応じて繰り返し「学び直し」を行える教育システム。これから
の 「人生 100 年時代」を新たなチャレンジ機会とし、キャリアアップやスキル習得など、能力をさらに発揮するため 「学び直
し」が注目されています。

【「レゴ®シリアスプレイ® 」メソッド】とは
　レゴブロックを用いて自身の考えを見える化し 、
他者と共有して考え方の理解や新たな気づきを促す手
法。レゴを「ビジネス戦略策定のツールに使う」という
発想で制作されました。

【ワールドカフェ】とは
　参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対 話を行
い、ときどき他のテーブルメンバーをシャッフルして話し合い
を発展させていき、相互理解と集合知を創出していく組織
開発の手法です。

【SDGs（エスディジーズ）】とは
　2015 年に国連が全会一致で採択した17 項目
と、それらを達成するための具体的な 169 の
ターゲットで構成されている。経団連の「企業
行動憲章」が SDGsを前面に押し出して改定され
るなど、昨今大変注目を集めています。

　リカレント教育とは、教育機関（義務教育～大学等）を卒業した

社会人が、必要に応じて繰り返し「学び直し」を行える教育システ

ムのことを指します。「働き方改革」や「人づくり革命」において重

要政策のひとつとされ、これからの人生 100 年時代を契機に、

キャリアアップやスキル習得など、能力をさらに発揮するために改

めて「学び直す」ための新たなチャレンジ機会です。当所では、中

期計画上の主要事業としてこの「リカレント教育」の推進を掲げて

おり、人材育成支援に資する「学びの場の提供」や、「企業の人材

育成意識の醸成」を促す取り組みを実施しております。

１．リカレント教育の推進について

【開催実績】
●2018 年　9月～10月（9月12日（水）／10月11日（木））

リカレント教育推進セミナーの開催「現役世代の新しいチャレンジ支援」
●2019 年　3月5日（火）

「人生 100 年時代を豊かに生きよう。自身のキャリアアップにつなぐ社会人の学び直し講座」
第一部：未来をインプット！「人生 100 年時代」を生き抜くための学び直しを知る
第二部：自分の考えを見える化しよう！「レゴ®シリアスプレイ®」メソッドを活用したワークショップ

●2019 年　3月19日（火） ワールドカフェ「語り合って再発見！ 一人ひとりが輝く組織」　

●福商リカレント講座 2019 開催中！（全 3 回 5月～7月）
話題の社会課題を通じて、ビジネスに活きる対話やリーダーシップを高め
あうリカレント！

【第 1回】5月14日（火）
 「2030 年の世界と自分」を疑似体験し、次の一歩を考えよう！
　 「SDGsカードゲーム」を活用し、課題に対し主体的に思考する力を磨く。

2．2018年度の取り組み

3．2019年度の取り組み

学び直し
ピックアップ！

学び直し
ピックアップ！

学び直し
ピックアップ！

【第 2 回】6月18日（火）
「チームで目標を達成するためのコミュニケーションスキルを磨こう！」

　「働き方改革」をテーマに、組織の施策と業績について対話し、
　意思決定する流れを体感する。
　ビジネスカードゲームを通じて、どのような組織を作りたいのか、  
　何を大切に働くのかを学び直す。

リカレント教育推進事業　
社会人の学び直しセミナー　

担当講師

髙尾 英正 氏 
（株式会社ライズ 代表取締役）

福岡商工会議所リカレント講座2019
担当講師

一ノ瀬 大一 氏 
（九州産業大学　SDGsファシリテーター    

　CC認定コーチ）

Q.なぜ、今リカレント教育が求められているのでしょうか
A.人生 100 年時代と言われ働き方が多様化した現在で、働き続

けるだけでなく変化に対応するために、「学ぶことの必要性」が
重視されてきたからと考えています。

Q.リカレントに取り組むにあたって大切なことはなんですか
A.ひとつは、様々な価値観を受け止める「柔軟性」と「傾聴力」を持

つこと。一方で、「自己概念（自分らしさ）」を持つことも大切です。

Q.福商リカレント講座 2019のポイントを教えてください
A.特長は、「対話」を中心とした構成にしている点です。今回の①

SDGs、②働き方改革、③コーチングの計 3 つのプログラムを対
話中心で学び直すことで、多様な参加者の交流を促し、かつ
結果的に組織力を高めることにも繋がると考えています。

【福岡未来創造プラットフォーム】とは
　福岡市都市圏の大学及び福岡市、福岡
商工会議所、一般社団法人福岡中小企業
経営者協会で構成されたプラットフォーム。

　当所は、2019 年に発足した福岡未来創造プラットフォーム

に参画しております。人生 100 年時代を見据えて、子どもか

ら社会人、高齢者に至るまでの地域の多様な人びとが主体

的に学び、成長し、社会の中で活躍できる学習環境の提

供・充実化を目指し、多様な人びとの学びのニーズを探る

「リカレントカフェ」、地域の発展を支える「人材育成プログラ

ム」の開発実施等、地域で一体となって人材力向上に資する

様々な事業を実施して参ります。

4．福岡未来創造プラットフォームとの連携

学び直し
ピックアップ！

福岡未来創造プラットフォーム
運営委員会　事務局

山田　雄三 氏 
（福岡大学　地域ネット推進センター　助教）

Q. 福岡未来創造プラットフォームが取り組むリカレント教育について
教えてください

A.人生 100 年時代において、社会人の学び直しの場として大学はます
ます重要になります。今後は個別の大学ごとではなく、福岡都市
圏の大学・自治体・産業界が一体となって、社会人の学び直しを
支える学習環境の整備・充実化を進めていきます。

Q.どのような取り組みを展開されていきますか
A.「福岡 100 大学」プロジェクトと題して、1. 多様な人びとの学びの

ニーズを探る「リカレントカフェ」の定期開催、2. 地域の発展を支え
る質の高い人材育成プログラムの共同開発、3. 大学の生涯学習プ
ログラムの情報や魅力等の効果的な発信に取り組んでいきます。

●福商リカレント講座　2019（福岡商工会議所・九州産業大学）
【第 3 回】 7月25日（木）13:00 ～17:00　テーマ「成果を上げるリーダー」に必要なコーチング力を高めよう

　 1on1のコーチングセッションから、チームで成果を出すために必要なスキルを学び直す

●福商リカレント講座　2019（福岡商工会議所・九州産業大学）
【第 3 回】 7月25日（木）13:00 ～17:00　テーマ「成果を上げるリーダー」に必要なコーチング力を高めよう

　 1on1のコーチングセッションから、チームで成果を出すために必要なスキルを学び直す

●福岡未来創造プラットフォーム「リカレントカフェ（全6回）」

【第 2 回】7月29日（月）14:00～17:00（予定）　会場：福岡商工会議所　▶詳細はHPよりご確認ください。

●福岡未来創造プラットフォーム「リカレントカフェ（全6回）」

【第 2 回】7月29日（月）14:00～17:00（予定）　会場：福岡商工会議所　▶詳細はHPよりご確認ください。

5．リカレント教育　今後の取り組み 

【第 3 回】は7月25日（木）に開催予定！申込み受付中！

人材と学びについて語りあい、気づきにつながるワールドカフェ！ふるってご参加ください！
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【第 2 回】7月29日（月）14:00～17:00（予定）　会場：福岡商工会議所　▶詳細はHPよりご確認ください。

●福岡未来創造プラットフォーム「リカレントカフェ（全6回）」

【第 2 回】7月29日（月）14:00～17:00（予定）　会場：福岡商工会議所　▶詳細はHPよりご確認ください。

5．リカレント教育　今後の取り組み 

【第 3 回】は7月25日（木）に開催予定！申込み受付中！

人材と学びについて語りあい、気づきにつながるワールドカフェ！ふるってご参加ください！

29福岡商工会議所 NEWS ︱ 2019  JULY


