
とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 1 年度 年間スケジュール

1．県内高等教育機関への進学の促進

≪年間スケジュール≫

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 取組目標

1

（取組①）県内高校生やその保護者を

対象に高等教育機関の魅力を共同発信

地元新聞社と連携した「キャンパスリポーター事

業」等の、各大学等の魅力を共同発信する内容・広

報媒体等についての検討

内容・方法の確定と予算の準備
発信及び検証のためのアンケート調査の実施及び

調査結果に基づく検証作業
アンケート調査に基づく検証作業 検証結果に基づく見直し改善

2021年度

年10回

（取組②）近隣県を対象とした学生募

集の共同実施

各大学等の学生募集やオープンキャンパス等の情報

を掲載したチラシを作成し、近隣県を対象とした新

聞折込等の実施成果を検証

共同実施の内容・方法の検討 県外への広報計画の準備 共同実施し参加者等へのアンケート調査の実施 アンケート調査結果により改善等の検討 年1回

年1回

（取組④）県内大学への進学状況を分

析し高大接続対策へ活用（データ分

析、検討会の開催）

進学状況を分析するためのデータの収集
データを分析し、その結果を基に高大接続プラン

（取組）の検討
高大接続プランを基に高校側と協議 新しい高大接続プラン（事業）の実施 実施状況を検証し改善案のとりまとめ 年1回

取組③）県内高校生への進学情報

（オープンキャンパス情報）の一元発

信

各大学等の学生募集やオープンキャンパス等の情報

を掲載したチラシの検証をするとともに、発信する

進学情報の内容・広報媒体等についての検討

内容・方法の確定と予算の準備 発信及び検証のための高校生アンケート調査の実施 アンケート調査に基づく検証作業 検証結果に基づく見直し・改善

年1回

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

（取組⑤）高校生への共同模擬講義・

実習の実施
高校生に提供可能な共同模擬授業の検討 共同模擬授業の企画立案 共同模擬授業について高校側と意見調整

共同模擬事業の実施と高校生へのアンケート調

査
アンケート調査結果を基に改善等の検討

○同左

①
発信及び検証のためのアンケート調査

の実施

○2021年度の新しい取り組みの案検討

○発信及び検証のためのアンケートの準備

○2021年度の新しい取り組みの実施準備

○発信及び検証のためのアンケートの実施

○2021年度の新しい取り組みの実施

○アンケート調査に基づく検証作業
○2022年度実施案の検討

② 県外への広報計画の準備 ○県外への広報計画の検討・準備 ○県外への広報の実施
○県外への広報に係るアンケート調査に向けた検討（項

目・方法等）

○高校側と協議の実施

③
発信及び検証のための高校生アンケー

ト調査の実施

○今年度分発信の実施

○発信及び検証のための高校生アンケート調査の準備
○発信及び検証のための高校生アンケート調査の実施 ○同左 ○同左

④ 高大接続プランを基に高校側と協議 ○共同の高大接続プランの検討 ○同左 ○高大接続プランの企画立案

⑤
共同模擬授業について高校側と意見調

整
○共同模擬授業案の検討 ○各大学内での合意形成 ○高校側との意見調整 ○高校側との模擬講義・実習の開発

⑥



とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 1 年度 年間スケジュール

２．産学官連携による県内定着の促進

≪年間スケジュール≫

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2021年度

8 高等教

育

機関

（取組②）産学官が共同企画した新た

なインターンシッププログラムの実施
産学官共同企画の新しいインターンシップの検討 新しいインターンシップの企画立案 新しいインターンシップの実施 同　　左 実施結果を基に改善等の検討 2 件

2022年度 2023年度 取組目標

（取組①）長期の課題解決型インター

ンシップの拡大

「とくしま元気印イノベーション人材育成プログラ

ム」のノウハウを活用した課題解決型インターン

シップ等、各大学のインターンシップの現状を調査

し取りまとめ

長期インターンシップの拡大についての企画・立案 長期インターンシップについて産業界から意見聴取 長期インターンシップの準備 同　　左

年3 科目

（取組④）地域指向型科目の共同授業

化の推進
地域指向型共同授業の企画立案 共同授業の授業科目の設定とシラバスの作成 共同授業の実施 同　　左 授業科目増加に向けた検討 1 科目

（取組③）県内産業の魅力を発信する

参加校共同授業の実施

新たな県内産業の魅力発信のための共同授業の企画

立案
共同授業の授業科目の設定とシラバスの作成 共同授業の実施 同　　左 授業科目増加に向けた検討

年9 回

（取組⑥）県内産業の魅力などを伝え

る、学生・保護者対象の就職説明会の

共同開催

各大学が実施している就職説明会の状況を踏まえ、

新たに共同で実施する学生保護者を対象とした就職

説明会の検討

就職説明会の実施準備 就職説明会の実施 同　　左 就職説明会の改善に向けた検討 年2 回

（取組⑤）学生と県内企業経営者との

交流会の開催

各大学等が取り組んでいる交流事業の外、新たに学

生と企業関係者の交流会の企画・準備

交流会の実施と学生・企業関係者へのアンケート調

査
アンケート調査結果による改善方策の検討 見直し改善後の交流会の実施 同　　左

①
長期インターンシップについて産業界

から意見聴取

○産業界からの意見聴取方法の検討

○コーディネーター養成事業の企画

○産業界からの意見聴取

○コーディネーター養成事業の実施

○産業界からの意見聴取

○コーディネーター養成事業の実施

○産業界から聴取した意見の分析

○コーディネーター養成事業の実施

年3 回

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

（取組⑦）地域人材育成をテーマとし

たFDの開催

現在実施しているＦＤにおいて、新たに地域人材育

成をテーマとしたFDの企画・立案
FDの開催 同　　左 FDの改善に関する検討 検討結果に基づく新しいFDの実施

2

③ 共同授業の実施 ○共同授業「徳島の魅力、徳島で働く」の企画

○共同授業「徳島の魅力、徳島で働く」の実施

　（8月19日、20日、23日、24日の4日間）

○受講生アンケートの実施

○アンケート結果の集計及び分析を行い、次年度に向けた改善・

見直しの検討

○アンケート結果の集計及び分析を行い、次年度に向けた改善・見直

しの検討

② 新しいインターンシップの実施 ○地域企業エクスターシップの実施
○地域企業エクスターシップの実施

○参加企業・学生からの評価コメント収集とフィードバック

○地域企業エクスターシップの実施

○参加企業・学生からの評価コメント収集とフィードバック

○地域企業エクスターシップの実施

○次年度に向けた改善・見直しの検討

⑤
アンケート調査結果による改善方策の

検討
○調査方法の検討 ○調査票案の作成 ○産業界を通じてアンケート調査を実施 ○交流会の開催に向けての企画

④ 共同授業の実施 ○単位互換協定締結に向けた準備・調整
○単位互換協定締結

○単位互換科目の開講準備
○単位互換科目の開講 ○単位互換科目の開講

⑦ FDの開催 ○地域人材育成をテーマとしてFDの企画 ○同左 ○FDの開催・振り返り ○同左

⑥ 就職説明会の実施 ○合同就職説明会の企画 ○合同就職説明会の開催 ○合同就職説明会の企画 ○合同就職説明会の開催



とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 1 年度 年間スケジュール

３．留学生の確保と県内定着

≪年間スケジュール≫

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 取組目標

3

（取組①）留学生共同サポートセン

ターの設置・運営
留学生共同サポートセンターの設置 サポートセンター運営に関する検証 検証結果に基づく改善案の作成 改善等の実施 同　　左

2021年度

2019 年

設置

（取組②）国内で実施される留学生向

けの進学説明会（留学生募集活動）の

共同参加

日本語学校等の学生向けオープンキャンパスの開催

や留学生向け進学説明会での共同発信と検証。
県外説明会への共同参加 参加回数・人数の拡大方策の検討 改善策に基づいた実施 同　　左 年2 回

年3 回

（取組③）留学生向けの就職セミナー

や企業との交流会など、就職支援の共

同実施

留学生共同サポートセンターにおいて、県内企業見

学バスツアーや共同の就職セミナー等の開催と検

証。

就職支援共同実施のための準備 セミナー、交流会の共同実施及び実施効果等の検証 実施効果等の検証 検証結果に基づく改善実施

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

○参加回数・人数の拡大方策の策定

① 検証結果に基づく改善案の作成 ○検証結果を踏まえ、留学生共同サポートセンターを運営 ○運営実績等踏まえ、改善案の検討 ○同左 ○改善案の作成

② 参加回数・人数の拡大方策の検討
○国内で実施される留学生向けの進学説明会（留学生募集

活動）の共同参加準備

○国内で実施される留学生向けの進学説明会（留学生募集

活動）の共同参加
○参加回数・人数の拡大方策の検討

③ セミナー、交流会の共同実施 ○セミナー、交流会の共同実施準備 ○セミナー、交流会の共同実施 ○同左 ○実施効果等の検証

④

⑤

⑥



とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 2 年度 年間スケジュール

1．地域産業の活性化の推進

≪年間スケジュール≫

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 取組目標

1

（取組①）光関連産業分野における企

業との共同研究・共同事業の実施

「次世代“光”創出・応用による産業振興・若者雇用

創出計画」に基づく共同研究・共同事業を推進する

と同時に、これからの光産業分野の企業との共同研

究等の戦略の策定・実施

共同研究等の実施 同　　左 共同研究等の実施状況の検証 共同研究等の改善方策のまとめ

2021年度

3 件

（取組②）ものづくり産業分野におけ

る企業との共同研究・共同事業の実施

各大学が等が行う「ものづくり産業」に係る企業と

の共同研究・共同事業の促進と実施状況のとりまと

めを行い、今後、ものづくり産業分野の企業との共

同研究等の戦略の策定

共同研究等の実施 同　　左 共同研究等の実施状況の検証 共同研究等の改善方策のまとめ 73 件

57 件

（取組④）産学官連携による阿波藍の

魅力創造発信の推進
産学官連携による阿波藍の魅力創造発信の実施 魅力創造発信に関する新しい取り組みの検討 新しい取り組みの実施 同　　左 取り組み状況の確認 年11 回

（取組③）農林水産業の６次産業化の

推進

各大学等が行う「農林水産業の６次産業化」に係る

共同研究・共同事業の促進と実施状況の取りまとめ

を行い、これからの農林水産業の６次産業化の推進

に係る戦略の策定

戦略に基づく取組内容の検討 ６次産業化に向けた具体的な取り組み 同　　左 取り組み状況の検証

共同研究等の検証

7 件

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

（取組⑤）インダストリー4.0に対応し

た、AI、IoT、ロボット等の実装の支援
AI、IoT等の実装支援方策の検討 具体の取り組みについての取りまとめ 具体の取り組みの実施 同　　左 改善・改良に向けての見直し

① 共同研究等の実施 共同研究等の実施 同左 同左

6次産業化に向けた具体的な取り組みの検証

② 共同研究等の実施 共同研究等の実施 同左 同左 共同研究等の検証

③ ６次産業化に向けた具体的な取り組み
2012年度の具体的な取り組み案の検討

ロードマップ（取り組み目標）の検討①

2021年度の具体的な取り組み案の検討と実施

ロードマップ（取り組み目標）の検討②
具体的な取り組み実施

AI、IoT等の実装支援の検証

④ 新しい取り組みの実施 2021年度の新しい取り組み案の検討① 2021年度の新しい取り組み案の検討② 新しい取り組み実施 新しい取り組みの検証

⑤ 具体の取り組みの実施 2021年度のAI、IoT等の実装支援戦略の検討① 2021年度のAI、IoT等の実装支援戦略の検討② AI、IoT等の実装支援戦略の実施



とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 2 年度 年間スケジュール

２．地域課題解決への貢献

≪年間スケジュール≫

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 取組目標

2

（取組①）市町村との共同研究・共同

事業の推進

市町村との共同研究・事業の実施状況調査を行いと

りまとめ
課題解決のための共同研究・事業の企画 実施に向けて関係機関との調整・準備 共同研究等の実施 同　　左

2021年度

15 件

（取組②）県との連携事業の推進 現在実施している県との連携事業のとりまとめ 新たな連携事業の開発 新たな連携事業の実施 同　　左 連携事業の取り組み状況についての検証 130 件

3 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（取組④）大学と県が連携して実施し

ているボランティアパスポート事業の

拡充

ボランティアパスポート事業の実施状況の整理・確

認作業
事業の拡充等の検討・実施の準備 ボランティアパスポート事業の拡充実施 同　　左

拡充したボランティアパスポート事業の取組状

況の検証

5 高等教

育

機関

（取組③）県民の生活習慣改善や心身

の健全を支援する健康改善プログラム

の実施

健康寿命の延伸や県民のフレイル対策をテーマとし

た新たな県民向け公開講座を開講するとともに、生

活改善プログラムの開発に必要な資料等の収集

収集資料の整理・取りまとめを行い、プログラムの

方向性の検討
健康改善プログラムの開発 健康改善プログラムの実施 同　　左

3 ﾃｰﾏ

（取組⑥）地域課題解決の取組に必要

となる専門教員の共同人材バンク設置

地域課題解決に必要な共同人材バンクについての検

討
人材バンクの設立 人材バンクの運営 同　　左 人材バンクの運営状況の検証

2020 年

設置

（取組⑤）共同での地域の課題解決

フィールドワークの実施

複数の大学等が共同で提案する課題解決・活性化に

向けたフィールド・ワークを推進し地域の課題の整

理と優先度の検討

取組む課題の選定と実施の準備
フィールドワークについて学生と地域との事前打合

せ・調整
課題解決フィールドワークの実施 同　　左

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

関係機関との連携事業の検証

② 新たな連携事業の実施 新たな連携事業の調整と実施① 新たな連携事業の調整と実施② 新たな連携事業の調整と実施③ 新たな連携事業の検証

① 実施に向けて関係機関との調整・準備 実施に向けて関係機関との調整と実施① 実施に向けて関係機関との調整と実施② 実施に向けて関係機関との調整と実施③

ボランティアパスポート事業の検証

③ 健康改善プログラムの開発 健康改善プログラムの開発と実施① 健康改善プログラムの開発と実施② 健康改善プログラムの開発と実施③ 健康改善プログラムの検証

④
ボランティアパスポート事業の拡充実

施
ボランティアパスポート事業の実施 同左 同左

人材バンクの運営の実施

⑤
フィールドワークについて学生と地域

との事前打合せ・調整
新たなフィールドワークについての検討① 新たなフィールドワークについての検討② 新たなフィールドワークについての事前打ち合わせ 新たなフィールドワークについての準備

⑥ 人材バンクの運営 人材バンクの運営の検討① 人材バンクの運営の検討② 人材バンクの運営の検討③



とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 2 年度 年間スケジュール

３．災害リスクマネジメントの強化

≪年間スケジュール≫

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 取組目標

3

（取組①）学生が災害発生時にボラン

ティア活動等を円滑に行える体制の整

備

ボランティアパスポート制度を活用した履修プログ

ラムを構築し、被災地支援活動実習を通じ、参加学

生を対象としたボランティア支援体制を推進。

同　　左 訓練の実施 同　　左 ボランティア組織の在り方についての検証

2021年度

2019年整

備

（取組②）自治体が開催する災害関係

の会議への参画
自治体の災害会議への参加・加盟組織への周知 同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

8 高等教

育

機関

8 高等教

育

機関

（取組④）共同での防災講座の実施 共同での実施する防災講座の企画・立案 防災講座内容・方法の検討 防災講座の実施 同　　左 同　　左 3 講座

（取組③）大学版ＢＣＰの作成の推進 各大学等が作成するBCPについての支援方法の検討 支援等のとりまとめ 必要に応じた支援の実施 同　　左 同　　左

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

参加・加盟状況の検証

① 訓練の実施 新たな災害ボランティア体制の構築準備① 新たな災害ボランティア体制の構築準備② 新たな災害ボランティア体制の元、訓練の実施 新たな災害ボランティア体制の検証

②
自治体の災害会議への参加・加盟組織

への周知
自治体の災害会議への参加・加盟組織への周知 同左 同左

共同での実施する防災講座の検証

③ 必要に応じた支援の実施 必要に応じた支援の実施 同左 同左 大学版ＢＣＰの作成状況の検証

④ 防災講座の実施 共同での実施する防災講座の企画・立案① 共同での実施する防災講座の企画・立案② 共同での実施する防災講座の実施

⑤

⑥



とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 3 年度 年間スケジュール

1．高等教育機関の教育内容の充実のための交流拡大

≪年間スケジュール≫

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 取組目標 進捗状況

1

（取組①）T-SPOD会議など共同の

FD・SD研修会の開催

新たに、共同の共同のFD・SD研究会

についての企画立案
共同FD・SD研究会の準備 共同FD・SD研修会の実施 同　　左

2021年度

共同FD・SD研究会の実施につい

ての検証
3 回

（取組②）プラットフォーム事業に関

連する共同IRの実施

プラットフォーム事業に関する共同IR

の実施についての検証
共同IR実施項目の選定 共同IR実施方法などの検討 共同IRの実施 同　　左 推進

（取組③）各高等教育機関等が有する

サテライトオフィスの共同利用の推進

サテライトオフィスの共同利用につい

ての検討
共同利用についての運用方針の決定 共同利用の実施 同　　左 運用状況の検証と見直し案の検討 推進

3 科目

（取組⑤）施設の共同利用の推進
現在の施設の共同利用の状況の把握・

まとめ

共同利用の在り方の検討と関係規則等

の整備
施設の共同利用の実施 同　　左 同　　左 推進

（取組④）新たな単位互換や共同授業

化の推進

現在の単位互換及び共同授業の状況の

まとめ
新しい単位互換制度等の検討・準備 新しい単位互換制度の実施 同　　左 同　　左

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

地域活性化フォーラム開催（徳島大）

② 共同IR実施方法などの検討 大學・高専生アンケート調査の実施（５月） 高校生対象アンケート調査の実施（７月） 調査内容の分析 分析結果をもとにしたPF施策の検討

① 共同FD・SD研修会の実施 内容の企画 同左 地域活性化人材育成FD/SDフォーラム開催（四国大）

単位互換に向けた準備

③ 共同利用の実施 共同利用の可能性の検討 共同利用の試行的実施 運用方針の検討 運用方針の決定

④ 新しい単位互換制度の実施 単位互換の実施 新たな単位互換科目の検討 同左

⑤ 施設の共同利用の実施 共同利用の可能性の検討 共同利用の試行的実施 運用方針の検討 運用方針の決定

⑥



R3.4.15 第３ワーキング

資料１とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 3 年度 年間スケジュール

２．地域を支える人材の育成

≪年間スケジュール≫

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 取組目標 進捗状況

2

（取組①）小・中・高校生向けの科学

技術人材を養成する体験講座の実施

「とくしま科学技術アカデーミー」の

開催や各大学等が行う科学技術に関す

る講座を充実するとともに、実施状況

の取りまとめ。

講座拡大のための検討
新しく実施する講座の内容・方法等の

検討と準備
新しい講座の実施

2021年度

同　　左 6 講座

（取組②）小・中・高校生向けの学習

支援事業（大学の施設、設備を活用し

た事業）

各大学等が行う「小中高校生向け学習

支援事業」の充実と実施状況の取りま

とめ

学習支援事業拡大のための検討
新しく実施する学習支の内容方法の検

討と準備
新しい学習支援授業の実施 同　　左 30 講座

（取組③）小・中・高校生を対象とし

たキャリア形成支援の実施（出前授業

の実施等）

各大学等が行う「小中高校生向け出前

授業」の充実と実施状況のとりまと

め。

キャリア形成のための出前授業の広報

活動等の検討

広報活動を活性化するとともに学校側

の要望アンケート調査の実施

アンケート調査結果の分析と新しい出

前授業の在り方の検討

同　　左小・中・高生が満足できる出

前授業の実施
170 回

3 ﾃｰﾏ

（取組⑤）長期の課題解決型インター

ンシップの拡大（再掲）

各大学のインターンシップの現状を調

査し取りまとめ

長期インターンシップの拡大について

の企画・立案

長期インターンシップについて産業界

から意見聴取
長期インターンシップの準備 同　　左

8 高等教育

機関

（取組④）共同での地域の課題解決

フィールドワークの実施（再掲）
地域の課題の整理と優先度の検討 取組む課題の選定と実施の準備

フィールドワークについて学生と地域

との事前打合せ・調整
課題解決フィールドワークの実施 同　　左

年3 回

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

（取組⑥）地域人材育成をテーマとし

たFDの開催（再掲）
地域人材育成FDの企画・立案 FDの開催 同　　左 FDの改善に関する検討 検討結果に基づく新しいFDの実施

事業の試行的実施

①
新しく実施する講座の内容・方法等の

検討と準備
AI関連講座について参加校内で調査の実施 実施内容の検討 講座の試行的実施 事業拡大に向けた検討

②
新しく実施する学習支の内容方法の検

討と準備
高校へのヒアリングと実施内容の検討 高校へのヒアリングと実施内容の検討 実施体制の整備

新たなフィールドワークについての準備

③
広報活動を活性化するとともに学校側

の要望アンケート調査の実施
大学生交流型授業の高校側への提案 実施内容の検討 事業の試行的実施 事業拡大に向けた検討

④
フィールドワークについて学生と地域

との事前打合せ・調整
新たなフィールドワークについての検討① 新たなフィールドワークについての検討② 新たなフィールドワークについての事前打ち合わせ

○同左

⑤
長期インターンシップについて産業界

から意見聴取

○産業界からの意見聴取方法の検討

○コーディネーター養成事業の企画

○産業界からの意見聴取

○コーディネーター養成事業の実施

○産業界からの意見聴取

○コーディネーター養成事業の実施

○産業界から聴取した意見の分析

○コーディネーター養成事業の実施

⑥ FDの開催 ○地域人材育成をテーマとしてFDの企画 ○同左 ○FDの開催・振り返り



とくしま産学官連携プラットフォーム　　 第 3 年度 年間スケジュール

３．リカレント教育を含む多様なニーズに対応した生涯学習機会の提供

≪年間スケジュール≫

　

ワーキンググループ 2021

取組内容 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度 取組目標 進捗状況

3

（取組①）県民ニーズに対応した生涯

学習に係る新しい公開講座の充実

新あわ学コース等「生涯学習分野の公

開講座」の充実と実施状況のとりまと

め。

公開講座に対する県民ニーズ調査の実

施

ニーズ調査結果に基づく新しい公開講

座案の作成と実施準備
新しい公開講座の実施

2021年度

同　　左 40 講座

（取組②）産業界のニーズに対応した

実践的なリカレントプログラムの開

発・提供

「次世代“光”創出・応用」や「とくしま経営塾」等

のリカレント講座をはじめ、「とくしまリカレント

教育推進事業」など、ＡＩやＩｏＴなど産業界の

ニーズを踏まえたリカレント

プログラムを開発・提供するとともに産業界のニー

ズに対応した実践的リカレントプログラムの在り方

の検討

新プログラム作成のための資料収集、

まとめ
新プログラムの案の作成 新プログラムの実施 同　　左

20 ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ

以上

（取組③）教育訓練給付金制度を活用

したリカレントプログラムの充実

教育訓練用リカレントプログラムの充

実策の検討

新しいリカレントプログラム作成のた

めの資料収集・まとめ
新しいリカレントプログラム案の作成 新リカレントプログラムの実施 同　　左 4 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

2019 年

HP 開

設

（取組④）リカレント教育情報の一元

的発信

「とくしまリカレント教育支援セン

ター（仮称）」を開設し、リカレント

教育に関する情報を集約し、徳島県立

総合大学校ＨＰにおいて情報を発信。

同　　左 同　　左 同　　左 リカレント情報発信の検証

2021計画内容 ４～6月 ７～9月 10～12月 １～3月

オンライン講座の実施

② 新プログラムの案の作成 産業界のニーズ調査 同左 産業界への事業の検討と実施 次年度事業に向けた検討

①
ニーズ調査結果に基づく新しい公開講

座案の作成と実施準備
オンライン講座の具体的内容の検討 同左 オンライン講座の準備

同左③ 新しいリカレントプログラム案の作成 新しいプログラムの実施と検証 プログラム拡大に向けた検討 同左

④

「とくしまリカレント教育支援セン

ター（仮称）」を開設し、リカレント

教育に関する情報を集約し、徳島県立

総合大学校ＨＰにおいて情報を発信。

県立総合大学校本部において情報を発信 同左 同左 同左

⑤


