
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
課
程

働く女性のためのライフロングキャリアコース
日本女子大学

内閣府男女共同参画局
「平成29年度女性のチャレンジ支援賞」受賞

令和２年度「東京都女性活躍推進大賞」受賞
文部科学省「職業実践力育成プログラム（BP）」認定講座

厚生労働省「教育訓練給付金指定講座」
東京商工会議所会員
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徒　 歩
約15分

バ　ス
約 5分

（ バス停の位置は上記地図参照 ）
【 都営バス（学05）】

日本女子大学行き（直行）
乗車「目白駅前」バス停→下車「日本女子大前」バス停

【 都営バス（白61）】
新宿駅西口行きまたはホテル椿山荘東京行き
乗車「目白駅前」バス停→下車「日本女子大前」バス停

東京メトロ副都心線
雑司が谷駅

徒歩：約8分

3番出口より

都電荒川線
鬼子母神前停留所 徒歩：約10分

東京メトロ有楽町線
護国寺駅

徒歩：約10分

4番出口より

リカレント教育課程に関する資料請求・各種お問い合わせ

日本女子大学　リカレント教育課程事務室（目白キャンパス）
〒112-8681
東京都文京区目白台 2-8-1 百年館4階生涯学習センター内
03-5981-3751
recurrent@fc.jwu.ac.jp
https://www5.jwu.ac.jp/gp/recurrent/
月～金曜日9:30～16:30　土曜日9:30～11:30

（長期休暇期間中の受付日は変更になります）

所 在 地

TEL
E-mail

URL
受 付 時 間

FAQ
Ｑ．四年制大学を卒業していませんが、出願できますか？
Ａ．働く女性コースの出願条件は「①高等学校卒、大学受験

資格を有する者　②就労中・就労経験のある社会人女
性」となっていますので、①かつ②の該当者であれば出
願可能です。

Ｑ．就労中ではありませんが、出願できますか？
Ａ．就労経験がありましたら出願できます。

Ｑ．再就職支援を希望します。
Ａ．就労中の女性のスキルアップ・ブラッシュアップを目的

と し て い る た め 、再 就 職 支 援 は あ り ま せ ん 。「 再 就 職
コース」をご検討ください。

Ｑ．修了要件は6.5単位となっていますが、6.5単位より多
く履修はできますか。

Ａ．同時間帯に科目の開講は重複しません。追加料金を納入
していただきますが、履修することは可能です。

Ｑ．オンライン授業ですが、大学の施設は使えますか？
Ａ．日曜、祝日を除く、平日・土曜日に、図書館、大学生協、購

買部、食堂を利用できます。

Ｑ．授業資料はどのように受け取るのでしょうか。
Ａ．本学のLMS（Learning Management System、学習管理

システム）を活用して、講師が保存した資料を、ご自身
のデバイスで閲覧、または印刷をしていただきます。

LIFELONG  CAREER  COURSE

facebook Instagram

ホームページ Twitter



LIFELONG  CAREER  COURSE

日本女子大学リカレント教育課程
働く女性のためのライフロングキャリアコース

略称＜働く女性コース＞

日本女子大学リカレント教育課程　沿革
●2007年  9月

●2007年12月
●2008年  4月
●2010年  3月
●2015年12月
●2016年  1月
●2016年  4月
●2016年 10～12月

●2017年  6月

●2017年11月
●2018年  5月
●2018年  8月
●2019年  7月
●2019年10月

●2019年12月
●2020年  5月
●2021年  1月
●2021年  4月

●2021年  6月

文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育事業委託」採択
 「リカレント教育・再就職システム」として開講
改正学校教育法により、社会人にプログラムを提供し、履修証明を授与する課程の設置が認められる
大学設置の履修証明プログラムとなる
生涯学習センターの一部門として本学独自の運営を開始
文部科学省が定める「職業実践力育成プログラム（BP）」に認定
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」講座に指定
9月入学を廃止し4月入学に一本化

「働き方改革に関する総理との意見交換会」出席
内閣府男女共同参画局「平成29年度女性のチャレンジ支援賞」受賞
 内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」出席
リカレント教育課程10周年記念シンポジウム開催
東京商工会議所と「女性のための新たな学び・再就職支援に関する覚書」締結
文部科学省「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」を受託
文京区と「中小企業人材確保・採用拡大支援事業」連携
文部科学省「平成31年度持続的な産学共同人材育成システム構築事業」
委託事業名「実務家教員COEプロジェクト」に参画

「女性のためのリカレント教育推進協議会」発足。本学は初代会長・幹事校
文部科学省「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」普及啓発事業に採択
令和２年度「東京都女性活躍推進大賞」受賞
文部科学省「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」普及啓発事業に採択
既存コース「再就職のためのキャリアアップコース」名称変更

「働く女性のためのライフロングキャリアコース」新設

　人生100年時代に働き続けるための学びとは何かを検討し、コロナ禍で学びのニーズが急上昇したこともあり、2021年度より女
性が長く社会で活躍できることを目指す新たなコース、「働く女性のためのライフロングキャリアコース」をスタートしました。
　これまでは、再教育と再就職を2本の柱とした「再就職のためのキャリアアップコース」を運営してまいりましたが、2016年の女
性活躍推進法施行の頃から、働いている方が離職して学ぶケースが増えてきました。そこで、平成30年度に文部科学省委託事業
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とニーズ調査によるリカレント教育モデル構築のため
の実証事業の実施」を行い、女性と採用企業がどのような学びを必要としているのかを調査しました。
　さまざまな職場で活躍している方が、お互いに情報交換をし、ネットワークを構築しながら離職せずに国内外どこからでも学
ぶことのできるコースを設置しました。奮ってご活用ください。

リカレント教育　プログラムの多様化
　「リカレント教育」とは、「学校教育」を、人々の生涯にわ
たって、分散させようとする理念であり、本来は、職業上
必要な知識・技術を修得するために、フルタイムの就学
と、フルタイムの就職を繰り返すことです。我が国では、
一般的に、「リカレント教育」を諸外国より広くとらえ、働
きながら学ぶ場合、心の豊かさや生きがいのために学ぶ
場合、学校以外の場で学ぶ場合もこれに含めていること
が多くリカレント教育が多様化しています。
〈リカレント教育の分類〉

①リカレントオリジナル科目により編成されたプログラ
ム。さらに正規課程（学部など）の科目を履修可能であ
る。

②正規課程（学部・大学院）の提供科目により編成された
プログラム。

③社会人など広く一般を対象に、資格取得支援や趣味や教
養といった生涯学習のための各種講座などを提供してい
るプログラム（大学エクステンションセンター、生涯学習
センターなど）。

以上の中で本学は①リカレントオリジナルプログラムを
持つ課程として運営をしています。

1 2
1945年　戦争終結後　正門をくぐる学生 1953年　通信教育部　夏スクーリング

リカレントオリジナルプログラム
＋

学部科目や通信教育課程科目の
履修により編成

1

正規課程（学部や大学院）
の開講科目のみで編成

エクステンションセンター
や生涯学習センターなど

の講座・公開講座

2 3

働きながらどこからでも学び続けられる

創立者・成瀬仁蔵の精神
　創立者の成瀬仁蔵は「抑も教育の目的は、人の人格を
作るにあり」「立派な人格とは毎日新しい人間に生れ変
る人である。生涯を進歩の過程とし、新しい知識を求
め、生きた経験を積み、幾歳になっても青年の様な旺な
精神を以て益々奮闘して境遇を開いて行く人である」
と説き、女性の覚醒と自立を促し、教育全般の改革に力
を注ぎ、女性が一人の人間として一生かけて向上し発
展していく“生涯教育”の理念を展開しました。成瀬が
伝え続けた教育の精神は、今も本学の貴重な財産とし
て継承されています。

創立者・成瀬仁蔵

日本女子大学・教育綱領

上から「信念徹底」「自発創生」「共同奉仕」
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カリキュラム概要（2022年度5月開講より） 修了生の声
LIFELONG  CAREER  COURSE

各種制度について

　人生100年時代に、働く女性が、ライフロングキャリアデザインを構築するとともに、リーダーシップ能力をはぐくみ、管理職と
しても活躍することを後押しするリカレントプログラムです。
　長く働くための心構えを学ぶ「キャリア講演」を必修科目とし、ビジネスにおけるプレゼンテーションを体得する実践型授業
や、人材育成の導入理論、マーケティング・マネジメント、管理会計の基礎などの選択必修科目を設置し、受講生自身のキャリア
アップに応じた選択ができるプログラムを準備しました。

応募資格
受講までの流れ高等学校卒、大学受験資格を有する

就労中・就労経験のある社会人女性

修了要件

募集要項

授業科目

6.5単位（63時間）以上
＊半年間
＊授業日数の2/3、授業時間の2/3出席
＊仕事・通信障害による遅刻・欠席対応あり

HPをご覧ください

授業形式

全てオンライン授業（Zoom、オンデマンド）
（平日） 夜　  間 19：00～20：40
（土曜） 1時限目   9：00～10：40
　　　 2時限目 10：50～12：30

＜開講日＞
平日夜２日、土曜日より選択
　＊科目により開講期間が異なる（時間割参照）
　＊本学LMS使用

備　考

① 再就職支援 なし
② 平日夜間・週末にて開講
③ 出願手続き（書類、オンライン面接）実施
④ 開講式（遠隔開催）、修了式（３月、両コース合同、遠隔・対面）
⑤ 受講ガイダンス 開催
⑥ 文部科学省「職業実践力育成プログラム（BP）」認定
⑦ 厚生労働省「教育訓練給付金指定講座」
⑧ 学内施設利用可（図書館、食堂ほか）

居住地域 入学時の年齢層・年齢分布

受講生のデータ（第1･2回生／全入学者36名）

平均年齢

42.7歳

経営者
管理職比率

26.5％

正規社員
比率

72.2％

20代

13.9％
5名

30代

22.2％
8名

40代

33.3％
12名

50代

30.6％
11名

東京都

38.9％
14名

近畿

11.1％
4名

中国・四国

5.6％
2名

関東
（神奈川・千葉・埼玉・群馬）

33.3％
12名

東北 2.8％1名

中部
8.3％3名

履修証明プログラムについて
　学校教育法第105条及び、学校教育法施行規則第164条の規定に基づき、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校（以下
「大学等」という。）における「履修証明制度」が創設されました。これは、大学等の積極的な社会貢献を促進するため、学生を対象と
する学位プログラムの他に、社会人等の学生以外の者を対象とした、一定のまとまりのある学習プログラム（「履修証明プログラ
ム」）を開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明書を交付できるという制度です。
本課程はこの履修証明制度にのっとった「履修証明プログラム」です。修了者には学校教育法に基づき履修証明
を交付します。

文部科学省ホームページ「大学の履修証明制度について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shoumei/index.html

厚生労働省教育訓練給付金制度のご案内
詳細については、お近くのハローワークにてご確認ください。

厚生労働省ホームページ 教育訓練給付制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

文部科学省 ｢職業実践力育成プログラム（BP）｣
　社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的として、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・専門的な課程を「職業実践力育成プログラム（BP）」として文部科学省が認定して奨励する制度で、
当リカレント教育課程も認定されています。詳細は、文部科学省ホームページをご覧ください。

文部科学省ホームページ「職業実践力育成プログラム（BP）認定制度について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/bp/index.htm

定義などを奥深く学びながら、最近の社会
情勢等、具体的な例を用いた説明がされる
ので、見方が変わってきたことを実感した。

講義が多方面にわたっていて、選びがいが
あった。女性のためのコースが多くて良
かった。

会社へのアピールにもなるし、普段会うこ
とのできないような人と出会える場。
キャリアに悩んでいるなら半年ぐらい
通ってみたらいかが。

受講生や先生方のさまざまなキャリア・働
き方を通じて、今後のキャリアを考えるこ
とができた。

少人数で話し合うワークの機会をたくさ
ん与えられたことで、多種多様な考え方に
触れることができた。

会社とは何かということを見返すチャン
スになりとても有意義であった。

授業はとても楽しかった。会議やミーティ
ングを事前に計画的にまとめて短時間で
できるようになった。

オンラインで参加でき、他業界で
活躍している女性ワーカーの価値観
を知ることができた。

年齢で諦めてしまっていたことが、これか
らもチャレンジできるという自信に繋
がった。

募集要項の「出願料の振り込み」「オンラインでの
出願登録」を確認のうえ、下記の出願書類 (1)(2)を、
簡易書留またはレターパックプラスにてリカレント
教育課程事務室に送付してください。

（1）受講申込書
（2）最終出身学校の卒業証明書

出願書類提出01

ご自宅にお送りします。

合格された方は、期日までに入学金及び受講料を
お振り込みください。
手続き後、大学のメールアドレスを付与いたし
ます。以降、大学のメールアドレス宛にご連絡差し
上げます。オンラインで開催される履修ガイダンス
にご出席ください。

試験結果通知到着03

指定日にZoom にて 面接をお受けください。

書類審査・面接（オンライン）02

入学手続き04

オンラインで開催される開講式・履修ガイダンスに
出席後、履修科目の登録をします。

リカレント教育課程開講05

出願者は、入学キャリア説明会（当該年度）に参加
してください。

入学キャリア説明会参加00

学事日程にそって受講します。

授業開始06
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してください。

入学キャリア説明会参加00

学事日程にそって受講します。

授業開始06

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shoumei/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/bp/index.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
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企 業 の 方 へ

　就労中の女性が、ビジネススキルを向上させ、所属する組織を離れて自分自身のキャリアを見つめること
で、新たなネットワークを広げる機会を作ることを目的としたプログラムを開講します。平日夜間・週末に
オンラインを中心とした学びやすい時間帯に講座を提供し、女性が社会の中でリーダーシップを発揮し、活
躍することを後押しします。

　近年女性の就業率は上昇し、産休育休制度の充実など就労環境も向上しています。しかし、厚生労働省「雇
用均等基本調査」（2018）によると企業の女性管理職比率は11.8％と伸び悩み、その背景には職場での構造的
な問題、女性は組織の中で重要な仕事を任されず、自らが活躍するためのスキルアップやメンタルサポート
の機会が与えられていないという状況も指摘されています。
　2018年度に文部科学省 「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」の助成を受
けて、本学が実施したニーズ調査の結果からは、多くの企業がリカレント教育を特に位置づけてはいないも
のの、「勤務時間外に補助を出して行う」と回答した企業は３割近くに上りました。
　このような状況を踏まえ、本プログラムでは、離職して学び直すキャリアチェンジではなく、就労を継続
しながらのキャリアアップを目指すとともに、後進を育成するために必要なリーダーシップ力の向上や、生
涯を通じて長く働くためのスキルと心構えを学ぶカリキュラムを提供します。

東京商工会議所・官公庁・他大学との連携・協力
社会研修プログラムや人材教育のサポートとして
本コースを利用しませんか？

1 2
女性のリーダーシップ
能力育成のための講座

人生100年時代に長く働く
（社会と関わる）ための

ビジネススキルを修得する
ための講座

　組織の中核を担う人材として必要な
情報管理や企業会計に関する知識の修
得に加えて、人材育成の理論やプレゼン
テーションといった組織の中でリー
ダーシップを発揮するための内面的な
成長を促す科目を提供します。

　自身のキャリアデザイン、セルフケア
に関する理解を深め、社会人としての自
己管理能力を高めるとともに、マーケ
ティング・マネジメントや金融、ビジネ
ス英語など、現場での即応力が求められ
る先端的なビジネススキルを修得する
ための科目を提供します。

　これらの科目を、それぞれのキャリアとスキルに応じて選択可能な科目群で提供することにより、履修者
の多様性に対応するとともに、社会のニーズに合わせて柔軟に運用可能なプログラムとしました。社内研修
プログラムとして、組織内の研修や人材育成のサポートとしてもご活用いただきたく、是非ともご意見や、
ご希望をお寄せください。

覚書締結式の様子

　Society5.0時代に対応した高度技術人材として今後の日本の産業界・学術界を支え、教育の
新たな地平を拓く「教育変革のエージェント」となる実務家教員の育成システムを構築し、変化
の激しい知識集約型社会を生き抜く力を身につけるリカレント教育の全国的な拡充の実現を
目指しています。本課程では共同申請校としての企画・運営に関する連携や実務家教員養成の
ために実際に授業を実践する場を提供し、教員・受講生が模擬講義評価を担当しています。

（＊2022年度より社会構想大学院大学に名称変更）

文部科学省2019年度～
「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」

日本女子大学が共同申請を行った社会情報大学院大学＊

の「実務家教員COEプロジェクト」が採択

小池百合子東京都知事との面会の様子

「女性のためのリカレント教育推進協議会」
発足シンポジウムの様子

　女性のためのリカレント教育推進協議会では「女性のためのリカレント教育に関わるネット
ワーキングの構築」に申請をし採択されました。
　日本女子大学が2018年度に実施した調査では「リカレント」をこの調査で初めて知ったとい
う女性が85%であり、啓発活動が課題であることが確認されました。啓発が進まない理由とし
て「受講者側の課題」と「人材の受け入れ企業側の課題」があげられます。これを解決し、リカレ
ント教育を普及させるために人生100年時代を生き抜くためのネットワーキングを構築して
いく場を提供しました。

文部科学省2020年度～2021年度
「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」普及啓発事業に採択

　2018年度に人生100年時代を迎え政府が女性の社会参加をさらに促すためにリカレント教
育に力を入れることを宣言したことから、リカレント元年と呼ばれましたが、認知されていな
いのが現実です。特に女性が再就職を果たすために新たな学びを提供するリカレント教育に
ついては、課題も多いことから、女性のためのリカレント教育を運営する大学が相互に連携を
とり、問題点の共有と解決に向けての検討、社会的認知の啓発活動、関係官庁との連携などを
行うため、2019年12月「女性のためのリカレント教育推進協議会」を発足しました。本学は初
代会長・幹事校として2019～2021年度の運営に携わりました。
参加大学（プログラム設置順）
日本女子大学、関西学院大学、明治大学、福岡女子大学、京都女子大学、京都光華女子大学、
山梨大学

「女性のためのリカレント教育推進協議会」発足

　日本女子大学は令和3年1月に東京都女性活躍推進大賞を受賞しました。コロナ禍で授賞式
は延期されましたが、6月17日に受賞団体と小池百合子東京都知事との面会の機会が設けら
れ、本学からは今市涼子理事長が出席いたしました。
　本学受賞の理由は法人の女性教職員比率の高さ、そして国内における高等教育機関による
初のリカレント教育プログラムの創設と推進でした。

令和2年度「東京都女性活躍推進大賞」受賞

「実務家教員COEプロジェクト」
模擬講義風景

東京商工会議所との連携
　当課程では、2018年5月に東京商工会議所と「女性のための新たな学び・再就職支援に関する
覚書」を締結し、さらなる学びの機会と、多様な再就職先（※1）の提案をいただいております。

　新たな学習機会の提供として、東京商工会議所が社会人向けに実施している
実践的な研修講座を、皆様に対して特別価格にて提供いたしております。是非、
様々な社会人と一緒に学んでみませんか。

担当者様からのコメント

※1 再就職支援は「再就職のためのキャリアアップコース」受講生・修了生のみ対象
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用均等基本調査」（2018）によると企業の女性管理職比率は11.8％と伸び悩み、その背景には職場での構造的
な問題、女性は組織の中で重要な仕事を任されず、自らが活躍するためのスキルアップやメンタルサポート
の機会が与えられていないという状況も指摘されています。
　2018年度に文部科学省 「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」の助成を受
けて、本学が実施したニーズ調査の結果からは、多くの企業がリカレント教育を特に位置づけてはいないも
のの、「勤務時間外に補助を出して行う」と回答した企業は３割近くに上りました。
　このような状況を踏まえ、本プログラムでは、離職して学び直すキャリアチェンジではなく、就労を継続
しながらのキャリアアップを目指すとともに、後進を育成するために必要なリーダーシップ力の向上や、生
涯を通じて長く働くためのスキルと心構えを学ぶカリキュラムを提供します。

東京商工会議所・官公庁・他大学との連携・協力
社会研修プログラムや人材教育のサポートとして
本コースを利用しませんか？

1 2
女性のリーダーシップ
能力育成のための講座

人生100年時代に長く働く
（社会と関わる）ための

ビジネススキルを修得する
ための講座

　組織の中核を担う人材として必要な
情報管理や企業会計に関する知識の修
得に加えて、人材育成の理論やプレゼン
テーションといった組織の中でリー
ダーシップを発揮するための内面的な
成長を促す科目を提供します。

　自身のキャリアデザイン、セルフケア
に関する理解を深め、社会人としての自
己管理能力を高めるとともに、マーケ
ティング・マネジメントや金融、ビジネ
ス英語など、現場での即応力が求められ
る先端的なビジネススキルを修得する
ための科目を提供します。

　これらの科目を、それぞれのキャリアとスキルに応じて選択可能な科目群で提供することにより、履修者
の多様性に対応するとともに、社会のニーズに合わせて柔軟に運用可能なプログラムとしました。社内研修
プログラムとして、組織内の研修や人材育成のサポートとしてもご活用いただきたく、是非ともご意見や、
ご希望をお寄せください。

覚書締結式の様子

　Society5.0時代に対応した高度技術人材として今後の日本の産業界・学術界を支え、教育の
新たな地平を拓く「教育変革のエージェント」となる実務家教員の育成システムを構築し、変化
の激しい知識集約型社会を生き抜く力を身につけるリカレント教育の全国的な拡充の実現を
目指しています。本課程では共同申請校としての企画・運営に関する連携や実務家教員養成の
ために実際に授業を実践する場を提供し、教員・受講生が模擬講義評価を担当しています。

（＊2022年度より社会構想大学院大学に名称変更）

文部科学省2019年度～
「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」

日本女子大学が共同申請を行った社会情報大学院大学＊

の「実務家教員COEプロジェクト」が採択

小池百合子東京都知事との面会の様子

「女性のためのリカレント教育推進協議会」
発足シンポジウムの様子

　女性のためのリカレント教育推進協議会では「女性のためのリカレント教育に関わるネット
ワーキングの構築」に申請をし採択されました。
　日本女子大学が2018年度に実施した調査では「リカレント」をこの調査で初めて知ったとい
う女性が85%であり、啓発活動が課題であることが確認されました。啓発が進まない理由とし
て「受講者側の課題」と「人材の受け入れ企業側の課題」があげられます。これを解決し、リカレ
ント教育を普及させるために人生100年時代を生き抜くためのネットワーキングを構築して
いく場を提供しました。

文部科学省2020年度～2021年度
「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」普及啓発事業に採択

　2018年度に人生100年時代を迎え政府が女性の社会参加をさらに促すためにリカレント教
育に力を入れることを宣言したことから、リカレント元年と呼ばれましたが、認知されていな
いのが現実です。特に女性が再就職を果たすために新たな学びを提供するリカレント教育に
ついては、課題も多いことから、女性のためのリカレント教育を運営する大学が相互に連携を
とり、問題点の共有と解決に向けての検討、社会的認知の啓発活動、関係官庁との連携などを
行うため、2019年12月「女性のためのリカレント教育推進協議会」を発足しました。本学は初
代会長・幹事校として2019～2021年度の運営に携わりました。
参加大学（プログラム設置順）
日本女子大学、関西学院大学、明治大学、福岡女子大学、京都女子大学、京都光華女子大学、
山梨大学

「女性のためのリカレント教育推進協議会」発足

　日本女子大学は令和3年1月に東京都女性活躍推進大賞を受賞しました。コロナ禍で授賞式
は延期されましたが、6月17日に受賞団体と小池百合子東京都知事との面会の機会が設けら
れ、本学からは今市涼子理事長が出席いたしました。
　本学受賞の理由は法人の女性教職員比率の高さ、そして国内における高等教育機関による
初のリカレント教育プログラムの創設と推進でした。

令和2年度「東京都女性活躍推進大賞」受賞

「実務家教員COEプロジェクト」
模擬講義風景

東京商工会議所との連携
　当課程では、2018年5月に東京商工会議所と「女性のための新たな学び・再就職支援に関する
覚書」を締結し、さらなる学びの機会と、多様な再就職先（※1）の提案をいただいております。

　新たな学習機会の提供として、東京商工会議所が社会人向けに実施している
実践的な研修講座を、皆様に対して特別価格にて提供いたしております。是非、
様々な社会人と一緒に学んでみませんか。

担当者様からのコメント

※1 再就職支援は「再就職のためのキャリアアップコース」受講生・修了生のみ対象
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働く女性のためのライフロングキャリアコース
日本女子大学

内閣府男女共同参画局
「平成29年度女性のチャレンジ支援賞」受賞

令和２年度「東京都女性活躍推進大賞」受賞
文部科学省「職業実践力育成プログラム（BP）」認定講座

厚生労働省「教育訓練給付金指定講座」
東京商工会議所会員
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J R 山 手 線
目白駅より

徒　 歩
約15分

バ　ス
約 5分

（ バス停の位置は上記地図参照 ）
【 都営バス（学05）】

日本女子大学行き（直行）
乗車「目白駅前」バス停→下車「日本女子大前」バス停

【 都営バス（白61）】
新宿駅西口行きまたはホテル椿山荘東京行き
乗車「目白駅前」バス停→下車「日本女子大前」バス停

東京メトロ副都心線
雑司が谷駅

徒歩：約8分

3番出口より

都電荒川線
鬼子母神前停留所 徒歩：約10分

東京メトロ有楽町線
護国寺駅

徒歩：約10分

4番出口より

リカレント教育課程に関する資料請求・各種お問い合わせ

日本女子大学　リカレント教育課程事務室（目白キャンパス）
〒112-8681
東京都文京区目白台 2-8-1 百年館4階生涯学習センター内
03-5981-3751
recurrent@fc.jwu.ac.jp
https://www5.jwu.ac.jp/gp/recurrent/
月～金曜日9:30～16:30　土曜日9:30～11:30

（長期休暇期間中の受付日は変更になります）

所 在 地

TEL
E-mail

URL
受 付 時 間

FAQ
Ｑ．四年制大学を卒業していませんが、出願できますか？
Ａ．働く女性コースの出願条件は「①高等学校卒、大学受験

資格を有する者　②就労中・就労経験のある社会人女
性」となっていますので、①かつ②の該当者であれば出
願可能です。

Ｑ．就労中ではありませんが、出願できますか？
Ａ．就労経験がありましたら出願できます。

Ｑ．再就職支援を希望します。
Ａ．就労中の女性のスキルアップ・ブラッシュアップを目的

と し て い る た め 、再 就 職 支 援 は あ り ま せ ん 。「 再 就 職
コース」をご検討ください。

Ｑ．修了要件は6.5単位となっていますが、6.5単位より多
く履修はできますか。

Ａ．同時間帯に科目の開講は重複しません。追加料金を納入
していただきますが、履修することは可能です。

Ｑ．オンライン授業ですが、大学の施設は使えますか？
Ａ．日曜、祝日を除く、平日・土曜日に、図書館、大学生協、購

買部、食堂を利用できます。

Ｑ．授業資料はどのように受け取るのでしょうか。
Ａ．本学のLMS（Learning Management System、学習管理

システム）を活用して、講師が保存した資料を、ご自身
のデバイスで閲覧、または印刷をしていただきます。

LIFELONG  CAREER  COURSE

facebook Instagram

ホームページ Twitter

mailto:recurrent@fc.jwu.ac.jp
https://www5.jwu.ac.jp/gp/recurrent/

