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午後２時５９分開会 

 

○高山会長 

 定刻になりましたので、これより平成２９年度第３回ふなばし市民大学校運営協議会を

開催いたします。 

 初めに、事務局より資料の確認と報告事項があります。 

 事務局、お願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 事務局の菅野です。きょうはありがとうございます。 

 資料の確認をさせていただきたいと思います。３枚のクリップでとめたものが１つ、ホ

チキスでとめたもので２３ページにわたるものが１つ、あと、委員の皆様の机の上に生涯

学習フェアの記録集を２冊置かせていただいております。不足がありましたらご連絡いた

だければと思います。 

 また、開会前に会長からもお話がありましたが、三橋委員は若干おくれるというご連絡

をいただいております。また、生涯スポーツ課長の中田委員と高齢者福祉課長の土屋委員

におかれましては、公務のためきょうは出席できないという連絡を受けておりますので、

ご報告させていただきます。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございます。 

 本日、船橋市情報公開条例第２６条の規定により、船橋市の設置する附属機関等の会議

は原則公開とされていることから、傍聴人の受付をいたしましたところ、傍聴の申し出が

ありませんでしたのでご報告します。 

 それでは、次第に従いまして順次進めさせていただきます。 

 初めに、二野社会教育課長より挨拶をお願いいたします。 

○社会教育課長 

 皆さんお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。着座にて失礼しま

す。 

 今回、資料の中にも出ているのですが、運営形態についてもいろいろ検討するところが

ありますので、この会議において忌憚のないご意見をいただきたいと思います。そして、
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少しでも市民大のほうをよくしていきたいと、いつも考えています。 

 あと、入学の抽選のほうも終わりましたので、そのご報告もきょうさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○高山会長 

 二野課長、ありがとうございました。 

 それでは、私からも一言ご挨拶いたします。 

 前回も申しましたように、来年度は市民大の１５期生が入ってまいります。きょうも大

事な案件が控えておりますので、よりよい市民大に向けて皆様と協議を進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 まず初めに、議事第１号「ふなばし市民大学校運営要綱の一部改正について（報告）」

及び議事第２号「平成２９年度修了生及び平成３０年度応募状況について（報告）」を、

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 事務局 菅野です。座って失礼させていただきます。 

 初めに、議事第１号「ふなばし市民大学校運営要綱の改正について」でございます。資

料の１ページ目をごらんください。 

 今回、第３条を改正させていただきました。パソコン学科を３クラス７５名から４クラ

ス１００名に、１クラス２５名の増員をさせていただきました。その結果が、この第３条

の表の内容になります。 

 続きまして、議事第２号についてご説明をさせていただきます。 

 資料の５ページ、６ページをごらんください。 

 この資料は、修了式で学生に配付させていただいた資料になっております。 

 資料７ページの「ふなばし市民大学校応募者・入学者・修了者年度別比較表」をごらん

ください。 

 上から２段目、平成２９年度の状況です。入学者は全部で５００名のところ、４７５人

の方が修了いたしました。９５％です。 

 まちづくり学部につきましては、入学者１０９名のところ修了者１０１名、９２．６

６％。いきいき学部につきましては、入学者３９１名のところ３７４名が修了いたしまし

て、９５．６５％になります。各学科別につきましては資料のとおりですが、陶芸学科に



 3 

つきましては、２年連続して１００％の修了率でございます。 

 続きまして、平成３０年度のふなばし市民大学校の学生募集についてです。 

 出張所、公民館等に入学案内を配架させていただきまして、ホームページ、広報ふなば

しに記事を記載しまして、平成２９年１２月１日から平成３０年１月１５日まで学生を募

集いたしました。１月１５日の消印有効で受付しましたが、資料８ページのとおりの応募

状況となりました。 

 この資料８ページにつきましては、１次と２次の合計の数字が載っておりますけれども、

１次募集につきましては５５０名定員のところ５２７名の応募があり、結果として、まち

づくり学部の３学科、スポーツコミュニケーション学科、ボランティア入門学科、ふなば

しマイスター学科、いきいき学部の４学科５クラス、一般教養学科２、健康学科１・２、

陶芸学科１、園芸学科２が定員を割っておりますので再募集ということで、２月１５日か

ら３月９日まで募集をいたしました。定員を超えた学部につきましては、２月１５日に公

開抽選を行い、入学者等を決定させていただきました。 

 もう一度８ページの一覧をごらんいただければと思います。申し込みの表の一番右端に

なりますけれども、全体で５５０人のところ６３０人、全体では１．５倍という数になっ

ております。まちづくり学部は１２０名募集のところ１２７名、いきいき学部は４３０名

のところ５０３名の応募がありました。１次募集で定員１００％の応募がありました一般

教養学科１及びパソコン学科２については、２次募集は行いませんでしたが、２次募集の

期間中に１次で当選された方の中から辞退された方がおりまして、定員割れとなっており

ます。そのため、一般教養学科１では欠員１、パソコン学科２では欠員３となり、一般教

養学科１の欠員については２の補欠者から、パソコン学科２の欠員については１・３・４

の補欠者から補充していきたいと考えております。 

 また、スポーツコミュニケーション学科、ボランティア入門学科及び健康学科１・２に

つきましても、２次募集でも定員に至りませんでしたが、こちらのほうは定員割れのまま

スタートしたいと思っております。 

 平均年齢などにつきましては、９ページの一覧のとおりになります。 

 以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 何か質問がありましたら、順次お願いいたします。 
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 この際、確認とか、何か質問がありましたらお願いします。 

 特段なければ、次の議事に進めてよろしいですか。その他のところでも何か気がついた

ら、また質問の時間もとれると思いますので宜しくお願いします。それでは、次に、議事

第３号に移ります。 

 「平成３０年度カリキュラムについて（報告）」、事務局で説明をお願いします。 

○事務局（菅野） 

 平成３０年度カリキュラムにつきましては、各担当のほうから順次説明をさせていただ

きたいと思います。資料９ページから各学科順番に説明させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 では、スポーツコミュニケーション学科からお願いいたします。 

○事務局（田久保） 

 スポーツコミュニケーション学科担当の田久保でございます。 

 では、手短に改善点のほうからお伝えしたいと思います。今回、３点の観点で改善をい

たしました。 

 まず、１点目は、専門性を高くするように、昨年度９コマしかなかった専門的な分野を、

今年度１３コマにふやしました。内容につきましては、社会体育学、生涯スポーツ学の概

念を理解している専門分野の講師の講義を入れております。スポーツコミュニケーション

学科カリキュラムの内容の冒頭に黒い星をつけておりますが、これが今回新しく入れさせ

ていただいた講師と内容になります。詳しい内容は、内容と講師の名前をごらんいただけ

ればご理解いただけるかなと思っております。 

 次に、２点目ですけれども、スポーツコミュニケーション学科の受け皿となるスポーツ

と健康を推進する会の地域での活動について、平成２９年度には余りわからなかった部分

を、平成３０年度は学生の地元地域に帰って活動を一度体験するという学習を、自主研究

という形で入れて理解をさせるようにいたしました。 

 ３点目は、おおむね４０回程度と応募要項でもうたっております授業回数が、スポコミ

につきましては昨年度は４５コマのうち１５コマが土日ということで、学生のほうから土

日の負担がやはり大きいという意見がございましたので、その点を今年度は４３コマにし

て、土日のコマを１０コマに減少したということで、この３点を改善いたしました。 

 あと、健康１とスポコミの内容の差異が余りなかったので、その点についても考慮した

改善にいたしました。 
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 以上です。 

○事務局（池田） 

 １１ページのボランティア入門学科を担当させていただきます池田です。よろしくお願

いします。 

 ボランティア入門学科は、４項目変更がありました。学生さんが修了して、すぐボラン

ティア活動に入れるような、そういうような活動を入れてみました。 

 変更点は、９番の「環境保全」、アースドクターふなばしです。こちらは、地球温暖化

防止活動をしている団体で、おととし環境大臣賞を受賞しており非常に活発に活動されて

いる団体です。 

 そして、１０番の「障がい者スポーツ」、船橋障がい者スポーツ協会です。こちらは、

２０２０年のパラリンピックに船橋から選手を出そうということで、特にアーチェリーと

か頑張っている団体なので、そういう頑張っている団体さんのお話を学生さんに聞いてい

ただこうかなと考えています。 

 そして、１８番の「街づくり」、ＮＰＯ法人船橋宿場町再生協会です。こちらは、船橋

の作家である森沢明夫さんの作品「きらきら眼鏡」を、ぜひ船橋で映画化しようというこ

とで、撮影は終わってしまったのですが、エキストラの方１，１００人を超えた人数を動

員しまして、街ぐるみで盛り上げ船橋市を活性化させようと頑張っている団体です。目的

なども含めぜひお話ししていただこうかなと思っています。 

 そして、２９番の「体験活動」です。今まで体験活動というのは１５番の１つだけで、

８月に設けていたのですが、こちらを１２月にも設けました。この体験活動というのは学

生に非常に人気がありまして、なかなかフリーでは体験しにくい施設を市民大学校の授業

として体験できることです。市民大学校から複数の施設に事前に体験の承諾を得ますので、

学生が体験しやすくなっています。実際に体験すると、修了後ボランティア活動に入りや

すいということもあるので、ここに体験活動を入れました。 

 以上です。 

○事務局（菅野） 

 生涯学習サポート学科担当の菅野です。１２ページをごらんください。 

 生涯学習サポート学科につきましては、生涯学習コーディネーターを養成する機関とい

うことで、平成１２年から続いている学科です。 

 今回変わったところといいますと、２０番、２１番の「人間関係のスキルについて」で
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すが、講師を変えております。講師の日程上、９月になってしまいましたが、東京情報大

学の教授で元高校の先生の田邊さん、千葉県内では人間関係については一流の先生と伺っ

ております。あと、２８番の「ＩＴ情報の収集と活用について」ですが、こちらは若い講

師の先生にお願いしたいと思い、教育委員である千葉工業大学の鎌田先生に相談をしまし

たら、学生とコラボレーションをしたらいいのではないかということで、千葉工業大学の

学生さんを講師に招いて、ＩＴ情報の収集と活用について学んでいこうと考えております。 

 生涯学習サポート学科は、大きく船橋のいいところを知るということで「ふなばし！い

いとこさがし」、後半の「生涯学習フェア」、こちらは後ほど報告をしますけれども、生涯

学習フェアの企画・運営を行う授業となっております。 

 以上です。 

○事務局（大武） 

 次ページ、ふなばしマイスター学科担当の大武と申します。 

 大きく改善した点としましては、ふなばしマイスター学科は、船橋の魅力を再発見して、

それを案内・紹介できる人を育成するという学科ですが、その学科の根幹となっておりま

す船橋のことについての研究・報告、それを本にしてまとめるという作業がございまして、

そちらをメインの講師が教えているのですが、そのメイン講師の変更を行っています。ま

た、その他の点としましては、座学だけではなくて現場に赴く機会を少しふやしていると

いうところが改善点でございます。 

 以上です。 

○事務局（池田） 

 一般教養学科です。一般教養は１３項目変えています。 

 メインの変更ですが、３番の「江戸の暮らし」ということで、東京江戸博物館の学芸員

をお願いしました。 

 そして、１２番、１３番、１４番、１５番に古典がありますが、古典は人気があります。

古典の内容を変えました。 

 そして、１６番の「船橋の美術史」ですが、船橋市が所蔵している作品を紹介していた

だきます。主に椿貞雄さんは船橋にとてもゆかりがありますので、そういう方々の作品の

紹介をして、船橋にもこんないいものがあるということを皆さんにもわかってほしいなと

思います。 

 そして、１９番の「俳句を詠む」、これは１９番と２３番の２回目となっております。
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今、にわかに俳句がブームになっていますので２回立てで、１回目は基本を学んでいただ

いて、1回目に一般教養学科では初めての宿題「俳句を詠む課題」を出し、詠んできた俳

句を添削してもらうという、ちょっと新しい試みをしてみます。 

 そして、２６番の「明治維新１５０年」は、維新から今年で１５０年になるので、タイ

ムリーな内容を取り入れてみました。 

 それから、３２番の「これからのこころの持ちよう」は、住職さんの講義です。これか

らも学生が元気ですばらしい人生を過ごしてほしいという願いで取り入れました。 

 それから、３７番の「取掛西貝塚遺跡の調査結果について」は、今、文化課で国指定史

跡を目指して調査中ですが、進捗状況を話していただいて、これから多くの市民に船橋の

遺跡をＰＲしていただこうということで、まず学生からＰＲしていただきたいと取り入れ

ました。 

 以上です。 

○事務局（黛） 

 続きまして、健康学科のカリキュラム、１５ページです。担当の黛です。よろしくお願

いします。 

 平成３０年度の健康学科としては、授業回数は４１回、そのうち共通講座等が７回あり

まして、健康学科自体の授業としては３４回、その中で約２６種類の授業を行います。そ

のうち、運動のほうが２２種類、この中で新規の授業は３９番の「座・よさこい」、これ

は座ってやるよさこいの運動です。あと、４１番の「ふなばしシルバーリハビリ体操」を

考えております。あと、座学としては、４種類の授業を考えております。 

 以上でございます。 

○事務局（大武） 

 続きまして、１６ページ、１７ページ、パソコン学科カリキュラムとなっております。

担当の大武です。 

 カリキュラムの変更点としましては、インターネット・ＳＮＳの活用ということで、こ

れからのネット社会に対応できるようなカリキュラムを少しふやしております。また、電

子メールの送受信、こちらのほうも回数的にはふやしております。 

 ６０歳以上の初心者を対象とする学科ですので、繰り返し復習ということを重きに置き

まして、ワード、エクセル、それぞれの講習の合間に復習の回数を入れているのが今年度

の特徴となっております。 
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 また、講師の質を重視しまして、講師の派遣等、業務委託を検討している最中でござい

ます。 

 以上です。 

○事務局（黛） 

 続きまして、１８ページ、陶芸学科のカリキュラムでございます。 

 平成３０年度の陶芸学科としましては、授業回数は３５回、そのうち陶芸の授業として

は２８回。前年度は２９回でしたが、月曜の振りかえ休日等の関係で授業が１日少なくな

っておりますが、授業の行程を工夫しまして２９年度と同じ約１０種類の作陶を予定して

おります。 

 以上でございます。 

○事務局（田久保） 

 最後になります。園芸学科１からご説明させていただきます。 

 園芸学科１は、作物をつくる学科でございます。こちらにつきましては、畑の関係、専

門講師がいなければ実施することができない学科ですので、大きく変えることはできませ

ん。作物の種類、予算の関係等がございますので変えられない中で、今回１点だけ変えま

したのは、越冬野菜の管理方法というのをルームアドバイザーの方は本当に家庭菜園をや

っていらっしゃって、学生さんがいざご自宅でつくるときに注意事項等をとてもよくご存

じで、情報交換をそれぞれしていらっしゃいましたので、今回はそれを一つの授業として

組み込み、情報交換の場としようということで、１つ入れてみました。 

 引き続き、２０ページの園芸学科２でございます。こちらはお花を育てるほうの学科で

ございます。こちらもアンデルセン公園と御滝公園という１００％外の施設に頼っている

学科ですので、それぞれ講師の都合、場所の関係で、こちらで改善することはなかなか難

しいのですが、今回３点ほど変えております。 

 今まで庭木の剪定は見ているだけだったのですが、今年度からＪＡいちかわ船橋支店の

協力を得て、下の植え込みに今ツツジが色を変えておりましたけれども、その刈込み、そ

れから、樹木の剪定を農協の協力を得て実施することが出来るようになりました。 

 次に、２点目といたしましては、ご自分の庭でどのようにプランを立てていくかという

園芸計画の作成も今年度は入れております。それにつきましては、最後に振り返りをしよ

うということで、セットで授業を組みます。 

 最後に、クリスマスフラワーのアレンジメントというのも、ことし初めて入れてみまし
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た。 

 以上３点、園芸２につきましては改善をいたしました。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 時間の関係もありましたので、主に２９年度との関係で改善点を中心に説明いただきま

した。 

 何か質問がありましたら、お願いいたします。 

○上之園副会長 

 パソコン学科は１・２・３・４とありますが、これは同じなんですか。 

○事務局（大武） 

 平成３０年度から１クラスふやして４クラスになりましたことにより、今まで１日で３

クラスをやっていたものを、月曜日２クラス、火曜日２クラスというふうに開催する予定

です。同じ内容のものを４回やるのですが、月曜日に１クラス、２クラス、火曜日に３ク

ラス、４クラスを開催いたします関係で、１クラスと３クラスのカリキュラムを今回はご

提示させていただいております。 

○上之園副会長 

 そういうことですか、わかりました。 

 それから、同窓会の絡みですが、１月９日に同窓会の説明の時間をとっていただいてあ

りがとうございます。その中で、パソコン学科だけ記入されていないと思いますので、対

象にはなっていますよね。 

○事務局（大武） 

 記入漏れでございます。 

○上之園副会長 

 すみません、よろしくお願いします。 

○高山会長 

 ほかに何かございますか。 

○上之園副会長 

 ことしも説明したおかげで、３２２名の１４期生の加入がございましたので、御礼申し

上げます。ありがとうございました。 
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○高山会長 

 大武さん、私のほうから。マイスター学科は３０年度からルームサポーター制を採用と

いうことですけれども、その趣旨とねらいについて、簡単に説明願います。 

○事務局（大武） 

 この議題の後でお話があるかと思うのですが、今までカリキュラムを作成するに当たり

まして担当が個人的に決めていた部分が多かったということを含めて、担当の意思でカリ

キュラムが大きく変わってしまったり、担当個人の意見で講師を選定してしまったりとい

うことが過去にございました経験上、１人で決めることが起きないようにルームサポータ

ーという学科を補助してくれる人たちから意見を聞いて、その意見を合わせて中庸的なカ

リキュラムを作成できるような制度をつくりたいという願いから、立ち上げたものでござ

います。 

 その方たちにはカリキュラムの意見聴取をさせていただいたり、毎回授業に参加してい

ただきまして、その都度意見をいただいたり、今後の活動状況についてご意見を広く伺う

場として設けさせていただきたいと思っております。 

 また、研究報告書というのを作成するに当たり相談会というのも開催しているのですが、

主に修了生にルームサポーターをお願いしているので、そのルームサポーターからも出て

いただきまして、研究報告書に関する相談会も開催したいと考えております。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 そのほかに何かございますか。 

 特段なければ、次の議事に移ってよろしいですか。 

 それでは、議事第４号「（仮）広報委員会及び（仮）カリキュラム検討委員会の設置に

ついて」、事務局、お願いいたします。 

○事務局（田久保） 

 それでは、私のほうから説明させていただきます。 

 前回の運営委員会だったと思いますが、それ以前からも、市民大学校のＰＲ不足ですと

か内容の件について、都度、都度課題が出ておりました。それをなかなか具体的にするこ

とができなかったものですから、その辺についてどのような形で進めていけばよいかとい

うことで、前回、ＰＲが少ないというところで、パンフレットはことしのうちに作成はい

たしました。ただ、パンフレットをつくっただけでは学生さんがふえるわけではございま



 11 

せんので、根本的にどうしたらよいかということで、まず広報を見直すことで仮称の広報

委員会、それから、魅力的なカリキュラムがあれば、ＰＲとか目先の方法を変えなくても、

人づて、口伝えで生徒さんが集まってくるのではないか、やはりカリキュラムも検討する

必要があるのではないかということで、前回、「広報委員会」「カリキュラム検討委員会」

の設置をさせていただきたいというお話をしたところでございます。 

 今回、来年度の予算で報償費を取ることができましたので、新年度からそれについてい

よいよ始動をしていきたいと思いまして、本日はその案について皆様にご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 それでは、２１ページの資料をごらんいただければと思います。 

 まず、「経緯」の部分につきましては、今申し上げたことでございます。 

 ２点目に「課題」というふうに書いてございます。学校は、どの学校もどういう人材を

つくっていくのか、どういう目的で設置をされているのかという、本来は学校の目的、理

念等があるのですが、過去の書類を見ても、いきいき学部は何をします、まちづくり学部

は何をします、その結果どういう人材をつくりたいのかというところまで書いてあるもの

が見当たらない状況でございます。そういうところが本来はあって、そこから大学のビジ

ョン、ミッション、それから、目標、教育体系、学科の目標、単元目標を練って本来はカ

リキュラムがあるべきだとは思うのですが、ひょっとしたら過去にはあったのかもしれな

いのですが、どうもうまく継承されていないというところが課題でございます。 

 そういうところで、学校の目標、体系、それから、今どこでもＰＤＣＡサイクルにのっ

とって仕事はしていかなくてはいけませんので、その体系も見当たらない中で、見直しを

する機会にしていきたいと。 

 実は、平成２４年度にスポーツコミュニケーションが２年連続で１桁の応募で休講にな

った経緯がございます。平成２４年度にはそれを改善するために非常に熱心な検討委員会

が開催された議事録が残っておりました。そこでもとてもいいご意見をいただいていたに

もかかわらず、検討が進んでいなかったという私どもも反省を踏まえて、今回再度いろい

ろ検討をしていきたいと思っております。 

 それから、冒頭に会長がおっしゃられたように、来年度、市民大学校が１５周年を迎え

る年になりますので、１５周年を機に変えていくきっかけにしたいというふうに思ってお

ります。 

 次に、それぞれの目的と位置づけですけれども、このあたりが以前と少し変わっており
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ます。 

 広報委員会については、内情と今までのプロセスをご存じの委員の皆様で、市民大学校

運営協議会要綱第７条に基づく小委員会で、会長が推薦する委員によって協議をしていく

のが妥当ではないかというふうに案としては考えております。 

 次に、カリキュラム検討委員会ですけれども、まちづくり学部、いきいき学部ともに市

民大学校の設置目的に沿った学習機会を提供するために、カリキュラム、企画、実施方法、

授業の検証を行うことを目的にしたいと思っております。 

 検証をするためには、他自治体の現状ですとか今後の生涯学習の方向性を踏まえた検討

も行う必要があるために、広い知見をお持ちになった第三者の視点が必要なのではないか

ということを今回皆様にご協議いただきたいと思っておりますが、今申し上げた内容から、

第三者の委員会を立ち上げ、その結果を市民大学校運営協議会に報告するという形をとら

せていただけるものかどうかということを今回皆様にご協議していただきたいと思ってお

ります。 

 次に、２２ページに委員の構成候補ということで、これはあくまでも案でございますが、

広報委員会につきましては、運営協議会の会長のご推薦をいただいた方にしていただくの

が妥当ではないかと考えております。カリキュラム検討委員会につきましては、先ほど目

的と位置づけの中でお話ししましたように第三者視点が大切かと思いまして、それぞれの

学科の専門分野の委員を選出できたらというふうに、今ここに書いてあるのは案でござい

ます。候補のジャンルの案でございますが、一応この①から⑤の５項目を考えております。 

 最初にお話ししたほうがよろしいのかもしれないのですが、カリキュラムという言葉が

前回あたりから議事に載っているのですが、カリキュラムの定義をまず共有しないと、そ

れぞれがどの分野を頭に浮かべているのかによって話の方向性や視点が変わってまいりま

すので、そのあたりも、うちとしてはどの部分に力を入れていかなくてはいけないのか、

今年度はどこを目指すのかということも検討委員会の中からお話しいただければと思って

おります。 

 いろいろご指導なさっている皆様には本当に釈迦に説法になって大変口幅ったいことを

書いてはあるのですが、カリキュラムというのは本当に設計図、船で言えば航海図のよう

なものになるかと思います。一番大きいところがカリキュラムというふうに一般的な概念

では言われておりますが、カリキュラムも広義のカリキュラムと狭義のカリキュラムとい

うことで幾つか分かれておりますので、そこは実際に動いていくところになると詳しくご
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説明をさせていただくということになると思います。この部分のカリキュラムなのか、シ

ラバスなのか、学習指導案につきましては、実際は講師の方がそれぞれの回の学習指導案

をお持ちになるかと思いますので、それを補完するために我々担当は何をすべきなのかと

いうようなことを考えていくのかなということで、大きく今回はこの３つをご提案させて

いただければと思いまして、定義の共有という形で書かせていただきました。 

 ちょっと早口で申しわけございませんが、以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 １６年度に社会教育課長を事務局とする市民大学校ができてこれまでに、公開講座とか

オープンカレッジ、授業見学会等々をやってきてＰＲに努めてきました。しかしながら先

ほど報告がありましたように、３０年度は総定員を入学者が下回るという状況の中で、カ

リキュラム検討委員会、広報委員会をつくったらどうかという、かなりドラスティックな

提案だと思いますけれども、委員の皆さん、何かご質問とかご意見がありましたらお願い

いたします。 

○三橋委員 

 市民大学校が何をミッションステートメントとして、どういう人材を育成するのか、ま

さにそこをきちんと定める必要があるだろうと思っています。それで、各学科ごとの、ど

ういう人材の育成を目指すのかというところ。特に、まちづくり学科はその要素が強いの

だろうと。いきいき学科に関しては、むしろ市民の方がご自分の興味と生きがいのために

いらっしゃるのかなと思うのですが、そうすると、まちづくり学部といきいき学部でかな

り違いが出てくると思いますので、その辺の方向性というのも含めて検討してもらうのか、

ある程度、市としてのアサインメントがあって検討してもらうのかということで大分変わ

ってくるような気がしますけど。 

○事務局（田久保） 

 そのあたりにつきましては、いきいき学部も創設当時の昭和５８年当初は個人的な生き

がいを見つけましょうというスタートであったのですが、これも以前から何回かお話しし

ているかと思いますが、今、状況が大分変わってきておりますし、社会環境も変わってき

ているのと、大きな震災を越えて地域の結びつきの重要性というものが大きくうたわれる

ようになっております。ただ、個人的なつながりが、実は新しい地域コミュニティの中で

重要なポジションを占めているというところも、いろんなところで言われておりますので、
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カリキュラム検討委員会の中では、もちろんご本人たちが元気にいきいきと生活していた

だくことも大きな目的ですけれども、そこで新たなコミュニティをつくって、何かあった

ら皆さんでつながっていけるような、そういう意識づけをしていけるような変更というの

が今後はひょっとしたら出てくるのかなという想定はしております。そのあたりも現状を

見た上でカリキュラム検討委員会の先生方とは協議をしていく必要があるのかなと。 

 なので、まちづくり学部だけではなく、いきいき学部も何を目指すか、それからカリキ

ュラムのつくり方も、カテゴリがどういうカテゴリで組んでいるのかというのもちょっと

不明なところもございますので、市として皆様に伝えていく内容は何が必要なのかとか、

そういうことも考えたカリキュラムを検討するような方向になっていくのかなという想定

はしておりますので、両学部について検討していく必要があるかなと今の段階では考えて

はおります。 

○高山会長 

 多分、三橋委員の心配は、いきいき学部は生きがいや仲間づくり、まちづくり学部は地

域活動の担い手というミッションを、学長である市長が入学式や修了式で述べている。そ

のことを踏まえてカリキュラム検討委員会をつくった結果、それがちょっと変更していく

と市民大学校の原点もちょっと変わってくるのではないかと、こういうご心配だと思いま

す。 

○事務局（田久保） 

 原点は多分変わらないとは思います。だから昔と同じでいいかというと、やはりここに

入ってくる皆さんの環境が大分変わっておりますので、基本プラスアルファ何が必要なの

か。大きなカリキュラム、それから、学習内容の見直しは、いきいき学部でも同じことを

前例踏襲していけばいいというわけではないので、そこは具体的に検討していかないとい

けないかなとは思います。 

○高山会長 

 課長。 

○社会教育課長 

 こちらの７ページを見ていただけるとありがたいのですが、いきいき学部はこれまで定

員を割れたことは二次募集でもなかったような記憶があるのですが、例えば健康のほうで

も定員が割れているような状況、これは多分、社会環境の変化、まだ検証してみないとわ

からないのですが、６０歳で定年して、あとの時間を自分の好きな生きがいづくりに使う
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というような時代で、ある程度いきいき学部はいっぱいになったのですが、今後は人生１

００年時代で働くような方もどんどんふえていますし、逆に今まで以上にボランティア活

動で地域福祉に行くような方もいらっしゃいますし、このあたりは社会が変わっていくの

ではないかと思います。 

 また、田久保のほうからもお話ししたように、震災以降、人々が普段のコミュニティで

のつながりの中で震災とか福祉とか、そういうものにもつながっていくみたいな形がある

ので、ここはまちづくり学部だけではなく、いきいき学部のほうの検討も必要な時代に来

ているのではないかというのは、私のほうとしてはこのデータを見て最近思っています。 

 それから、広報委員会については運営協議会の部会にして、カリキュラム検討委員会に

ついてもなぜ同じように運営協議会の分化会みたいにしなかったのかというご説明をもう

一回させていただきたいのですが、今申し上げたように社会的な変化というのはすごく大

きいのではないかと思います。それプラス、特にまちづくり学部のほうですが、こちらの

ほうを出た後に地域に行って地域の人材になれるというのが最大の使命ですけれども、市

民大学校自体がそれに対して何ができるかというのも考えなくてはいけないなと思ってい

ます。 

 具体的には、行政とのタイアップをやるのであれば、行政の各課の中で市民大学校を出

た方が自分からグループをつくったり、逆に個人の資格で行政の中で協力していくとか、

いろいろ形があると思います。そういうことを踏まえて、まちづくり学部もいきいき学部

も幅広い検討をして、どういう卒業生を育てていくかというのを検討しなければいけない

ので、こちらのほうは第三者の委員会のほうが適しているのではないかということで、今

回このような形で提案させていただきました。 

○高山会長 

 松本委員。 

○松本委員 

 とてもいい提案で、カリキュラムだとか広報活動の見直しというのはいい活動だと思っ

ています。 

 私のほうで気になっているのは、三橋委員と同じですけれども、やはり市がどういうこ

とを考えて、どうしてほしいのかというのは、まちづくり学部にはかなり強くあっていい

のではないか、それも各学科にあっていいのではないかと。そういう中で、あるべき姿と

いうのはどうなのかというのを、一度、原点戻りするというのは大賛成です。 
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 ただ、私、個人的には、まちづくり学部に軸足を７割ぐらい置いたらどうなのかなと。

もちろん、３割ぐらいはいきいき学部をもっと大きく捉えて見直していくという形で整理

できる部分があるのではないか。まちづくり学部は細かいところまで、へたすれば学科名

まで見直すぐらいのことをやる必要も出てくるので、それなりの学識経験者の方も入って

いただいて見直すのはいいのかなと思いました。 

 今回、我々もちょっと心配していまして、我々ボラサロの会の中にボランティア活性化

研究会というのをつくっているのですが、その中でも市民大学に対してのカリキュラムの

あり方、それから、ほかの学科はよくわかりませんが、ボランティア入門学科はオープン

カレッジでお客様がほとんど来られなかったという思いがあったりして、やはりカリキュ

ラムは見直してもらいたいというのと同時に、広報活動に関しても見直してもらいたい。 

 我々がいつも三橋先生に言っている話は、正直言いますとボランティア入門学科のカリ

キュラムというのは、我々の今のイメージからいくとかなり合格点に近い内容で毎年少し

ずつブラッシュアップされていて、かなりいい線まで行っています。ただ。１つは体験活

動の部分がもう少し充実できないか。ＯＢとしてお手伝いしながら体験活動を何かできな

いかということで、例えば授業の一環で、こういうところへ行きたいと希望される分野が

あるとすると、その人たちの団体のリーダーなり関係者を、私のイメージですとフェアみ

たいな形でフェイスの５階で机を並べて面接形式で実際に顔を合わせていただきながら、

できるだけ適正な体験学習するような場をつくる。その体験学習と同時に一般市民もとい

うことでオープンカレッジも兼ねてしまうような形で、オープンカレッジ兼市民大学生の

体験学習前の説明会というか、どういう団体を選んだらいいのかはもっと打ち合わせしな

きゃいけないのでしょうけれども。 

 広報活動もして、なおかつ、私たちが一番大事にしたいのは、学生が育って充実した卒

業後を迎えてほしいので、ほかの学科と違うのは、ボランティア入門学科というのは国際

交流で活動したり皆さん色々な分野で活動しています。そこが全く違うところなのですが、

そういう人たちが自分に合った活動に卒業後は行ってほしいなということもあって、そう

いう意味もあって体験学習というのはとてもいいコースで、今、夏と冬にあるので、その

辺をうまく連携して。我々は人工だけはただで幾らでも出しますので、こういう人数でみ

んなを呼んでというのは我々のほうでサポートさせていただきながら、広報活動も。 

 きょうのテーマとずれちゃってすみませんけど、言おうと思っていた話なのでついでに

話させてもらっています。 
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 それと、やはり卒業生から見ると、カリキュラムの中でここは順序を入れかえてほしい

とか、主に順序の問題が結構出ているのですが、そういうところも卒業した人たちの気持

ちを汲み取ってほしいなというところはちょっとあります。ただ、一度原点戻りするとい

うのは僕は一番好きなテーマなので、ぜひ戻っていただいて、学識経験者も含めてという

のも大賛成ですので、進めていただけたらと思っています。 

 それから、いただいたチラシですけれども、おっしゃるとおり、あれを配っただけだと

各公民館へ行っても置いてあるだけなんです。私、公開講座で１００人近い規模と６０人

近い規模のときに説明したんですよ。説明したら結構喜んでいただいて、「入学願書はど

こにあるの」とか言ってくれたんです。ですから、配るだけではなくて説明とセットの場

面というのがいろんなところで必要なのかなというのも感じました。でも、きれいなチラ

シなので、かなり興味を持っていただけました。 

 あと、公民館に配るというのが本当に正しいのですかということで、当会の連中の１５

名ぐらいがシルバーリハビリ体操の資格を取得したのですが、行くと市民大学を知らない

人が結構多いんです。同じ市の中でいろんな人を集めているところでも市民大学を知らな

い人たちが結構いらっしゃるので、広報といったら２６カ所の公民館に配るだけではなく、

もうちょっと戦略的にやれないかなとちょっと感じました。 

○事務局（田久保） 

 まさしくそれを広報委員会で皆さんでご検討いただきたい。私たちだとどうしても限ら

れたところにしか、お金もかけずできることというのは、ああいうところしかないもので

すから、そこを検討していただいて、必要な予算があれば当然獲得しなければいけません

し……。 

○松本委員 

 人工でよければＯＢが出ますけどね。 

○事務局（田久保） 

 お知恵を拝借させていただきたいということを、ぜひともこの広報委員会に期待すると

ころでございます。 

○高山会長 

 課長の在席時間がもう少しありますので、花村さん、質問がありましたらお願いします。 

○花村委員 

 カリキュラムについては、私も少し考えていただけたらと思っていたところですが、き
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ょうの事務局から出た案、それから皆さんの意見で、非常にありがたいことだと思って喜

んでいます。 

 今ここでざっと見て、例えばカリキュラムの検討委員会のジャンル、これジャンルだか

らかもしれませんが、それぞれの分野でそれぞれの方が出てきていただいて非常に期待す

るのですが、これをそれぞれの立場で専門だけではなくて、全体としてこれをどういう形

で考えとしてまとめるか、あるいは機能するかというようなことが、この中からきちんと

生まれてくればいいのだけど、そういった機能を持つような形の委員会になっていただき

たいと思います。 

 それから、学者の方が多いのですが、現場的な立場から見ますと、我々卒業生の立場と

いうのもほとんど現場にいてやっているわけですが、要するに現場をベースにしたものの

考え方とか見方がここの中で生かされていってもらいたい。そういう意味では、この中で

意見を吸い上げていく機能がぜひほしいと思います。 

 それから、私ども卒業生の実際の活動の中で私が感じているのは、もうちょっとこの組

織を何とかしようということはさっきの話にもありましたけれども、我々は今ですと生涯

学習という立場ですが、もっと社会に目を向けなければいけないのではないか、それから、

地元の地域に目を向けなければいけないのではないか。我々の活動は常にそことの接点を

大事にして、それをきちんと吸い上げながら、ニーズに応えるべく我々自身がもっと新た

なものを発見しながらやっていくということが必要ではないかという話をしていまして、

そのための能力がまだ全体の組織で見ていると培われていないというか、訓練されていな

いというか、意識が非常にないというところもあります。 

 そういった点で、みんなの意識をもっと、学生の間にそういうものの考え方をきちんと

身につけるようなことをやっていただけないかと。それと同時に、現場的な実力というか

スキルを身につける。だから考え方とスキルを同時に身につけて卒業してきていただきた

いなと思っています。そういった点で、このカリキュラムに期待しておりますので、よろ

しくお願いします。 

○高山会長 

 鳥海さん。 

○鳥海委員 

 私は前々から根本的にカリキュラムの検討をしてくださいということを訴えてきた１人

です。この場合、いきいき学部とまちづくり学部は別だろうと私は常に言っています。例
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えば私どものスポーツコミュニケーション学科についてお話をしますと、スポーツコミュ

ニケーションの場合、私は平成３年に修了させてもらった者ですが、長野オリンピックも

行った、千葉国体時は、の専門員としてのお手伝いもできた、その様ないろいろな分野の

専門性を当時教えてもらっていたんです。それらが学べるカリキュラムを実施すべきだろ

うということを私は申してきました。 

 ですから、2020年は、東京オリンピックがございますね。当然、船橋にもかかわってく

るわけですから、やはり今活動しております「スポーツと健康を推進する会」はそれらに

積極的に係わっていけるようなカリキュラムが必要と思います、また仕事ができる人材を

育てるのがスポーツコミュニケーション学科だろうと私は思います。そうしますと、在学

中に専門性をしっかりと学ばないと無理だろうと思います。それを教えられるカリキュラ

ムで、教える先生方も考慮する必要があるし、私はその辺が問題になるのではないかと思

います。したがって、いきいき学部とまちづくり学部は内容そのものが違ってきますので、

取り組み方も違ってきます、その辺を私は要求したいと思います。 

 それと、もう一つ、課長が先ほど言っておられましたけれども、社会の人口構成が７０

歳まで働く時代になっておりますので、いきいき学部の場合は当然その辺のことの影響は

大きいと思います、我々の学科の場合は、今から取り組む事が大切であろうと思います。

退職されてからでは遅いと思います。現役のときから少しでも学んでおこう。そして現役

終了と同時に役立つ専門的な学問が地域で役立つ様に、定年前からでもやっていきたい。

またやりたいという魅力のある学科にするべきだろうと私は思います。 

 そういう意味で、カリキュラムについては十分検討すること。スキルアップも当然必要

ですし、修了した後、更にもう１年ぐらいは学べる大学がないのかということも言ったこ

とがありますが、１年間で終わってしまうとそれっきりなんです。そうではなくて、もう

１年学びトータル２年間学ぶ事により、効果は大きいというようなことも考えられたらい

かがでしょうか。現状を見て、時代に即応した内容を見ながらやったほうがいいと思いま

すね。 

○三橋委員 

 今、委員構成案を拝見して思うのですが、福祉分野というのが入っていますけれども、

福祉分野というのはボランティアのことを考えていらっしゃるのですか。 

○事務局（田久保） 

 ボランティア入門学科の部分も多分に入ってくるとは思います。 
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○三橋委員 

 もともとこの市民大学校が始まったときに前の生涯学習部長の須藤さんと打ち合わせた

ときに、ボランティアの分野は福祉じゃないと。なので、福祉を超えたものをつくってい

くのと、先ほど鳥海委員がおっしゃったように、特に市民大学校にするときに、それまで

の６０歳からを外して１８歳以上の人が入れるように、特にまちづくり学部を想定されて

いたのですが、１８歳以上の市民が誰でも参加できる、まちづくり学部に関してはそのこ

とを終えて市内で何らかの活躍をしてもらいたい、そういう人材を育成したい。そうする

と、ボランティアの分野は単に福祉分野ではないので、やはりその辺もひっくるめて検討

できるような人員の方にお願いしないと、そもそも市民大学校を開いたときのものが後退

していくような、割とまだ一般の中にはボランティアというと福祉分野だけのことをイメ

ージされる方が多いのですが、そうではない。そのことをご理解いただいているのだった

ら構わないと思います。 

○事務局（田久保） 

 ボランティア、イコール福祉ではないと私も思っておりまして、ただ、それがこのカリ

キュラムの中では見えてこない。それから、カリキュラムの体系がまずないので、多分担

当が変わるたびにいろいろ変わってきていたのかなというふうに感じておりますので、特

にこのあたりも過去の経緯を見ると福祉の分野が多いので福祉は入れていますけれども、

本来はまちづくりの分野なので、もう少し広い視点で入れていきたいなというのは、こち

らの希望でもあるところです。 

○三橋委員 

 ほかの学科とボランティア入門学科は全然違うと思っているのですが、今までそんなに

大きくカリキュラムを変化させてきた覚えはないです。カリキュラムそのもの、一番最初

の市民大学が始まって以来ずっとかかわらせていただいて、ボランティア入門学科に関し

てはずっとこのカリキュラムを私と担当の方とでやってきていますので、だからさっき松

本さんもおっしゃったように、少しずつブラッシュアップしてきているつもりだし、ボラ

ンティアのことを考えて今までつくってきていますので、今まで担当の方が勝手にカリキ

ュラムを変えてきたという経緯はボランティア入門学科に関してはありません。 

○事務局（田久保） 

 それがどこかに体系化されたものが明文化されているかというと、これはボランティア

学科だけではなくどの学科にも明文化されていないような、私もまだ勉強不足なのかもし
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れないのですが……。 

○三橋委員 

 そもそもカリキュラムって、この並びを見て読み取れなかったらカリキュラムではない

んです。だから、並んでいる授業の中身の順番が、どういう授業がなされているかという、

それそのものがカリキュラムだから。 

○事務局（田久保） 

 それを落とし込んでいくような考え方が、先生方にはあっても、私たち事務局側は勉強

不足でなかった部分が多分にあると思いますので、人が変わっても変わらないような体系

がやはり必要なのかなと考えられますので、その辺をきれいに整理していくこと。 

 それから、割合もいきいきとまちづくりが五分五分ではなく、やはり重点はまちづくり

に置かれていくだろうというところは想定されます。それとあわせて、いきいきも船橋市

として政策を皆様にお伝えする機会になりますので、船橋の政策を知ってもらうチャンス。

じゃあ、それは何なのかというところを、いきいきの皆様にも知ってもらえるような組み

方をやっていくのであれば、系統立ったものが必要であったり、もう少し市の計画とリン

クさせたような内容も入れていくかとか、それをどれぐらいの割合で入れていくかとか、

ボランティアはやっていたとしてもほかの学科はやっていないような気もしますので、い

きいきも含めて。 

 ですので、大局的な部分、非常に実践的な部分、両方から変えていくチャンスにしたい

なとは思っていますので、ちょっとここは大学の教員クラスの専門の先生にお願いしない

と、私たち事務員レベルでは、なかなか深い話になってきてうまくお話しできるようにな

れないのですが、そこを詰めていくのだろうとは想定しています。 

○高山会長 

 これまで見ていると、やはり限られたスタッフの中で修了生を出すのに汲々として、そ

の修了生が、一番星プランにあるように「学んだ成果を地域に生かして」という活動が継

続できる観点が抜けているのかなという感じがします。そのためカリキュラムの見直しを

して、それをいかに地域活動につなげていくかという観点も大事だと思うので、この検討

委員会の結果が運営協に報告されますので、それを受けてまた皆さんで有意義な議論がで

きると思います。極端な言い方をすると、前も私述べたことがあるのですが、例えば全部

まちづくり学科にして、１００名ぐらいの定員で１年間全員でやって、あとは希望を聞い

て２年目に分けていくというようなことも本当は地域活動にはいいのかなと考えている。
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学生も２年学べるし、最初に自分のねらいと違ったら修正もできますから１年間全部で勉

強して、２年目に分かれていくというような方向性も今後考えたらどうかなという感じは

しています。 

○荒谷委員 

 まさに私もそのように考えています。やはり最初に入られたときの趣旨、それから途中

でどのように変わるというのがわかりませんので、１年間はまちづくりということを徹底

的にどの学科も同じように勉強させていただいて、その後、個々の分野に分かれていくと

いう形になると、一番本人がそれを望むことですので、逆に生かされる部分というのがあ

るのではないかなと思います。 

○松本委員 

 いいですか、時間は。 

○高山会長 

 いいですよ。二野課長は所要で退席しましたが宜しくお願いします。 

○松本委員 

 私は２年制というのは余り賛成ではないです。やはり生きのいい１年できちんと学んだ

こと、特にボランティア学科なんかはいろんな体験をしたり聞いたりして１年を終わって、

僕に言わせると２年目以降はＯＢが引き受けるべきだと。要するに、ＯＢでそういう人た

ちをもう一回ブラッシュアップしたければ、ブラッシュアップするような場を設ければい

いんじゃないかなと。そのほうが地域に密着しているし、現実的ですし、ＯＢの要望にも

沿っている。助成金をいただくかどうかは別としても、そういう形で逆にＯＢも手をかす

ような仕組みがいいのではないかと。 

 私は予算のことはよくわかりませんが、よくよく調べてみたら、船橋市って大変なんだ

という話も聞いているので、そういう状況下で余りコストが上がるような提案というのは

しづらいのかなという感じも持っているのですが、だとしたらＯＢでその受け皿になると

いうのも一つあるのではないかなと思います。 

○鳥海委員 

 先ほど私、スキルアップとか、もう１年ないんですかということを言いましたけれども、

もし最初から２年が可能ならば、１年目は船橋を知るということで、学科は関係なくどこ

でもやっているような教養共通科目をたくさん入れて、１年目の後半から専門コースに導

入する、２年目は完全にスポーツコミュニケーション学科に行くというような幅のある型
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を設けられたらいいのではないかなと思います。そうしないと育たないと思います。 

 我々は地域のために働きたいということで入ったんです。はっきり言って今の学生さん

は、「もう一つどこかへ行こうと思ったら、スポーツコミュニケーションを卒業すると行

っちゃいけないんだって、できないんだって」と。もう全然意識が違うんです。あの人た

ちを責めるわけにはいかないです、一応入ってくれたのだから。それは最初に意識をきち

んと、こちらでお伝えできるチャンスを設定する事が必要と思いますね。そうしないとも

ったいないと思います。 

○荒谷委員 

 全体が２年間ではなくて、学科によっては１年で終わるところもあるし、この学科だけ

はもうちょっと延ばしてやられたほうがいいという、融通性はあってもいいのではないか

なと思います。 

 ただ、これからつくるにしても、今まで卒業なさった方たちの現状、今どういうことを

していらっしゃいますかというのは、やはり把握する必要があるのではないかと思います。

ただ新しいもの、カリキュラムを変えましたというよりも、何が原因で皆さんが動かなか

ったのか、あるいは、すごくこの時代は動いたとか、そういうものってあると思うんです

ね。だから、つくるに当たってはやはりきちんとした下調べをしておいて、カリキュラム

のほうに臨んでいただきたいと思います。 

○高山会長 

 修了生団体がしっかりしている学科と、ある学科は、ほとんど修了生団体がないという

学科もありますので、その辺は中々難しいですね。 

○花村委員 

 それと、カリキュラムの組み方として、１年にしても非常にベースになる基礎的なこと

とか、ある程度固定したような内容のものはきちんとやるとして、時代によってどんどん

変わったりする部分がありますよね。そういうものが意外と固定したような状態になって

しまっているから、時代に対する多様性というか順応性が欠けている部分が随分あるので

はないか。だから、現場でいろいろな人と接触していると、本当はこういう分野をぜひ市

民大学で取り上げてもらいたいんだけれども、相手にしてくれるんだろうかというような

話が結構多いんですよね。そういう時代の変化に対して、もっとそういうものをキャッチ

しながらうまく組み合わせる。その基礎的な部分と応用的な部分あるいは検討的な部分を

うまく組み合わせていけるようなカリキュラムの組み方がされていくといいのではないか
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と思います。 

○荒谷委員 

 今までは、このカリキュラムの組み立てはどういう形で組み立てられていたんですか。

私ちょっとわからないものですから。 

○高山会長 

 前回も私この場でも申し上げたことがありますけれども、生涯学習サポート学科につい

ては、毎年、事務局と専任講師とルームサポーターで過去の学生のアンケート結果を踏ま

えて、若干微調整しながら、その時代にふさわしいカリキュラムにしてきたという歴史は

あります。ほかのまちづくり学科については、担当でやっているところと、ＯＢの意見を

聞きながらやっているところがあるのではないかと思いますけれども、何か補足する点が

ありましたら。 

 マイスター学科はほとんど事務局の担当で検討していると理解してます。 

 

○荒谷委員 

 ボランティア学科は。 

○三橋委員 

 私が担当になっています。 

○荒谷委員 

 あと、生涯学習ですか。 

○高山会長 

 サポート学科は私が言ったとおりです。 

○荒谷委員 

 コミュニティ学科のほうは。 

○鳥海委員 

 私は誘われておりません。前は毎年誘われて相談には乗っていました。 

○荒谷委員 

 では、コミュニティ学科のほうは事務局がおつくりになっていらっしゃる。 

○鳥海委員 

 と思います。 

○事務局（田久保） 
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 地域活動というところはスポコミの協力が必要ですので、そこはご相談させていただき

ましたけれども。 

○荒谷委員 

 それぞれの人たちの専門というか、携わっている人が入ってやっていらっしゃることだ

と思いますけれども、それをもう少しどういった形というのを、専門分野を置いてやる場

合と、それと関係するのですが、先ほどの２年制ですか、そういう次のステップを考える

余裕というかそういうものは、ぜひどこか発信して入れていただけるとありがたいかなと。 

○高山会長 

 ただ、カリキュラム検討委員会で検討した結果は当然事務局のほうで検討して、採用す

るところ、採用しないところ、それも踏まえて事務局の責任でやるということはいいので

すね。 

○事務局（田久保） 

 責任というか、こういう結果が出て、ある程度事務局で整理し、運営協議会に諮るよう

な形になっていくかなと思っております。検討委員会から出た答えが全てよしとなるとは

思っていないので、取捨選択、イニシアチブは常に事務局というような運びにしていかな

いといけないとは思っています。 

○高山会長 

 それでは、カリキュラム検討委員会をつくって協議していくということには特段異論は

ないようですから、設置ということでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高山会長 

 広報委員会のほうはいかがですか。余り議論していませんけれども、広報委員会のほう

の提案は、運営協議会のメンバーが４～５人広報委員会をやっていただきたいということ

ですけれども、そういう方向でよろしいですか。 

○三橋委員 

 運営協議会以外のメンバーの方も入ってもらったほうがいいのではないですか。これだ

という方が。むしろ広報関係に強い方に入っていただいてもいいですし。 

○鳥海委員 

 失礼します。前にもお話ししましたが、広報委員会とかカリキュラム検討委員会をつく

るならば、ここにいるメンバーを引きずり込んでしまうと仕事がどうしてもにごってきま
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す。きちんと分けたほうがいいです。私はそう思います。１人や２人は入ってもいいでし

ょうけれども、必ずにごってしまいます。本来の神聖なものが出てきません。それで、上

がってきたものをここのメンバーでお話し合いするというようなシステムにしないと、最

初からにごってしまいます。私、経験ありますから。同じメンバーはだめです。 

○高山会長 

 きょうの田久保さんからの提案は、カリキュラム検討委員会は全く第三者、広報委員会

は皆さんの中で有志が手を挙げて、市民大学校のＰＲ、応募者の減少、魅力ある市民大学

校にどういう広報ができるかの委員会を立ち上げてくださいというご提案ですが。 

○松本委員 

 私は広報委員会に関しては、ここに来ている方々というのはＯＢの人が多いですけれど

も、学科に対しての愛情は人一倍です。だから、広報で一番大事なのは、やはりテーマに

対する愛情ですよね。失敗した例もあるとは聞いていますけれども、それは一例であって、

必ずしも広報委員会のメンバーに入れないでやったらうまくいくというのはないような気

もしていますので、先ほどのお話のとおりの中で、さらに誰か加えるかというのは、また

みんなで話し合って決めていけばいいのではないかという感じはしています。 

 もう一つ、実は来月、まちづくり懇談会というのがありまして、市長と直接お話をする

ということで、ボランティアサロンふなばしも、おかげさまで今年１０周年を迎えるとい

うことで、そのイベントの１つで、言って効果があるかどうかは別として、市長にいろん

な要望なりを出そうという話があります。 

 既に我々の提案を３つ出しているのですが、その中の１つは、「市民大学の活性化」と

いう提案を出しています。これはもう市民目線で、広報委員会とは全く違う次元ですけれ

ども、我々の勉強会の中で出てきた提案ということです。そこで今うたっているのは、市

長が校長で、校長というスタンスで市民大学をどう見ているのかというのが１つあるよう

な気がしているのですが、特にその中でも行政の息のかかったまちづくり学部には思いが

入っている。そこに対しての意見を聞きたいということ。 

 もう一つ希望としては、魅力ある大学づくりの原点になるのはやはり場所だと。市民目

線でいえばフェイスの５階が広く空いているから、あそこを使わせてくれと。 

 ほかにも３つあるんです。ポイント制度というのを、もうちょっといろんな分野にポイ

ント制度を設けてほしいという話。それから、職員の方はボランティア活動を年に１回で

もしていますかということ。ちょっときつい話ですけれども。それと、同じ市民でも企業
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の方々が市民活動なりボランティア活動に対して、行政はどういうインセンティブを与え

ていますかみたいな、そういう３つの質問。その中で一番力を入れたいなと思っているの

が市民大学の活性化という点です。 

○荒谷委員 

 いいですね。（拍手） 

○松本委員 

 一応、要望を出してみたいなと今考えています。別にどなたにも相談しないで我々の勉

強会で出てきた提案ですけれども、そんなことも考えていますという話です。 

○高山会長 

 鳥海さん、広報委員はこの中でという意見が多いですけれども。 

○花村委員 

 私は混成チームでいいんじゃないかと。むしろ外からの人はなるべく視野の広い人、そ

ういう方に入っていただきたいと思いますね。 

○鳥海委員 

 そのほうがいいです。幅広く見えないと。 

○荒谷委員 

 第三の目があるからね。 

○花村委員 

 発想が、自由な発想ができる。 

○高山会長 

 私がこんなことを心配するのはあれですけど、小委員会となるとやはり予算の関係があ

るので、ざっくばらんに何名程度、何回というのを言っていただかないと。 

○事務局（菅野） 

 まだ議会の最終日が来ていませんけれども、５人程度、３回ぐらいという程度で。 

○高山会長 

 ということで、この委員も含めてマックス５名で３回程度の手当賃しかないということ

で。 

○事務局（田久保） 

 実は小委員会のほうは金額が３，０００円になっているので、予算の割に回数はとれる

ということです。すみません。 
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○高山会長 

 きょう承認いただければ、皆さんの中から手を挙げていただいて決めようかと思ってい

ますので。 

 では、いわゆる運営協の中に広報委員会をつくる。中心は運営協のメンバー。１人か２

人、広報に詳しい外部の先生も入れる。若干、事務局提案の修正になりますけれども、そ

ういう方向が皆さん強いですか。よろしいですか。 

 全部運営協だけにしろという意見はないですか。 

○荒谷委員 

 松本委員、ぜひ。 

○高山会長 

 誰がやるかは別として。フレームだけ確認しているので。 

 では、５人の大半はこの運営協のメンバーで、熱い人がやっていただくと。よろしいで

すか。 

○高山会長 

 田久保さん、何かご意見ありましたら。 

○事務局（田久保） 

 いえ、今のお話どおりに進むと、とてもうれしいなと思っております。 

○川田委員 

 一つだけいいですか。 

○高山会長 

 どうぞ。 

○川田委員 

 今回、市民大学校運営協議会委員を、新任で大ベテランの中にいるのですが、ちょうど

１５年前にスポーツ健康学科がスタートしたと思います。そのスポーツ健康学科の１期生

を実は１年間やらせていただきました。あの時代はスポーツ健康学科は人がいないという

スタートでした。社会体育課に呼ばれて、お茶と干菓子を出していただいて、何でこんな

にしていただいたんだろうと思ったら、「ぜひ、１号で」ということで入会しました。 

 でも、すごくいい経験をさせていただきました。そのときの講師が荒谷先生であり、鳥

海先生とも面識があります。今回カリキュラムを見ると大分変わっていることと、それか

ら、そのときにやった人たちが何も反映されていないというのだけは自分を通してわかり
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ます。 

 ですので、今回、この協議会を何もわからないような状態の中で、講師の先生の前でこ

のような同じ目線で言うのは失礼なのですが、やはり過去にやった人たちで埋もれている

人たちって先ほどおっしゃったようにたくさんいる。そして又、そのときのスポーツ健康

学科のメンバーはいずれは地元の地域のリーダーになるという目標で出されたのですが、

では地元で何をするのかというものがなかったと私は思います。自分の住んでいるところ

の公民館なり、例えば今は各地域でスポーツ協会みたいなものがありますよね。そこで何

かお手伝いをしてくださいとか、きらめき国体があったときに動員する公募があったのか

なと思うと、自分の記憶の中ではなかったような気がする。そうすると、せっかくつくっ

たカリキュラムの検討委員会の以前に、このすばらしいカリキュラムをやっても、そこか

ら発展するものが見えていないというのが自分を通しての反省とともにあります。 

 なので、せっかく１５年という節目ですので、私も又わからないなりに協議会の皆さん

に教えてもらいながら授業概要を一生懸命読んで、そして読むだけでなくいろんな学部の

お話を聞きながら、その中で検討するとか広報活動の取り組みにお手伝いをしていきたい

と思います。現実にやはり市民大学校がこれを知らないということが一番言えるかな残念

です。 

○高山会長 

 それでは、第４号の広報委員会、カリキュラム検討委員会を設置するということでよろ

しいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 そのほか何か質問がありますか。 

 それでは、その他、事務局から何かありましたら、菅野さんのほうから。 

○事務局（菅野） 

 生涯学習フェアについて報告をさせてください。資料は、一番最後のページになります。 

 今回は、３２回目の生涯学習フェアという形になります。昭和６２年に第１回生涯教育

振興大会という名称で始まったものが、平成１２年に生涯学習コーディネーター養成講座

の受講生が企画するようになりました。以後、修了生やスポーツコミュニケーション学科

の学生を加えて、生涯学習サポート学科の学生が中心になって企画をしております。 
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 今年度は、２月１日から１４日まで６回の講座を行いました。そのうち、２番目の２月

５日「はだし気分で健康ウォーク」につきましては、生涯学習サポート学科の修了生団体

である生涯学習コーディネーター連絡協議会のメンバーが中心になって企画をしました。 

 ４番目の２月１０日「ふなばしウォーク Ｌ♡ ＶＥ船橋」につきましては、スポーツコ

ミュニケーション学科が担当しております。 

 それ以外の４講座につきましては、生涯学習サポート学科の学生が企画しました。 

 定員と参加人数はこの表のとおりです。４７０名の方が参加する生涯学習フェアになっ

ております。 

 詳しくは、お手元の学生がまとめた冊子をごらんいただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 本日の協議会においてご審議いただく議事は以上ですけれども、特にご質問、ご意見が

なければ、きょうは以上で議事を終了させてよろしいですか。 

 それでは、本日の議事につきましては全て終了いたしました。 

 なお、議事録の署名を上之園委員と松本委員にお願いしたいと考えていますが、よろし

いですか。 

（両委員 了承） 

○高山会長 

 それでは、上之園委員、松本委員、よろしくお願いします。 

 これで本日の協議会は終了となります。委員の皆様には、議事進行にご協力いただき、

ありがとうございました。 

 

午後４時３２分閉会 


