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午後３時００分開会 

 

○高山会長 

 それでは、定刻になりましたので、これより平成２８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。よろしくお願いいたします。 

 初めに資料を確認していただきたいと思います。ホチキスでとめてあります全部で２４ペー

ジになるものと、クリップでとめてあります次第と名簿と席次表の３枚になっております。席

次表に「中田委員」と入っておりますが、後ほどご紹介しますけれども資料作成後に欠席の連

絡がありましたので、このまま使わせていただきます。何か不足がありましたら。よろしいで

しょうか。 

 本日は、高齢者福祉課長の土屋委員の欠席の報告を受けていまして、代理に高橋課長補佐が

出席しております。また、生涯スポーツ課長の中田委員、さらに吉村委員、荒谷委員におかれ

ましても欠席の報告を受けております。あと三橋委員から先ほど電話がありまして、２０～３

０分という連絡を受けておりますので、ご報告いたします。 

 以上です。 

○高山会長 

 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、傍聴人の受付をしましたところ、傍聴の申し込みはございませ

んでした。よろしいですね。 

○社会教育課長 

 はい。 

○高山会長 

 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 

 こんにちは。社会教育課長の二野です。いつも運営審議会に活発なご意見をいただきまして、

ありがとうございます。 
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 この運営協議会から出た意見を私どもで考えまして、後でまた説明があると思いますけれど

も、市民大学校の入学の定員を変更したり、いろいろ試行錯誤しているところでございます。

年度的には最後になりますけれども、本日も活発なご意見をお願いしたいと思います。 

 本日もよろしくお願いいたします。 

○高山会長 

 二野課長、挨拶どうもありがとうございました。 

 私のほうからも、２８年度の第１回の協議会で市民大学校の抽選率を高める方策を採用した

らどうかとか、いきいき学部の定員を増やしたらどうかとか、市民大学校の運営に関して委員

の皆様からの積極的なご意見等を踏まえまして、今回平成２９年度の入学募集が無事に終わり

ました。そこで、第３回運営協議会としてそれらの報告を受けながら、また、よりよい市民大

学校にするために、当協議会の皆様のご意見をお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

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」のご報告で

すけれども、事務局よりお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 座ったまま失礼させていただきます。 

 資料の１ページをごらんになっていただけますでしょうか。「ふなばし市民大学校運営要綱

の改正内容」というものがあります。主な改正点についてご報告をさせていただきます。 

 第３条で、いきいき学部の一般教養学科１・２の定員を５０名から６０名に、健康学科１・

２の定員を５名増やしまして５５名に増員しております。 

 また、８条で、まちづくり学部の定員割れの対応といたしまして、入学制限を緩和するとい

うことにいたしました。まちづくり学部を修了見込みの者については、修了見込み学科以外の

学科については応募を可能といたしました。いきいき学部を修了する見込みの人については、

まちづくり学部への応募は全て可能といたしました。ただし、両学部の修了見込みの人がいき

いき学部へ応募するということにつきましては、今までどおり１年待っていただくということ

といたしました。 

 第１０条で、本文に「ただし、学長が必要があると認める場合には、定員を超えて入学を許

可することができる」という一言を加えて、定員より入学希望者が若干名（おおむね１割程

度）多くても、入学が許可できるように整備をさせていただきました。 
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 また、連続して落選している方への優遇措置といたしまして、同じ学科を２回以上連続して

落選した方が３回目以降の応募をするときには、確率を２倍とするということにいたしました。

そのことから、１号様式（入学願書）にその文言を加えたり、希望学科の落選状況なども加え

ております。 

 要綱の文面と新旧の対象表が２ページ以降にありますので、ごらんになっていただければと

思っております。 

 以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの案件につきまして、何かご質問とかご意見がありましたら積極的にお願いいたし

ます。 

 皆さんの質問が出る前に私のほうからちょっと。 

 ここ何年かぶりに運営要綱を改正して２９年度の入学案内に反映されていると思いますけれ

ども、そのことの実績とか効果の分析はこれからですか。 

○事務局（菅野） 

 ２回以上落選した方が全体で３９名おりまして、そのうち２５名が当選しております。補欠

が２名おりまして、落選した人は８名で、多くの方が入れるようになったのではないかと考え

ております。 

 また、まちづくり学部を２年連続して入学出来るようにいたしましたので、連続で当選した

方が全体で２９名おりまして、特に生涯学習サポート学科につきましては、２８年度の学生さ

ん１２人の方が当選になっております。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ということで、サポート学科に限定して言いますと、３０名中１２名が今回の措置によって

連年学生として入られたということになります。 

 前回、この協議会でご指摘されていましたけれども、まちづくり学部の本来の目的は、授業

を修了したら地域活動に専念していただく、地域活動に主に当たっていただくという趣旨から

して、余り卒業の資格マニアをつくるのは好ましくないのではないかというご意見の委員の方

もいました。それらに対しては、現時点では確かに入学募集には貢献していますけれども、そ

こら辺はある程度これから新規の方にどんどん市民大学校のまちづくり学部に入っていただい
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て、それで修了して地域活動をしていただくというようなことから、少し様子を見ていかなけ

ればいけない点が出てくると思いますけれども、いかがでしょうか。 

○社会教育課長 

 ご指摘のとおり、そのような意見は確かにそうだと思います。学生はほかの学科を応募でき

るということで増えるのですけれども、それよりも、どちらかというと会長が言われたように

新規の人を増やすことも重要です。ですから、これだけではなくて、今後はカリキュラム自体

を魅力的なものにしていって、新たな人に入ってもらって人材を育てるというか、まちづくり

に貢献していく人を育てるのが一番大事だと思うので、今後については、より魅力的なカリキ

ュラムを組んだり、あとは前にスポーツコミュニケーション学科で時間を変えることによって

応募者が増えたということがあるので、新たな人を取り込むために何をしたらいいのかという

ことを事務局としても考えて、また皆さんにいろいろご意見をいただいて検討していきたいと

思います。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 私ばかり質問してもあれですから、ほかの委員の方、どうぞありましたら。 

 松本委員。 

○松本委員 

 おっしゃるとおりだと思うのですけれども、もう一方で、ボランティア入門学科の卒業生を

見ていますと、例えば放っておいてもまちづくりに入りたい、リーダーをやりたいという人た

ちと、微妙に市民大学のことも知らなかった、いきいき学部に入って知った、今度はまちづく

り学部に入って何か貢献したいな、というきっかけとしてボランティア入門学科に入ったとい

う人もかなりいらっしゃいました。１年の間があるというのも一つの踏み絵で、１年たっても

そう思っている人が入ってくれていたのが今までで、今回はざっと入ってくるので、それはど

ういう形なのか若干疑問はありますけれども、初心はちょっと違う初心でも、入って１年たつ

とリーダー的な動きに変わられたり、卒業して２年目、３年目で変わられる方も多いので、そ

ういう期待も少しはしてもいいのかなという感じがしています。とてもいいことだと思います。 

○高山会長 

 ほかに何かございますか。 

 なければ、第１号議案はこの程度でよろしいですか。 

 それでは、次に議事第２号に移ります。「平成２８年度修了生及び平成２９年度応募状況に
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ついて」、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 資料の１１ページをごらんいただけますでしょうか。２９年３月１５日、抽選の結果を踏ま

えた数字の表になっております。 

 平成２８年度の修了生の状況ですけれども、４８６名のところ４５２名の修了、９３％とい

うことで、無事修了式が終了しております。 

 まちづくり学部につきましては、１１１名のところ１００名、修了率は９０％になりました。 

 学科別に申し上げますと、スポーツコミュニケーション学科が１８名、修了率が８１．８

２％。ボランティア入門学科が２６名、修了率が８９．６６％。生涯学習サポート学科が２８

名、修了率９３．３３％。ふなばしマイスター学科も２８名修了で、修了率が９３．３３％で

した。 

 次に、いきいき学部では、入学者３７５名のところ３５２名が修了し、修了率といたしまし

ては９３．８７％になっております。 

 こちらも学科別に申し上げますと、一般教養学科９４名修了で９４％。健康学科も９４名修

了で９４％。パソコン学科は６６名修了で８８％。陶芸学科につきましては、５０名全ての方

が修了しまして１００％です。園芸学科につきましては、４８名修了の９６％になっておりま

す。 

 主な退学理由につきましては、例年と同じですが、本人が就職をするとか、体調不良になっ

てしまったとか、家族の介護が必要になったとか、そういうものが挙げられております。 

 続きまして、平成２９年度のふなばし市民大学校の学生募集についてですが、公民館等に入

学案内を配架させていただきまして、市民大学校のホームページや広報ふなばしに募集記事を

掲載させていただきました。２８年１２月１５日から２９年１月３１日まで学生の募集をいた

しました。１月３１日当日消印有効で受付を終了しましたが、定員５２５名に対して６６６名

の方から応募がありました。 

 結果といたしましては、まちづくり学部３学科、いきいき学部２学科が定員割れをいたしま

したので、２月１５日から３月１０日までの期間、再度募集をいたしました。 

 一次で定員を満たしている学部・学科につきましては、全て定数を超えていましたところか

ら、２月１５日水曜日に公開抽選を行い、当選者を決定したところです。 

 ただし、園芸学科２につきましては、定数２５のところ２６名の応募がありました。先ほど

要綱の説明でお話をさせていただきましたが、ふなばし市民大学校運営要綱第１０条のただし
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書きを適用いたしまして、２６名全員が当選することといたしました。しかし、２６名全員当

選の中のお一人の方がキャンセルということで、今現在は定員どおりの２５名ということにな

っております。 

 二次募集につきましては、まちづくり学部スポーツコミュニケーション学科が１３名募集の

ところ４名の応募、ボランティア入門学科は１０名募集のところ９名の応募、マイスター学科

は３名募集のところ８名の応募がありました。いきいき学部健康学科２が７名募集のところ１

４名、陶芸学科には４名募集のところ１０名の応募がありました。募集人員を超えましたマイ

スター学科、健康２、陶芸２につきましては、公開抽選をしたところです。 

 次に、資料１２ページを見ていただければと思います。ふなばし市民大学校出願状況一覧に

なります。３月１０日現在の数字でご報告させていただきます。 

 全体では５２５人募集のところ７１１人の応募があり、倍率は１．３５倍となりました。ま

ちづくり学部は１２０人募集のところ１２９名、１．０８倍の倍率です。いきいき学部につき

ましては、４０５人募集のところ５８２名、倍率は１．４４倍になります。 

 こちらも学科別に申し上げますと、まちづくり学部のスポーツコミュニケーション学科が２

２名で０．７３倍。ボランティア入門学科が２９名で０．９７倍。生涯学習サポート学科が４

３名、１．４３倍。ふなばしマイスター学科３５名、１．１７倍。いきいき学部につきまして

は、一般教養学科１が８８名、１．４７倍。一般教養学科２が６２名で１．０３倍。健康学科

１につきましては５７名で１．０４倍。健康学科２は６４名で１．１６倍。パソコン学科１は

６８名で２．７２倍。パソコン学科２につきましては５８名で２．３２倍。パソコン学科３は

５３名で２．１２倍。陶芸学科１は３６名で１．４４倍。陶芸学科２は３２名で１．２８倍。

園芸学科１は３８名で１．５２倍。園芸学科２は２６名の１．０４倍となりました。この倍率

は二次募集を含めた倍率となっております。 

 一次募集の当選者の中から辞退された方がおりまして、定員割れをしている学科があります。

現在、定員割れをしている学科は、スポーツコミュニケーション学科とボランティア入門学科、

そして健康学科１の３学科になります。健康学科１につきましては、定員以上おりましたので

抽選をしましたが、その後、入学辞退がありまして今は５３名、定員５５名のところ５３名と

いう形になっております。 

 平均年齢等につきましては表のとおりですので、ごらんになっていただければと思います。 

 以上です。 

○高山会長 
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 ありがとうございました。 

 ただ今の報告に対して何か質問がありましたらお願いします。 

 この１１ページの表を見てぱっと目につくのは、応募者の推移です。皆さんご存じのように、

オープンカレッジを２６年１１月に２７年度生を対象に第１回をやりました。２６年度に対し

て１００名ドラスティックに全体では増えた。第２回のオープンカレッジ、その成果も同じよ

うに１００名、８４７名にふえました。第３回も行いまして、定員増もありましたけれども、

７１１名ということでちょっと下回ってしまったというのが読み取れるかなということです。

特段答弁は要りませんけれども、ちょっとした感想です。 

 何かございませんか。よろしいですか。第２号案件も特段よろしいですか。 

 それでは、次に議事３号に移ります。「平成２９年度カリキュラムについて」のご報告を事

務局よりお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 平成２９年度のカリキュラムにつきましては、各担当から順次説明させていただきます。 

 資料は１３ページから各学科１枚になっておりますので、ごらんいただければと思います。 

 初めに、スポーツコミュニケーション学科からお願いします。 

○事務局（萩谷） 

 では、座ったまま失礼します。 

 スポーツコミュニケーション学科は、大きな講師の入れ替えや内容の変更はありません。９

月に学生を対象にアンケートを実施した結果、月曜日の夜が通常ですけれども、なるべくそれ

でやってほしいと。昼間でなければ仕方がないものはそのままにして、夜に変更できるものは

夜に変更しようということで、例えば５月１５日、２２日の「コンセンサスゲーム」というの

は、去年までは土曜日に１日使ってやっていましたが、２回に分けてなるべく多くの学生さん

が参加しやすいような形にいたしました。 

 また、最後のまとめとしてウォーキングの企画・運営の実習がありますが、その前に１１月

２０日の「スポーツ事故と対策」というのを、平成２８年度は一番最後に位置づけられていた

のですが、やはり実習を行う前に、スポーツの事故ということをしっかり学習してから本番の

実習に行ったほうが良いと思い、その順序を少し入れかえをしました。 

 スポーツコミュニケーション学科は以上です。 

○事務局（菅野） 

 ボランティア入門学科につきましては、担当の池田は勤務日ではありませんので、代わりに
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菅野が説明させていただきます。 

 １４ページ、こちらも２８年度と学習内容につきましては同じような内容になっております

が、今日まだお見えになっておりませんが三橋委員と担当者が検討をして、このプログラムを

計画しました。講師のほうもほとんど変わらないのですが、団体にお願いしまして、例えば９

月７日の「具体的な活動事例（街づくり）」に「秋津コミュニティ」と書いてありますが、秋

津コミュニティの代表であったり、違う方だったり、ちょっと人を代えてお願いするというよ

うな方法をとらせていただいていますが、基本的には変わっておりません。 

 以上です。 

 続きまして、生涯学習サポート学科ですが、菅野が担当しております。１５ページです。 

 生涯学習サポート学科につきましても、基本的には変わっておりません。修了目的が生涯学

習フェアの企画・運営をすることが最終的な目的になっておりまして、まず「ふなばし！いい

とこさがし」をして、船橋の社会教育施設を学習したり、情報をどういうふうに発信したら良

いかを学びながら、生涯学習フェアの企画・運営に持っていけるようにしております。 

 今回は特に一講座増やしておりますが、９月８日の「気になるチラシの作り方」ということ

で、広報するにはチラシを作る学習もしなくてはいけないのではないかということで、東京家

政大学の非常勤講師になりますけれども、ふだんアンデルセン公園の子ども美術館のチラシの

デザインをしている先生に実践を踏まえた話をしていただこうと考えております。 

 生涯学習サポート学科は以上でございます。 

 続きまして、ふなばしマイスター学科、お願いします。 

○事務局（大武） 

 １６ページになります。昨年度と比べまして４回増えております。一番最初の「オリエンテ

ーション」でまちづくり学部の中のふなばしマイスター学科という位置づけを、須藤さんとい

う生涯学習サポート学科で講師をされておられる方にお話をいただきたいと思っております。 

 ５月の中ほど、「ふなばしの魅力発信塾」、こちらも新規でございまして、船橋市の広報官

が船橋の魅力を発信していく塾を職員を対象に-やっているのですが、それの市民版というこ

とでお話をしていただく予定になっております。 

 その下、５月２４日になりますが、株式会社ｍｙふなばしの山﨑さんに、民間の立場から見

た船橋の魅力をお話ししていただいて、「ふなばしの魅力」の概要について皆さんにご紹介で

きればというところで入れてございます。 

 また、一番最後になります２月の末日、「修了生の活躍」ということで、修了生に活躍状況
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をお話ししてもらい、修了後の活動について参考にする授業を考えております。 

 平成２８年度ございました横洲かおるさんの公開講座については、平成２９年度につきまし

ては行わないことといたします。 

 ふなばしマイスター学科は以上です。 

○事務局（菅野） 

 次に、一般教養学科ですが、担当が池田ですので、また私が代わりに説明させていただきま

す。 

 １７ページになります。一般教養学科につきましては、健康学科と同じようなプログラムが

行われていたということがありまして、健康学科と一般教養学科の特色を生かすよう内容を変

えております。 

 例えば、７月１４日、２１日に大学講師の赤塚先生にお話をしていただくのですが、前はネ

イチャーゲームですとかレクダンスという体を動かすものをやっていたものを、定員が６０名

に増えたということもありまして、座学を中心にしていこうということで変えております。 

 その下の９月１日も、健康体操だったものが座学で学習をするということで変えております。

また、９月１５日は童謡を歌いましょうというものだったものを、船橋の俳人ということで

「斉藤その女」の話を中心に俳句の基本を学ぼうということを考えております。 

 １０月１３日の「伊能忠敬の生きざまに学ぶ」というのは、伊能忠敬は千葉県の偉人という

ことでここ何年間か学習をしているのですが、たまたま講師の先生が一昨年体調を崩して、講

師を探したときにキャリアコンサルティングという人材派遣会社みに紹介してもらった先生が

すごくよかったということで、１１月１７日、１月１２日、２月１６日に同じように、千葉県

の偉人ということではなくて「偉人に学ぶ人生講座」ということでプログラムを作っておりま

す。 

 また、消防署の見学とかギターと朗読の話というものを変更しております。 

 以上です。 

 続きまして、健康学科の担当からお願いいたします。 

○事務局（黛） 

 では、健康学科の説明をいたします。 

 まず、１８ページをごらんいただきたいと思います。健康学科につきましてもカリキュラム

についての大幅な変更はございません。全部で４３回行います。その中で３回同じ授業をやる

のが３つ、これは１つには雨天の場合の予備日ということが入っておりますので基本的には２



 10 

回。あと２回の授業が２つあります。 

 平成２９年度変わったところについて申し上げますと、番号８番の「源流探索を楽しもう」。

これにつきましては、例年はこの時期、ゲートボールをやっておりましたけれども、このゲー

トボールが余り人気がないということですので、この源流探索ということで飯山満川を遡って

散策しながらアウトドアを楽しもうと。 

 そして、１５番の７月２５日、「健康講座３（口腔衛生と健康増進）」、例年この時期です

とボーリングをやっておりましたけれども、パールプラザが去年の７月をもって閉鎖となりま

したので、座学になりますがこういうことを行いたいと。 

 続きまして、１２月５日「ユニカールを楽しもう」、これは前回までは１日でした。ただこ

れをやったところ、ぜひもう一度やりたいという皆さんの希望が多くございましたので、その

下の「社交ダンス」が２回だったものを１回にして、ユニカールを２回に増やしております。 

 そして、２月１３日の４２番は「気功を楽しもう」ということで考えております。 

 健康としては以上でございます。 

○事務局（菅野） 

 続きまして、パソコン学科、お願いします。 

○事務局（大武） 

 パソコン学科は、昨年専任講師だった高田講師に代わりまして渋谷美由紀講師に１年間お願

いすることになりました。ほとんどカリキュラムについては変更がございませんが、パソコン

入門、ワード、エクセル、インターネット・メール、それから修了作品制作、こちらにつきま

しては回数に多少の増減がございますが、前任の講師と同様に進めさせていただきます。 

 新たに追加したカリキュラムが、１１月２８日「カード・年賀状などの作成」ということで、

この時期に必要な事項ということで講師が考えて入れてございます。 

 回数としては昨年に比べて１回の減ということになってございます。 

 以上です。 

○事務局（菅野） 

 続きまして、陶芸学科、お願いします。 

○事務局（黛） 

 陶芸学科を、ご説明いたします。ページは２０ページでございます。 

 陶芸学科につきましては、授業内容については平成２８年度と同じ授業を行います。ただ、

３０回だったものが、平成２９年度は２月の建国記念日の振りかえ休日等で月曜日が休みにな
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りますので２９回になりますけれども、その中でも平成２８年度と同じ授業を行うことで、１

０作品を作る予定で計画をしております。 

 以上でございます。 

○事務局（菅野） 

 最後に、園芸学科、お願いします。 

○事務局（萩谷） 

 それでは、２１ページの園芸学科１ですが、大幅な日程の変更や講師の変更はありません。

ただ、授業会場のアンデルセン公園が、従来の圃場は観賞用の花壇で野菜を育てていたのです

が、アンデルセン公園の都合もあって圃場の場所が変わりました。それで、今までは収穫した

ものを持ち帰りできなかったのですが、アンデルセン公園さんのご厚意で収穫したものを今度

は持ち帰っても良いということになりましたので、御滝花園とアンデルセン公園で作るものを

変えようと、いろいろな種類の野菜を育てて持ち帰りできるようにしようということが園芸学

科１の大幅な変更です。 

 以上です。 

○事務局（菅野） 

 園芸学科２はいいですか。 

○事務局（萩谷） 

 園芸学科２です。では、２２ページを見てください。 

 園芸学科２は、新設したのは一つだけで、８月３１日のバラの話を、従来は年度末の１月の

１回だけだったのですが、夏に概要を覚えてから作業をしようということで１回増やしまして、

バラに詳しい白瀧嘉子先生を紹介していただいたので、この方を新しい講師としてお願いして

あります。 

 園芸学科２の変更は以上です。 

○事務局（菅野） 

 以上です。カリキュラムですが、いきいき学部には１とか２かあると思いますが、内容的に

は一緒です。園芸学科だけ野菜中心の１、花中心の２という様に分けておりますので、各学科

は１つしか説明はさせていただきませんでしたので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 
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 カリキュラムにつきまして、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。 

 いきいきは定員が増えて、例えば一般教養でも街歩き等、１０人増えていますのでなかなか

ご苦労もあると思いますけれども、そこら辺は何か対策等は検討されていますか。 

○事務局（菅野） 

 一般教養につきましては、先ほど言いましたけれども、座学中心の形にさせていただいて、

場所はここの校舎を使ってやるということと、健康学科につきましては、講師をちょっと多め

に来ていただくようなお話をさせていただいています。団体にお願いしているのですけれども、

１人ではなくて２人、３人というような形でお願いしている最中でございます。 

○高山会長 

 そうすると、昨年、一般教養でまち歩きを実際にしていたけど、今年はやらないんですか。 

○事務局（黛） 

 一般教養のことですよね。一部入っているのもありますよね、５月２日の「ふなばし探訪」

というところで。 

○高山会長 

 実際に歩くんでしょう、これ。 

○事務局（大武） 

 街歩きネットワークのほうで対応していただけると。 

○高山会長 

 現場のほうの対応で交通安全とか事故のないように対応していただけるということですね。

わかりました。 

○社会教育課長補佐 

 整理しますと、当然外を歩きますけれども、ふなばし街歩きネットワークさんのほうで、生

徒が増えているということへの対応はお願いしているということで、やっていきたいと思って

おります。 

○高山会長 

 何かありますか。松本委員。 

○松本委員 

 私は、毎回言っているのですが、ボランティア入門学科のカリキュラムです。在校生からア

ンケートをとって見直しもしていますという話は聞いているのですけれども、このカリキュラ

ムのチェックですね。できれば卒業した後、一息入れた後に意見を言えるような場があるとい
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いなという話があります。 

 例えばの話ですけれども、基本的には、我々卒業生の意見はとてもいい学科だということな

んです。ボランティアに入るのに関してはとてもいい、いろいろなボランティアも行われたと。

だけれども、例えばスタートのところが概論の１から始まって人間関係論までずっと続くんで

す。どこかの大学院に入ったみたいだというんですよ。内容は悪くないですよ、特に人間関係

論なんていうのはすばらしいんですけれども、「私、大学院に入ったつもりないんだけどな」

という意見があったりして、トータルはいろんなことが経験できたり体験できたり先輩の話が

聞けるというのは、とてもすばらしい内容なんだけれども、少し変えてみたいというご意見だ

とか、もう一つは、昔トラブルがあったということで、体験学習が少なくなっているというこ

とは承知しているのですけれども、とはいえ、体験しないのと体験したのだと、その後の継続

率が約７倍違うという話も聞いています。 

 皆さん、目の悪い方と車椅子で回ったりするのは結構記憶に残っているんですね。一回やる

と今度車椅子で来たときや何かに非常にやさしい人ができてくるということもあって、ボラン

ティアの場合、難易度は高いですけれども、何か１つでも２つでも加えてもらえると、よりい

いのではないかという話も出ています。 

 それは私が言っているわけではなくて卒業生たちが言っているので、授業中に書けと言われ

ると、先生の顔が気になってなかなか書けないというお話もあります。卒業後のほうが話をし

やすいということもあって、決して全ての部分ではないですけれども、そういうのも入れてい

ただきながらブラッシュアップする。先ほど中身を充実していくという話もあったと思うので、

そういう場を設けていただけたら、改善意識のある卒業生を送り込みたいと思います。 

○事務局（菅野） 

 参考にさせていただきたいと思います。担当と専任講師の三橋先生と相談しながらプログラ

ムを作くらせていただいているのですが、体験というのも大事だと思います。８月には、松本

委員もご存じだと思いますけれども、各学生がいろいろな施設でボランティア体験をするとい

うプラグラムも入れております。 

 体験ができるプログラムということでご意見をいただきましたので、参考にさせていただき

ます。 

○松本委員 

 お伝えしているんですけれども、皆さんからそういう声があるので、毎回伝えさせていただ

いて、そういう場を設けてくれないかという程度のものです。 
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○高山会長 

 ほかに何かございますか。 

 全体の入学式は４月２８日に行われまして、全体講座は今年は千葉大の非常勤講師の越村先

生にお願いしていますけれども、何か現時点で報告できることがありましたら。 

○事務局（菅野） 

 入学式の講師は、「生涯学習とまちづくり」とタイトルは一緒ですが、千葉大学の非常勤講

師の越村先生、各学科のプログラムに載せていただいております。平成２８年度の入学式の長

澤成次先生のゼミの非常勤講師の先生にお願いしております。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 カリキュラムについても特段、現時点ではよろしいですか。 

 それでは、次の議題に行きます。 

 議事第４号「オープンカレッジについて」、事務局からご報告お願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 資料の２３ページをごらんいただければと思います。第３回になりましたけれども、平成２

８年１１月２７日の日曜日、午後、ここに記載するのを忘れてしまいましたが、中央公民館の

５階講堂で行いました。次年度のふなばし市民大学校のまちづくり学部への応募者を増やそう

というのが主な目的で、たくさんの委員の方にもお世話になりましたけれども、実行委員会形

式で行いました。スポーツコミュニケーション学科修了生の船橋市スポーツと健康を推進する

会、ボランティア入門学科修了生が多くいらっしゃるボランティアサロンふなばし、生涯学習

サポート学科修了生の船橋市生涯学習コーディネーター連絡協議会、マイスター学科修了生が

やはりたくさんいらっしゃるということで、ふなばし街歩きネットワーク、各団体から実行委

員を選んでいただきまして１１月２７日に行いました。 

 内容といたしましては、「ウエルカムミュージック」ということで、東京芸術大学の同窓グ

ループの３人でｔｒｉｏ ＬＩＬＩＬＩ（トリオリリリ）というグループをつくっていただき

まして、音楽を演奏していただきました。この中のフルート奏者は、市民大学校の生涯学習サ

ポート学科の修了生の方が一人含まれております。 

 あと、基調講演といたしまして、聖徳大学の名誉教授でありＮＰＯ法人の全国生涯学習まち

づくり協会理事長であられる福留強先生にお願いしました。 

 今回は、各学科のプレゼンテーションのほかに、まちづくり学部４学科の修了生と一緒にな
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って先生を囲んでパネルディスカッションを行いました。大きな違いはそこになるかと思いま

す。 

 参加者数につきましては、スタッフを含めて１１９名の参加でありました。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ただ今の報告に対して、何かご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。 

 ただ今報告にありましたように、第３回は従前のウエルカムミュージック、基調講演に加え

て、パネルディスカッションを採用してみました。 

 第３回オープンカレッジにつきましても、とりあえず現時点ではよろしいですか。 

 それでは、その他に移りたいと思いますけれども、事務局、何かありましたら。 

○事務局（菅野） 

 議事に入れていなかったのですけれども、生涯学習フェアについて報告をさせていただきま

す。 

 資料２４ページ、最後の横書きになりますが、平成２８年度第３１回ふなばし生涯学習フェ

ア「自分らしく学び続けよう」ということで行いました。この生涯学習フェアは、生涯学習サ

ポート学科とスポーツコミュニケーション学科の学生が企画・運営をした事業です。 

 上から４番目の「ふなばし再発見健康ウォーク」、こちらにつきましては、スポーツコミュ

ニケーション学科の学生が企画・運営をしております。 

 上の３つ、「だまされないぞ！！電話で詐欺」、次の「船橋の今昔と地名の由来」、２月１

０日の「手軽で美味しい防災クッキング‼ 」、１５日の「脳と身体を使って元気にすごそ

う！！」、この４回につきましては、生涯学習サポート学科の学生が企画・運営しました。 

 最後の２月１７日の「神社とお寺の謎」ということですが、こちらは平成２６年度生涯学習

サポート学科を修了した方を中心としていただきまして、船橋市生涯学習コーディネーター連

絡協議会の方に企画・運営をしていただいた講座になります。 

 定員・参加者数については、この表のとおりでございます。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 本件に関しましては立派な報告書ができておりますので、後で委員の先生方に報告書を一部
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差し上げてください。各担当が立派な報告書をつくって、それを全部一冊にまとめて委員の先

生方の分もちゃんと印刷してありますので。 

 何かありますか、生涯学習フェアに関しまして。 

○山須委員 

 このふなばし生涯学習フェアというのは、１年間皆さんが勉強された活動報告、勉強の成果

でいいんですね。 

○高山会長 

 後半は公民館でのイベントの企画・立案、実際に公民館で活動していただく。その集大成で

すね。 

○山須委員 

 そうですね。これにボランティア入門学科の人たちの１年間勉強した発表会などは、カリキ

ュラムの中に入っているのか、別個にあるのか。 

○松本委員 

 もちろん立派にカリキュラムに入っています。 

○高山会長 

 私が答えるあれじゃないですけど、それぞれの学科でまとめの報告はあります。例えばマイ

スター学科も、１年間自分でテーマを決めてその報告書をつくって、報告会を例えば２月に、

毎週水曜日授業の中でやる。各学科それぞれにあるはずです。やっています。 

○山須委員 

 それを、私たちこういうことをやったんだよと、船橋市民の方に発表会でも見に来てくださ

いというようなことはやってはいないですよね。やはりそういうのを市民の方が見て、ああ、

こういうことをやっているんだというのがわかったら、２年か３年後に市民大学校募集のとき

に、こういうことを発表されたからこういうことをされるんだなと思って、ひょっとしたら入

学につながるのではないのかなと思いました。 

○高山会長 

 そうですね。思いつきですけれども、例えばオープンカレッジのときに卒業生の代表が、授

業内容はこんなことでございまして、１年間こんなことをやっています、こういう立派な報告

書ができています、これをしかるべきところでごらんになってください、という市民へのＰＲ

ができれば、またそれを見て、来年市民大学校に入ってみようというようなインセンティブが

働くかもしれませんね。 
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○山須委員 

 そうですね。１日のうちでずらっと言われたらなかなか記憶には残らないのですけど、何月

何日は市民大学校でボランティア学科の方のそういう１年間の発表会がありますよというのを、

何かの折にそういうのを知らせてあげればいいのではないのかなと思いました。 

○事務局（菅野） 

 今回は、ふなばしマイスター学科の発表会に、委員さんを代表してと言えるかどうかわかり

ませんけれども、高山会長にお願いしまして毎回発表会に出ていただいて、最後はコメントし

ていただいたという経緯があります。皆様にはご連絡はしなかったのですが、今年度につきま

しては、初めてになるかと思いますけれども、会長に出席していただいたということです。 

○山須委員 

 いえ、私が言いたいのは、一般市民の方に聞いてもらいたい、見てもらいたい。 

○高山会長 

 わかりました。山須さん、私のほうから答弁して、足りなかったら事務局から。 

 例えば、今年から授業参観をしましたよね。その授業参観のときに各学科はこんなことをや

っていますという報告書をちょっと置いておいていただいて、授業参観に来られた一般市民が、

この学科はこういうことをやって、こんな立派な成果を出して勉強しているのだと。同じよう

なことをしたいというような機会を設けたらどうかと、こういう質問じゃないかなと思います

けれども、そうですよね。 

○山須委員 

 はい、それもあります。だから、１年に１回ではなくて、チャンスがあるごとに、来られる

来られないは別として、そういうのを船橋市民の方に投げかけておけば、何年後かにいい方向

に行くのではないのかなと思いました。今回は授業参観をやりまして、こういう生涯学習フェ

アとかをやって、マイスターの方も発表されたんですよね、一緒に歩いたり何かして。だから、

これはボランティア学科とか体操のほうもそういうチャンスがあればいいのかなと思いました。 

○高山会長 

 ただ、なかなか常時は難しいですよね。だって学生さん個人のプライベートな報告書ですか

ら、それを一般市民に常時見られてしまうと、なかなか自由な報告ができないのかなという感

じはします。だから期間限定で、なおかつお断りして、来年の授業参観のときには、この短期

間だけだったら市民に見せますよというようなお断りをしておかないと、いきなり学生さんが

つくった報告書を一般市民が見て、名前も入っていますし、そこはなかなか難しい点はあるか
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もしれませんけれども、山須委員の趣旨は、こういう活動をしていますという報告書もちょっ

とした機会に市民が見れたら、それがまた入学のインセンティブにつながるのではないかと、

こういう趣旨だと思いますので、それを踏まえてご検討していただけたらと思います。 

○社会教育課長 

 ご意見ありがとうございます。私も今回マイスター学科の発表会を聞かせていただきました。

とてもすばらしい発表で、すごいなと思いました。今、高山会長がおっしゃったように、個人

の研究ですので、それをそのまま出すということは難しいと思うのですけれども、本人の同意

をとって、機会あるごとに、例えば研究発表をオープンでやってみるとか、授業参観のときに

そういう研究発表をしてみるとか、そういうのは多分これからできると思うので、どういう形

がいいのかにいては今後また検討して、山須委員が言われたように、市民に向かってこういう

ことをやっているんだよという宣伝というか、アピールをしていくのが市民大学校を皆さんに

わかってもらうことにもつながるので、そういうことは考えていきたいなと思います。どうも

ありがとうございました。 

○高山会長 

 よろしいですか。 

○山須委員 

 はい。 

○高山会長 

 三橋先生、一応議題の（１）から（４）を一通り報告等が終わりました。駆けつけてあれで

すけれども、何か気がついたことがありましたら。 

○三橋委員 

 すみません、大分渋滞していて、大変遅れてしまって申しわけありませんでした。 

 今、山須委員のおっしゃったことですけれども、ボランティア学科は、授業の最後に演習で

全部レポートを書いたのを発表します。そこは今ふと思ったんですけれども、市民の方に来て

いただいてもいいのかなとは思います。ボランティア入門学科に関しては。 

 ただ、あれを見たり聞いたりすると、逆に大変だなと思われてしまうかなというのもちょっ

と危惧としてあります。書かれる方は結構なボリュームを書かれてすごいボリュームになって

いるので、僕はどこかで閲覧できるようにしていただけたらいいのかなと思います。私もかな

り勉強になるようなレポートが毎年幾つか必ずあって、参考にさせていただいている次第です

ので、興味ある方に読んでいただくのは構わないかなと思います。レポートに関しては所有は
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ふなばし市民大学校になりますよということは生徒さんも納得されていますので、そういうの

はあってもいいかもしれないなと思います。 

○高山会長 

 生涯学習フェアも毎回立派な学生さんの報告書をつくっていますよね。あとマイスターの報

告も立派ですので、例えば思いつきですけれども、市民大学校ライブラリみたいなところにコ

ーナーをつくって、ここに来た人が見られるというようなことも一つの方策なのかなという感

じがします。 

○三橋委員 

 そう思います。そんなところです。 

○高山会長 

 特段よろしいですか。 

 本日の協議会においてご審議いただく議事は以上ですが、特にご質問、ご意見等がなければ、

以上で議事を終了させていただきます。 

 本日の議事は全て終了いたしました。なお、議事録の署名を松本委員と山須委員にお願いし

たいと考えますが、よろしいでしょうか。 

（両委員 了承） 

○高山会長 

 それでは、松本委員、山須委員、よろしくお願いいたします。 

 これで終了いたしますけれども、協議会は２８年度の第１回の皆様方のいろいろな積極的な

ご意見を踏まえて、例えば定員の増とか、抽選率を高めて入りやすい方策、また市民大学校オ

ープンカレッジ等々、いろいろ改革が進んでまいりましたけれども、２９年度生はこれから始

まって第１４期生になります。次の３０年度はちょうど市民大学校ができてから１５期生にな

りますので、そこら辺を踏まえてよりよい市民大学校の発展に向けて、我々の任期はもう１回

たしかあるはずですけれども、協議していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 これにて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ありがとうござ

いました。 

 最後に、事務局から何かありましたらご発言お願いします。 

○社会教育課長 

 皆様お疲れさまでした。貴重なご意見どうもありがとうございました。これからも市民大学
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校に皆様の意見を反映して、よりよい運営にしたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

午後４時０２分閉会 


