
1 
 

 

ふなばし市民大学校第 3 回カリキュラム委員会議事録 

                                平成 31 年 3 月 5 日 

            於：船橋市教育委員会室 

出席委員  明石要一委員長 土井浩信委員長代理 鈴木攻三委員 佐谷和江委員  

栗原薫子委員 

議事内容    1 平成 31 年度学生応募状況について 

      2 平成 31 年度カリキュラム（案）について 

       3 生涯学習の意義と今後望まれる高齢者の学び 

傍聴人   1 人 

 

   

午後 2 時 08 分開始 

 

明石委員長 

委員長としてご挨拶して議題に入りたいと思います。年末に中教審の生涯学習分科会が

答申を出しました。第一に人口減少を迎えた時代でいかに持続する社会を維持するかとい

うミッションをもらっている。それをなんとか切り抜けたい。 

二点目に人生 100 年時代が来ますよ。ご存知のように今の 100 歳以上は 6 万 7000 人を

越えている。銚子の人口 6 万 3000 人より多いのです。このことを頭に入れておく。今の小

学校 5 年生が 100 歳を迎えるころには半分が 100 歳を迎えている。そうすると人生 100 年

時代を考えた場合に学校教育、家庭教育の役割が 4 分の 1 で、残りの 4 分の 3 は社会教育

になって、自分たちの力で切り抜けるようなリカレントをやっていかないと難しいのです。

4 分の 3 は学校教育、家庭教育に頼っていられない時代が来る。これをやっぱり踏まえてい

ただきたい。 

三点目は Sciety5.0 とよく申し上げますけれども、縄文時代の狩猟時代から、弥生の農耕

社会になって中世近世を含めて工業社会が来てそれから情報社会があり、そのあとに人工

知能 AI の時代が来ます。これからの社会はいかに人工知能と共存していくか、が大切にな

ります。 

この委員会中でぜひ設けたいのが、人工知能とロボットと競争しても負けてしまう。ロ

ボットができないことを船橋のカリキュラムでどういう形で用意していくか。これは中教

審のほうでもまだディスカッションしていないのですが今後の課題として抱き込むだろう 

と思います。そういう 3 つの問題意識がある中で、キーワードは人づくり、人をつくりま

しょう、といわれます。次につながりづくりをやっていきましょう。それがまちづくりに

つながります。そうするとカリキュラムを検討する場合につながりづくりまでカリキュラ

ムでどう育成するか。だから勉強するだけでなくつながっていく。アクションを起こして、
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人と人とをつないでいくんですよということをこのカリキュラムでどう保障してくかが問

われていく感じがします。 

最近読んだ本で「長生きできる町」というのがあります。千葉大の医学部の近藤克則先

生が 6 年前ぐらいでしょうか、健康格差というのがあるんですよと提案しています。 

そこでこの社会教育と関連しますと、公園に近い所に住んでいる人は健康寿命が長いと

いうエビデンスがある。そこに行って、運動できるし、活動できるから健康寿命が保てる

んですよというのが第1点、2点目が近くに図書館、ライブラリーを持っている人のほうが、

持っていない人よりも健康寿命が長い。まだちょっと出てないんですけど、公民館が近い

人が健康寿命が長いというエビデンスが出てくれば船橋市は公民館をたくさん持っていま

すから、健康寿命を保っていける。 

たとえばジョギングしている人としていない人とで健康かどうか比べると、している人

の方が長い。でも一人でジョギングする人とグループでする人とは、グループのほうが健

康寿命を保てるという。人と交わらなければいけない。つながりづくりをやっていかなけ

ればいけませんよということを言っている。 

アメリカのハイスクールの卒業アルバムで、ニコッと笑っている卒業生とちょっと笑っ

ている人と、口をつむんでいる人、60 年後どちらが健康寿命を保てるかというと、ニコッ

と笑った人の方が健康寿命が長い。そうすると、これからのカリキュラムでは体を動かし

て、笑顔でみんなと交わるようなカリキュラムを用意しないといけなくなります。従来の

発想だけではなく、もう少し中身にはいって検討できればなと思います。ではよろしくお

願いいたします。 

 

事務局（菅野） 

平成 31 年度学生応募状況について説明させていただきます。資料は、1ページをご覧く

ださい。 

まちづくり学部は、定員 120名のところ 105名の応募がありました。定員に達していな

い、ボランティア入門学科及び生涯学習サポート学科は現在二次募集を行っておるところ

です。 

定員を超えたスポーツコミュニケーション学科及びふなばしマイスター学科におきまし

ては、多少受講生が増えても授業に支障がない為、ふなばし市民大学校運営要綱第 10条の

但書を適用し、全員当選とさせていただきました。 

資料 2 ページの年度別の比較表をご覧ください。スポーツコミュニケーション学科は、

この表の 4 年間だけでも二次募集を行っても定員に満たない状況で開講しております。資

料 3ページのグラフにもありますが、平成 16 年に市民大学校となってから、平成 30 年度

まで一度も定員に達せず、過去には開講できない年もあった学科ですが、初級障がい者ス

ポーツ指導員養成講習をカリキュラムに取り入れた影響なのかもしれませんが、初めて定

員を超え 35名の応募がありました。 
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いきいき学部につきましては、定員 430名のところ 424名の応募がありました。定員に

達していない、一般教養学科 2、健康学科 1及び 2、パソコン学科 4 で二次募集を行ってお

ります。 

定員を超えた、パソコン学科 1・2・3、陶芸学科 1、園芸学科 1 につきましては、厳正な

抽選を行い入学予定者を決定しております。 

まちづくり学部同様に、定員を超えましたが一般教養学科 1 と園芸学科 2 につきまして

は全員当選とさせていただきました。陶芸学科 2 につきましては、定員の応募がありまし

たので全員当選となっております。男女別、平均年齢、最高年齢等につきましては資料の

とおりです。以上です 

 

事務局（田久保） 

第 2 回カリキュラム検討委員会案との変更点をご報告いたします 

まずスポーツコミュニケーション学科です。資料 4ページをお開きください。 

課題は講師の質と人材確保についてでした。 

講師につきましては、土井委員のご紹介、関係部署などに依頼し、初級障がい者スポー

ツ指導員養成講習は共催する千葉県障がい者スポーツ協会のバックアップが得られ、カリ

キュラムすべてその分野の専門講師陣で作成することができました。更に授業の進め方で

すが、学生さんが楽しみながら学べるよう、可能な限りグループワークや体を動かしなが

ら身に着けられる内容にしていただくよう講師に依頼をしています。 

他にも、「地域の高齢者増加に備えスポーツの出前事業」「自然体験活動指導者資格取得」

について今後のテーマになる内容をいただきました。 

また、「障がい者スポーツ指導者養成の計画的な人材育成」については委員が仰る通り期

限付きの内容になり、初期の目的を達成したらスクラップ＆ビルドを行うことになります。 

今までは、カリキュラムを見直す機会がなく、小手先だけの変更が主でした。今後は定期

的に見直す仕組みが必要であることを示唆していただき、学部学科改変時の検討課題とし

たいと思います。 

ご指摘いただいた点についてのご報告ですが、目前のカリキュラムに反映することが出

来た項目は講師陣の確保でした。他の項目は今後行う学部学科改変にむけて貴重なご意見

をいただきました。 

また、第 2 回の議事録を見直すと、今後はソーシャルキャピタルの醸成が重要であり、

スポーツコミュニケーション学科の在り方は、地域のコミュニティリーダーとして地域住

民の健康づくりと共に更につながりづくりに寄与する人材育成が求められていることが見

えてきたように思いますので今後反映させていきたいと思います。以上です。 

 

事務局（菅野） 

ボランティア入門学科カリキュラムについて､赤字になっている部分の内容を説明 



4 
 

いたします。 

行政目的を学ぶ観点からみると､福祉と国際協力の 2 つぐらいしか入っておらず偏りがあ

り､小人数でできる健康体操のようなライトな健康づくりや子育て支援活動を取り入れた

らどうかとのご指摘につきまして、20番の「子育て支援」を組み入れました。 

地域子育て支援課による事業で、24 地区社協の子育てサロン支援があり、高齢者の活動

の場として「まご育」の子育てナビゲーションを行っています。そのような支援をしてい

る保育士に講義をお願いしました。 

また、23 番で「シルバーリハビリ体操」を取り入れました。保健所の健康づくり課が担

当しています。 

ふなばしシルバーリハビリ体操は、市民一人ひとりが無理なく始められ、どなたでも出

来る体操です。さらに、この体操は、市民自らが体操の指導士となり、指導士となった市

民が他の市民に体操を教えることが特徴です。 

実際に授業でシルバーリハビリ体操を体験し､活動を理解してもらい､シルバーリハビリ

体操初級指導士養成講習会への参加を促し､指導士資格取得につなげ、地域活動の場を広げ

てもらいたいと思っています。 

養成講習会は、1 日 5 時間程度の講義を 6 日間受講することになっていることから､カリ

キュラムに組み入れるには難しいところがあり､現時点では養成講習会への参加を促すま

でとなります。「子育て支援」も「シルバーリハビリ体操」も行政目的事業に参加してもら

う内容にしました。 

26番は、包括支援課が担当している「オレンジカフェ」です。市内に現在 26施設がござ

います。 

また､子どもの孤食が問題になっている支援として、（県）児童家庭課が管轄してる「ふ

なばし子ども食堂ネットワーク」に加入している団体が 5 つあり、「こども食堂」の両団体

に運営内容や現状を講義してもらいます。 

第 1 回検討委員会でワークショップを取り入れたらとのご指摘につきまして、今まで個

人で関心のあるテーマを決め演習として行い研究発表をしていましたが､29 番～36 番まで

「ワークショップ」及び「研究発表」にしました。 

グループでテーマを決め､学生同士が意見を出し合いながら疑問点などを整理し､問題解

決のための道筋を示していく事にしていきます。学生主体で学ぶことで達成感や一体感が

生まれ､これからボランティア活動していくうえで必要な、学生の自信につなげていきます。 

ワークショップの最後に研究発表で説明力やレポート提出で文書作成力を身に付けてもら

います。 

 

37 番の「一年を振り返って」は、修了後は間を空けずに活動を始めていただくために、

活動のスタートの道筋をつけます。 

一番下の欄の「体験活動②10 月～12 月」は、上の欄の「体験活動①8 月」に加え、秋の
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体験を追加いたしました。自由に体験したい施設や団体を選んでもらいます。なるべくた

くさんの体験をしてもらい、自身に合った活動に出会ってもらいます。 

なるべく多くの活動団体の講義を組み入れたいところですが、授業回数からみますと難

しいところですので、体験活動で多くを体験し補ってもらいます 

ボランティア入門学科は､これから何かボランティアを始めたいという方が学ぶ学科で

す。ボランティアは多種多様な分野にまたがっています。それらを一年間で学ぶには足り

ないような気がします。現在の修了生は、既にある団体に参加してボランティア活動を始

めるにとどまっています。又は、修了しても活動が見つからず活動に繋がっていない学生

もいます。将来的に自身またはグループで新しい活動を立ち上げていけるような人材を育

てていきたいと思います。そのために現在の 1 年制を 2 年制にする検討も必要と思ってい

ます。2 年制にして、地域の現状や課題､また行政目的事業への参加等を把握しどんな活動

が必要なのかを自ら学んで行ってもらいたいと思っています。 

  市が把握しているボランティア団体数と分布についてご質問ですが、市民協働課「市民

活動サポートセンター」に登録している団体 498 団体、市民協働課の「ふなばし市民力発

見サイト」の発信団体 577 団体。市民協働課に関する団体分布については、市内全域で活

動している団体もあるので把握はできていなく、人数も把握はしていないとのことです。 

社会福祉協議会に登録している団体は 30.3.31現在団体登録 211団体 3，908名 

(船橋市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会加入 12 団体 305 名＋個人会員 4 名を含む)ボランティア個人登

録 370名合計加入者 4，278名。社会福祉協議会の登録団体の分布は､特にデーターにして

いないが､5 コミュニティーに分けると、北部地区の登録が少なく、中部地区が多いようで

す。市役所に登録していないボランティア活動者もいらっしゃると思いますが、ボランテ

ィア入門学科では、現在把握している団体は､市民協働課登録団体と社会福祉協議会登録団

体を把握しており、その中から学生の体験活動に活用しております。 

生涯学習サポート学科におきましては、ご指摘のありました「生涯学習コーディネータ

ー」及び「生涯学習フェア」についてご説明させていただきます。カリキュラムは 6 ペー

ジにあります。 

本学科は、「生涯学習コーディネーターの登録及び活動に関する基準」におきまして、「生

涯学習コーディネーター養成のための講座を、ふなばし市民大学校まちづくり学部生涯学

習サポート学科として実施する。」と規定されております。 

その生涯学習コーディネーターは、「市内各地域や生涯学習施設等において実施される市

民の多様な学習活動を援助する」と位置付けられております。 

生涯学習サポート学科は、生涯学習に特化したボランティアを養成する学科となってお

ります。平成 12 年度より行われました、「生涯学習コーディネーター養成講座」が前身と

なり、平成 16 年度に市民大学校の一つの学科として現在まで行われているものです。 

平成 31 年度のカリキュラムにつきましても、学習内容は、1．船橋の魅力を知る。2．生

涯学習とボランティアについて学ぶ。3．市内生涯学習施設の現場を学ぶ。4．人間関係の
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スキルを学ぶ。5．情報収集と情報発信について学ぶ。6．生涯学習事業のプランニングと

実施 （生涯学習フェア）の 6 項目となっており、毎年若干の変更はありますが、基本的

に学習内容は変わっておりません。 

平成 30年度との変更点は、学校支援の学習に代わり、千葉大学名誉教授長澤成次先生に、

生涯学習についての講義をお願いしております。 

次に生涯学習フェアについて説明させていただきます。 

昭和 62 年 2 月に、社会教育に係わる市民が一堂に会し、活動の研究成果発表と交流する

ことを目的として、第 1 回生涯教育振興大会が開催されました。これが、生涯学習フェア

の第 1 回目となります。 

 第 1 回目から、平成 11 年度まで市民団体の代表が実行委員会を組織し、行政が運営委員

会を組織して行われてまいりました。名称も、「生涯教育振興大会」から「生涯学習研究大

会」「生涯学習フェア」と変えてまいりました。 

平成 12 年度からは、生涯学習サポート学科の前身である、生涯学習コーディネーター養

成講座を開催したことから、そのカリキュラムに、受講生が中心に企画・運営を行う生涯

学習フェアの実施を取り入れました。その後「生涯学習コーディネーター養成講座」から、

ふなばし市民大学校「学びのコーディネーター学科」「生涯学習サポート学科」と学科名が

変わってまいりましたが、学習内容は引き継がれ、平成 30 年度は「第 33 回生涯学習フェ

ア」の企画運営を行っております。生涯学習事業の企画運営の実践の場となっております。 

特に、平成 12 年度から平成 22 年度まで続いた生涯学習フェア「僕らは森の探検隊」「森

の遊遊広場」は、土井委員のご指導によるものです。以上です。 

 

事務局（田久保） 

本日担当職員は校舎待機のため、代わって報告させていただきます。 

資料 7ＰＡ3 用紙の資料となります。 

10 月に提出した内容をさらに変更した内容が右側修正後のカリキュラムとなります。 

10 月に 12 点のご指摘があり、そのうち 10 点について改善いたしました。 

特に大きい改善部分は 2 点です。 

まず 1 点は、8～12番です。「何のマイスターかわかりづらい」とのご指摘に併せ、小学

生社会科副読本「わたしたちの船橋」の活用という改善のアドバイスをいだだきました。

幸い、「わたしたちの船橋」編集の中心的役割であった職員が在職中なので、会議後まもな

く相談に行きました。 

その結果、船橋の農場・工場・商店や、上下水道、史跡など、身近な地域には何があり、

地形はどうなっているのか、などを知るために必要な手法を、ある地域に絞った調査をす

ることで学ぶ授業をグループワークを交え開催することとしました。 

歴史が多いとのご意見をいただいておりますが、学生には退職を機に地元のことを学び

たいという方が多く、学びたい分野としては歴史が一番多いという現状があります。そう
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したニーズを鑑み、郷土資料館（3）や飛ノ台史跡公園博物館（4）での授業、船橋の歴史

の第一人者である方の授業（5）などについては残しております。 

「船橋の学び」の“コンテンツの見直し”と指摘されました部分について、市民なら知

っていて当たり前と思っていた部分を丁寧に振り返るような内容に改変しております。船

橋の魅力を学び、紹介や案内をしていく際に、正しい情報を伝えるということだけは、身

に付けて修了してほしいと考えており、噂話なのか、文献にあったものなのか、歩いて見

聞きしてきた情報なのか、出所を意識して伝えるということが、学生の自信とマイスター

学科の信頼に繋がると考えています。 

学生が研究した分野については“マイスター”といっても差支えのないものになってい

ると思われますが、その作業ができるのが研究報告書の作成で、地味な作業でありますが、

学科の基幹として地道に継続していきたいと考えているため、これ以上の内容を習得する

には 1 年間は短いと感じています。 

2 点目は、38～39 です。アクティブラーニングの活用、観光協会とのコラボ等複数のご

意見を反映させた結果、観光協会とタイアップし観光ルート作りに挑戦します。作ったル

ートを観光協会が一般の方を対象に実際に開催する予定です。例えば外国人の買い物コー

ス、熟年夫婦対象コース、家族連れコース、お一人様満喫コースなどなど、対象を設定し

てコースを考えてみます。学生自身も年度の終わりに作ったコースを体験し、フィードバ

ックするという一連の流れとしております。宿泊プランの作成も検討しましたが、実際に

動かすにあたり半年の学びでは難しいと考え、今後の検討課題とさせていただきます。 

さらに、この授業講師としては船橋市観光協会事務局長を新たにファシリテーターとし

てお迎えして進めることといたしました。 

ただ、問題点として観光ルート作成体験を、学生自身も体験しフィードバックまでを 1

年の中で行うとなると、ルート作りを 9 月後半に行わなければなりません。 

しかしながら、5 月から数回の授業を受けただけで、ふなばしの魅力が詰まったルート作

成は難しいと思われます。最低 1 年間は船橋について学んだ後でルート作りをするのが望

ましいと考えますことから、平成 31 年度については試行的に開催するものとし、次年度に

繋げていきたいと思っています。 

また、授業内容の改変にあたり、学生にとって学びがいのある内容になっていると感じ

る一方、盛りだくさんで、混乱を生じかねない内容になっていることも否めません。“1 年

間取り組んだあとの研究報告発表会”と“街歩き体験の授業”をタイトにしたり、あきら

めざるを得ない授業などがありましたことや、「学び」「発信」の 2 種類の授業があること

を考えると、当学科は 1 年間では学びきれないと切に感じます。今後は 2 年制も視野に入

れて検討したいと思っております。 

 

事務局（菅野） 

コミュニケーションの授業を取り入れたらどうかとのご指摘について、いきいき学部は、
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仲間づくり･生きがいづくりを目的としているところから、まず一般教養学科で 1 回目の授

業に「レクリェーション～仲間をつくろう～」をテーマに組み入れました。早く皆さんと

溶け込んで有意義な 1 年間を過ごしていただきたいと思います。その他に赤字になってい

るところが、31 年度変更したところでございます。 

スポーツ健康学科、パソコン学科、陶芸学科、園芸学科は、第 2 回カリキュラム検討委

員会でご報告した点と変更ありません。 

 

明石委員長 

事務方より 31 年度のカリキュラムのご説明がありました。皆様のご意見を頂ければと思

います。では私から、ふなばしマイスター学科はいいですね。一番左に目的がありますよ

ね。1 がふなばしの知識を深める、2 が新しい情報の集め方、制度の見かたを学んで、3番

目が魅力を紹介する方法を学んで、4 が紹介方法を考える。こういうカテゴリーを作って、

それにしたがって講座内容が展開されているんですよ。そうすると、パソコンがありまし

たよね。パソコンは人気があって、4 つの講座で 3 つが定員オーバーしていますが、3 つの

ステップを用意しています。まずパソコンを習う、基礎、基本を習って、つぎに練習して

慣れる、次に使いこなす。ようするに、もう少しカリキュラムを構造化していただけない

かなと思います。さきほども生涯学習サポートが、カテゴリーがなくて、生涯学習フェア

に向けてやります、だけです。最初から最後まで生涯学習フェアで、十何年間やっている

のにどういう成果があったのかわからない。もう一度ですね、カリキュラムを構成する講

師の方に集まってもらって、構造化は無理なのか、社会教育はそんなに系統立てていませ

んから、無理なら無理でいいんですが、そういう話をしてもらいたい。 

2 つ目は事務方にお聞きしたいが、これだけ講座をやっていますよね、まちづくり学部、

いきいき学部、この全部の学科の講師が集まる講師会議はやっていないのですか？ 

要するに、どういう狙いでやっているのか、その中で「うちと連携できそうだ」とか、

講師会議というのを年に 2 回、仮に前期後期に分けてやったことはないでしょうか？ 

 

事務局（田久保） 

過去にはやった経緯はございません。講師依頼は各学科担当が講師に当たり、単に日程

調整をしているという作業になっているというのが現実でございます。 

 

明石委員長 

市民大学校のミッションは、建学の精神はなんだとか、それで具体的な手続きはこうだ

とか、それをやってかないと、時間をかけてどういう市民を育成するかというのが見えて

こないともったいない。面白い講座はあるけども、はっきりとした体系はどうしたらと言

えませんが、そういう営みの努力はほしいなと思いました。 
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事務局（菅野） 

先ほど生涯学習サポートのカテゴリーはないじゃないかというお話がありましたが、先

ほど説明させていただきましたが船橋の魅力を知る、生涯学習とボランティアについて学

ぶ、市内の生涯学習施設の現場を学ぶ、人間関係のスキルを学ぶ、情報収集と情報発信に

ついて学ぶ、最後に生涯学習事業のプランニングの 6 項目にカテゴリーを分けてプログラ

ムしています。 

 

明石委員長 

そういうことがハッキリとわかるように見せてくれるといいですね。そうすると学習者

がわかりますよ。今どのレベルの学習をしているのか見えてきますから。 

 

明石委員長 

他に何かございますか。カリキュラムを見て素朴な疑問とか。 

 

佐谷委員 

ゴチャゴチャしていて、やはり構造化されてない。あと、前にもお聞きしたかと思うん

ですが、基本的にカリキュラムを作成している専任講師が見えないのですがそれはどうな

いっていますか。 

 

事務局（菅野） 

専任講師を配置していない学科は担当職員が講師に直接あたって、こういう講座をやっ

てほしいとお願いしております。ボランティア入門学科については担当講師がおります。

職員と一緒に担当講師がカリキュラム作成にあたっています。生涯学習サポート学科につ

きましても専任講師がおりますのでその講師と一緒に、担当職員とルームサポーターとい

う修了生がお手伝いして頂いていますので、そういった人たちを含めながら打ち合わせを

行っております。陶芸学科につきましては、陶芸の専任講師が 1 年間講義についていただ

きましてカリキュラムを作っていただいています。園芸学科につきましては依頼している

先生がおりますのでそういう先生にお願いしております。 

 

明石委員長 

そうすると、専任講師がいない学科はどこでしょうか？ 

 

事務局（菅野） 

マイスター学科は専任師というかアドバイザー的な方がおりますので専任講師と考えて

もいいのかなと思いますが、スポーツコミュニケーション学科、一般教養学科、健康学科

が特に専任で任せている先生というのがいない状況になっています。 
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明石委員長 

誰が責任を持つかということで、専任講師の場合はある程度ご自分で責任を持つという

ことになります。そうしないと、この 1 年を終わった後の仕事の事後評価というのがあり

ますよね。その事後評価をどうするかというチェックリストがないと困る。やりっぱなし

ではなくて、事務方が考えるのは大変ですから提案としては、もし財政的に許すならば専

任講師を必ず 1 人おく。事務方と一緒にカリキュラムの作り方の責任を持つのです。同じ

ように 3 月の授業評価にはこういったチェックポイントがあるのです、という計画を立て

る。そこまで作っていただかないと評価ができない。 

 

佐谷委員 

私もまったく同じ考えで、構造化するためにはどなたか必ずいらして、検討された方が

いいと。あと先程、ボランティア入門学科で、構造が 3 つあるとは思うのですが、何か見

えなくなっている。具体的な活動方向というのが散らばって見えるんですよね。時期を区

切ってやらないと、学生さんは素人なのでなかなか位置づけをとらえることが難しいんで

すね。そして、社会人の方なので、今日の授業は何を目的でやっているのか、それが全体

の 30～40 回の中でどういった位置づけなのかというのが、わかりやすく説明しないと、腑

に落ちないとやはり学ぶ気が落ちてしまうので、腑に落とすにはやはりちゃんとした構造

化と各回の授業の位置づけというのが必要で、それをわかりやすい順番というか、並びに

しておかないとなんかゴチャゴチャしているように見えてしまう。もうひとつ、各学科の

区分けというのがなかなかあいまいになっていて、そこをその講師会議というのか、ある

いはその上のレベルで、ふさぐところはあるのですけど、此処の輪っかの一番、芯のとこ

ろは何なのか。これを 4 つで、そこのところを見えやすくしておかないと、ほぼ同じよう

なことをしているようなのが何コマかあって、そこはわかりづらくなっているなというの

を改めてほしい。 

 

明石委員長 

栗原さん何かありますか？ 

 

栗原委員 

目的をはっきりさせたほうが良いのではないでしょうか。前に申し上げたかもしれませ

んが、郷土資料館には学生さんがレポート作成のために来られるのですが、驚いたことは、

「これ調べているんだけど、参考資料どこにありますか」と、「西図書館にありますので自

分で検索して調べてください」と伝えると、「本の名前教えてください」と言うんですね。

なおかつ、「このような本があります」というと、「何ページのどこに書いてありますか？」

と聞かれるんですね、そういった感じの方も中にはいらっしゃるので、調べ方、たとえば
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図書館の使い方です。博物館に答えを求めに来る。ここの職員に聞けばわかるだろう、教

えて下さいではなく、知らなかった、いい加減だったということについて、指導していた

だかないといきなり本の何ページですかと来られるのはちょっと良くないかなと思います。

そういった方がおひとりではなく数名いらっしゃいました。皆さん方レポート書いて大変

よくまとまっているように思うのですけれども、実はそういったことで郷土資料館や博物

館に学生が来ることがあります。 

 

事務局（田久保） 

実は先程マイスター学科の改善点が 12 点あったので、一つずつ報告していなかったので

すが「わたしたちの船橋」を作った元教員からも調べ方を教える必要があるだろうという

アドバイスがあり、平成 31 年度につきましては西図書館で郷土資料室の使い方も今回マイ

スター学科の授業の中に含んでいますので、来年その効果が出るかまた検証させていただ

きたいと思います。 

 

大島補佐 

いま調べ方というところで、栗原委員からお話がありましたが、たとえば図書館にいっ

て本を借りて調べてということがあると思うのですが、市民大で行っているパソコン学科

の中で年賀状を作ったりカレンダーを作ったりとか、どちらかというと趣味的な要素とい

うか、「初心者のためのパソコン講座」のような位置づけでこのパソコン学科をやっていた

のですが、パソコン学科 4 学科あるうちの 2 学科くらいは初心者として残して、中級とい

う形で 3.4 と、たとえば調べるための準備学習なんかも取り入れてパソコンで調べて、こう

いった本があるから図書館に行こうとか、国会図書館のページから調べてみてとか、あと

は船橋はそういったことはないですけど、地方では、雪が降ると買い物にも行けないので

パソコンを使って買い物をするとか、そういったことをどんどんやっていく社会になった

とき、やり取りができるようになるほうがいいのかなと思いました。他市ではすでにやっ

ているところもあると思うのですが、そういったものを取り入れていくという考えはどう

なのか、これはお聞きするような感じになるのですが。 

 

明石委員長 

大賛成で、初心者コースというのはまず 30 回、初心者の講座をやり、その次に中級で最

初のほうは適応できる。演習で、最後に使いこなす。佐谷委員がおっしゃるとおり受講生

がどの程度のどのレベルにいればいいのかというのを受講生が 30 回で 3 回やればいいのか、

あるいは 4 つあるうちの 1 と 2、3、4 を入門コース、基礎コース、専門コースとして設置

する。そうすると受講生は次のステップアップを目指せるのです。 

 

大島補佐 
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佐谷委員からもありましたが、似ている学科があるんじゃないかということですが、人

口減少、もちろん高齢者の方が増えていますけど、そうはいってもなかなか学生の方が集

まらないという、今後統合ですとか、整理というのをしていかなきゃという話にもつなが

りかねないんじゃないかという風に見ています。 

 

土井委員長代理 

スポーツコミュニケーション学科のカリキュラムに関しては構造化を図っています。こ

には出していないんですけど、運動スポーツ関係の知的なボランティアをこれから育成し

てみようかなと。人間関係論や方法論を案ですが入れてって、そこで障がい者スポーツを

メインにしてきましたから、その中にも私なりに、これはこっちの分野だなと区分けをし

て、表は作ってあります。ですからぱっと見たらわけわからない感じになっていますが、

わりとできたかなと思います。どうしてもこういうのを作るときにそういう風にせざるを

えないんですね。昔からあるカリキュラムは、部分改修して、気が付いてみると偏っちゃ

ったなというようなところがでてきているのかなと懸念しています。 

 

大島補佐 

今回見直しをさせていただいた、一番はスポーツコミュニケーション学科だと思うんで

すけど、説明があった通り、もう定員を満たしている。電話での問い合わせとかも多くあ

ったので大きな効果が出ていると感じています。 

 

土井委員長代理 

たしかに構造化したものはこれはどういった分野で、どうしていくかでしょうね。生涯

学習サポートの学習内容の 1、2，3、4、5 とありますけど、でも出した方がいいかな。 

受講者もわかりやすく、こういうのなら受けてみようかなという感じに、ああ、ここは関

係ないから欠席しようかって、もしかしたらなるのではないかと思いますが、そんなこと

に役に立つかなと思いました。これに載せる情報量も多くなるので。 

 

土井委員長代理 

あと、似たようなものがあるんじゃないかって色々気になってみていたんですけども、

ボランティア入門学科と生涯学習サポート学科この二つは何か一緒にできないのかなと。 

 

大島補佐 

似ていますよね。 

 

土井委員長代理 

船橋人材学科と「人材の材は財産の財、船橋人財学科という、このふたつの良い部分ば
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かり集めてカリキュラム作り直せるといいですね。 

 

鈴木委員 

密な計画というか量というか、もう少し一緒にできるものは一緒にして、大きな目標を

掲げて、単元目標を掲げて、精査できればもっと受講生にとっても素晴らしい。例えば、

私は 5 月 10 日に「レクリエーションで仲間を作ろう」というのがありますよね、17 日に

「図書館資料からみた船橋」、で 24 日は「音楽から元気を」、31 日は「ふなばし探訪」と、

この 5 月の 4 つ見ただけでも、講師から見た共通のものをどういう風に講師陣が意識する

か、たとえば僕の講座の前後はどういった講座なのか。時間があれば僕も受けたいなと思

ったくらいで、そういうことがあるので、たとえば、一緒に月の目標としてでも、4 回、あ

るいは 8 回にそんな感じに収束されると、歌うことと健康なんかも、図書館にいって、石

川啄木の歌集か何かを見て、曲を作ってみようということになって、内容が充実するんじ

ゃないかって、でもこれだけのものを作られたことに、僕はすごいなと思うので、ぜひ受

講された方が一年通してやっていくときに、わからないものがわかったときに、たとえば

友達がより増えていたり、つながりが人を育てるということもある、是非その点で、より

つながりを深められるような、それは講師にも言えるのですが、一方的な講義は一方的な

ものにしかならない、受講生の持ち味を引き出しながら共生していくというのが大事かな

と思う。カリキュラム自体はもうすこし一緒にできるものを精選していかなければという

感じがあります。 

 

明石委員長 

1 年間を考えてみていますと、43 回やっているところと 30 回やっているとことがバラバ

ラですね。大学の場合は 15 回で 2 単位と 4 単位があります。今それだけではダメなので、

セメスタといって、7 回半、1 年間を 4 つの期間に分割しているんですよ。するとテンポが

速いのです。学習者の成長記録をセメスタで区切っていくのです。そのへんのことも考え

て、単位を 2 時間扱いしているけども、1 時間半で単位の互換ができる仕組みも検討するの

もいいかなと思います。この 1 年間で 43 回やったときに何単位とれているのか、判るとよ

いです。たとえば、江戸川とか佐倉の場合は 1 年コース、2 年コースとかそれも大事だけど、

市民大の場合は半期行くのか、7.5 回にするのかとかそういうコースがあってもいいかなと

思っています。 

 

大島補佐 

学部学科ではなく、コースにする所も多いですね。そのコースをいくつか受けていて何

単位とか、70 単位を取ると何かの称号がもらえるとか。 

 

明石委員長 
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その方が、学習者のモチベーションがあがるのがいいかな。 

 

佐谷委員 

そういうコースもあってもいいと思いますが、江戸川は 2 年間やっていて、その中で一

番の強みは卒業時に仲間ができたと言います。2 年間やっているとどうしても仲間ができて

いって、卒業後もたとえば今日もメールがあったのが花見に行くとか、中教審のつながり

づくりで孤立化を防ぐという役割として、単位を取るという目的もありますがつながりを

作る、コミュニティ作りとか、8 回コースでやってくのであれば、どうすれば最終的に仲間

づくりにつながるのか、それも構造化していかないと、そういうのも好きな人はいるので

すが、孤立化を防ぐというなら 8 回では少ないかなというのがあります。 

 

課長 

行政では行政目的というのを考えていて、行政に役立つ、行政と共存できる人材をつく

っていくまちづくり学部が必要だと、いきいき学部はそもそも必要なのかというのが実は

私の中での疑問でした。明石委員のほうから伺いますと、やはり仲間づくりは必要だと、

つながりづくりが必要、そういうのを構築するのであればやはりいきいき学部が 1 年間も

必要かといえばまた議論があるかと思いますが、ある程度の期間、逆に言うと 2 年必要か

もしれませんが、いきいき学部の修了パーティーで、大きな声でみんなで歌っている姿を

見て、かなり仲間づくりができているのかなと思いました。やはり仲間づくりという意味

では市民大学校の中ではなくてはならないかなと思います。この中で、行政のパートナー

になるような専門的な人の養成、その仲間づくりの結果、どういう人物を作っていくかと

いうのも詰めていかなくてはならないと感じました。 

 

明石委員長 

私も基本的に仲間づくりに基礎を置きたいのです。その中で専任講師がほしいのは、う

ちの講座は前期後期こう分かれていますという、大きなカテゴリーがあって、8 回受けても

いい、15 回受けてもいいとか、そういうのを明示するのです。そうすると学習者は見えや

すいんですよ。学校で言うと、たとえば 1 単元で 8 時間扱いでやるわけですよ、終われば

テストやるわけですよ。そういう風に学習を切りとって、自分の自己評価をするのです。

そして、それが 2 単位とか 4 単位とかになりますよ、と言ってほしいのです。でもこれみ

ていても、なんかずっと流れていっているなという気がします。このままではなんかごち

ゃごちゃしているし、2 つをシャッフルして 1 本にするとか、してほしいのです。そのため

には専任講師が自分の担当学科で 8 回、15 回のイメージもっていないとシャッフルできな

いと思います。 

55 才を越えた方の学び直しにどんな人がいらっしゃるのでしょうか。そういうたまり場

的側面を「いきいき学部」が継ぐとかね。まちづくりはアクションに重きを置くとかです。
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そういうのを考えてくれると市民の方もわかりやすい。 

 

大島補佐 

いきいき学部は学びを通した趣味的なものも多いのですが、まちづくり学部はまちづく

りだけに、これから学部学科を再編していくとなると学びの部分も強くしていかないとい

けないということもあるし、仲間づくりというほうも今まで以上にやっていかなくてはい

けないという両方があると思うので、そういった意味で市民大に 2 つ学部がありますけど

も、考え方は残していったほうが方向性としていいと思います。 

学習課程を 2 学年にするとかは、他市でもやっていて、アンケートもインターネット上

に載っていたのですが、高齢の方は 2 年じゃ足りない、3 年やりたい、永久にやりたいとい

うアンケート回答です。それはどちらかというと仲間づくりが中心でしょうか。 

 

佐谷委員 

仲間づくりという言い方が、趣味のサークル作り、社会貢献の為とかそういったので、

なかなか一人だと活動できないものですからね、そういう意味でもまちづくりのほうが仲

間づくりをおろそかにしていいのではなくて、いろんな活動をするにしても母体となる 5

～6 人の仲間がいないとなかなか継続できることはないのでやっぱり仲間づくりは重要な

んですね。そのいきいき学部の仲間というのはどういう仲間なのか、趣味のサークルなの

か、ずっと学校にいることが生きがいとして仲間なのか両方ともいいかもしれませんが、

そのあたりのアウトプット人材のイメージがグラグラしている感じがするんですね。この

学びの後の人材の像をきっちり作っていかないとグラグラしている。 

 

大島補佐 

修了後の活躍の場が少ないというのが懸念される部分でもあるのですが。 

 

明石委員長 

生涯学習サポーターが市民フェスティバルやっていますよね。そのとき担当者が両方の

講師を知っていれば、学習発表が優先的に発表できますよ、とアドバイスできます。専任

講師がお互いのカリキュラムを見て別の学習成果をこちらでぜひやってほしいと、なりま

す。そうしないと両学科の交流ができないのです。 

 

鈴木委員 

横でつながらないんですよね。 

 

明石委員長 

相当これだけやってればいい結果が出ると思います。鈴木先生の音楽の発表もまたなん
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かフェスティバルで。 

 

事務局（田久保） 

その点ですが、第 1 回でもお伝えしましたが、市民大学校創設プロセスに立ち返ってし

まいます。当時それぞれ異なる 4 課が「大学」という名称で行っていた事業を平成 15 年に

経費削減、事務の効率化を推進する中で統合しました。本来統合したときに組織、その目

的、建学の精神、理念を明確にしたうえで、各学部学科の目標、狙い、体系に合ったカリ

キュラムを作成しておけば 15年経った今こういう事態は起きななかっただろうと思います。

またカリキュラムの作り方を知らない職員がずっと配属されている。教員はカリキュラム

を作成するプロなので、年間目標があって、その月ごと、週ごと、その日の狙いというカ

リキュラム作成にすることができるのですが、行政職が短期間の人事異動で配属されてく

るので、前例踏襲でやっている、変えたとしても小手先だけ。そういう組織の問題は内部

の課題です。また専任講師がカリキュラムの目的を理解しているかどうかというところも

疑問。それは事務方が今まできちんと伝えていたかという点も大きな原因だと思います。

これら課題の見えている部分は今回を機に整備していかなくてはいけないと考えています。 

 

明石委員長 

そういう意味ではまず学長がいて、両学部の主任講師がいて、そのあとに専任講師がい

る。そういう構成を作らないとタコツボに陥ります。まずトップをひとり決めていただい

て、ふたつの学部の主任講師、で、学科の専任講師、仮にこちらが 4 人 4 人で 10名くらい

でカリキュラムを検討する。そういう仕組みを作っていかないと、人が変わるし、小中高

も大学も、日本にはカリキュラムの専門家はいないです。だから文科省の学習指導要領を

見ながら作っていきます。もう時間数が決まっているから楽になります。 

 

事務局（田久保） 

単位の話も、修了要件も明確化されていません。ですから何回欠席しようとも修了でき

ています。 

 

明石委員長 

出席とらないのですか？ 

 

事務局（田久保） 

出席は取りますが出席率を管理していません。通常は出席率のような要件をつけて修了

しますが、そういう部分も明文化されていないので、本当にひとつひとつがこれから作り

上げていかなくてはいけない現状です。 
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明石委員長 

そういう意味では、仮に 15 回 30 回やった学習成果を何で評価するか、というチェック

リストを作ったほうがいいですよ。学習歴なのでここまできましたよということをガイダ

ンスで主任や専任の先生方でイメージ化していただくと学生が助かる。あまりかちっとし

たのも皆さん嫌だし、無いのも困りますから。 

 

事務局（田久保） 

高齢者の方が多いので家庭の事情ですとか体調の問題で、キッチリしてしまうと実は全

員に修了証書をお出しできなくなる事態も当然見えてきますので、その辺りをどう補完す

るか、レポートなど何か救済の道を考えなくてはいけないのかもしれませんが。 

 

明石委員長 

 新しいカリキュラムを作った時にぜひ前期と後期で学習者が講師の評価をしてほしい。

それで任用しないとかではなくて、それを匿名で講師の先生方に見てもらうのです。大学

は当然やっています。それでウチの場合は図書館で数字を見てもらっています。学生もわ

かりますから。 

 

明石委員長 

事務局に聞きたい。次の委員会の見通しとして、今日 3 回目ですが、いつまで学科再編

とか次がどうするのか、3 月で委員はおしまいなのか見通しをいっていただけると委員の

方々もまた発言しやすい。 

 

事務局（田久保） 

2 年間と言うことで、先生方には検討していただきたいと考えています。今後は学部学科

を改変したりすると要綱ですとか、予算に絡んでくることがございますので、10 月を目途

に大筋を固められるようにご検討いただきたいと思っています。そのためにはスケジュー

ルがタイトになってきますが 5 月、7 月、10 月くらい前半 3 回くらいは委員の皆様にお力

添えいただきながら、作成させていただきたいと考えています。今後は、運営体制の見直

しを見据えると、10 月迄には私たちも関係部署との調整も必要になってきますので、大ま

かなことがわかってくるといいかなと考えています。 

まちづくり学部設立以来の問題点がありますので、一度そこを整理するためには前半は

まちづくり学部についての検討が必要か考えておりますので次回からそういう話。 

それから「理念がない」ということで、事務局で理念は自分たちの言葉として必要です

し作るべきですので、先生のご意見を反映しながらこの間に理念を作成し、系統だてたカ

リキュラムをお目見えできるようにしたいと考えております。理念があって、それを実現

するためにどういう学部、学科、どういうカリキュラムがあってどういう内容にという落



18 
 

とし込みが今なされておりませんので、そういう作業を事務局としては進めていきたいと

考えています。 

 

二野課長 

この委員会を立ち上げるときに、2 年で結果を出していただきたいとお話をしていたと思

います。やはり理念をまず作る。その中で体系として、学部に主任講師を置いて、そのあ

とで専任講師を置いたほうがいいとか、単位制導入の可否とか、まちづくり学部といきい

き学部の性格を正して、どういう方向性にして、それをどう組み込んでいくか。   

例えばコースの中でそれを専門とベーシックなものに分けるのか、それともほかの形を

とるのかというところまでをやるので、もしかすると延びる可能性があるかもしれないの

で、とりあえずまちづくり学部のほうをまず固めたい。その前提として理念のほうを、本

来のところ固まっていないといけないんですがまだ固まっていないのでそちらを固めた中

で体制を作って、それから、それぞれのセグメントについてはどういう目的があって時間

数どういう割り振りがあるのかというのをやって新しい形としてやっていきたいなと考え

るので、来年度まではお願いしたいということと、もしかするともうちょっとお時間いた

だくこともあるので、ちょっとそこのところお話ししたいなと思いました。 

 

明石委員長 

私の個人的な意見ですけども、健康寿命を延ばすというこれをまちづくりの目標に据え

る。もうひとつ、人生 100 年時代をどう生き抜くかという、人生 100 年時代というのをう

まく取り込めて、それで健康寿命を延ばすのです。そのために人とのつながりづくりをや

るのです。もう少し具体的に申しますと、防犯、防災のことがありませんね。これからは

防災の拠点づくりが大切になります。30 年以内に大地震が来るともいわれています。やっ

ぱり社会のニーズに応えていくということも含めたまちづくり学部を構想するのです。 

 

二野課長 

わかりました。健康寿命と人生 100 年と防災ということで先生の論文を拝見させていた

だいたのですが、居場所づくりが必要だという、これは直接公民館とか、図書館というハ

ード的なものではなくソフト的なところでなんらかを市民大学校も考えなければならない

と思います。Society5.0 の話に関しましては高齢者の方が AI を使うとかそういう話で、そ

れはある程度明確にでてきますが、今度インクルーシブの社会と、インバウンドの中で通

り過ぎる方に対して、社会教育は何ができるかということと、定住する中で、受け皿とし

ては社会教育しかないのでそういうことを提供できる人材を市民大学でどういう風に作っ

ていけるかというのをまだ漠然としたところなんですけれども、そのあたりを教えていた

だけないかなと思いました。 
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明石委員長 

こんど豊島区は異文化交流というか、インクルーシブも小学校レベルからやっているん

です。いちばん東京都内で外国の方が増えているのは豊島区らしいです。漫画文化を発信

するし、外国の方も多いので、異文化交流をどうするかということは小中学校で考えてい

らっしゃる。社会教育もやらざるをえないということを言っています。インクルーシブも

含めて、いろんな方がいらっしゃるなかで異文化交流というのをどうするかをまちづくり

学部でやらなければいけない。千葉県で申しますと、市原市と市川市が外国の方が多い。

小学校の方では特別な先生を育成している。市原市では 10 年前から育成していますね。結

局、お母さんが外国の方で、子供だけが日本語ができるから、教師とおかあさんの意思疎

通ができていないということもあります。そういう意味では、教師だけでなくて、まちづ

くり学部で育成する。そのような発想も求められます。 

 

佐谷委員 

15 ページのネットワーク型行政の実質化というのが書いてあって、社会教育行政担当で

完結させず、というのがありまして、まちづくり学部のほうは社会教育でやるのか難しい

ところがあるのではないかと思うので、市民協働課とか地域福祉課が共催でやるのか、逆

に市民協働課が主催して、それを社会教育のほうで支援するとか、社会教育の枠のほうで

やると、どうしてもパートナー人材の育成とか、作っても出口戦略があまりなくなるとい

うことがあるので、そこのリソースを持っているところと一緒にやったほうがいいんじゃ

ないかなと。これからまちづくり学部と色々、事務レベルで考えると思いますが、社会教

育だけでやると行き詰まるところがあるのではないかと、ぜひ他の課と一緒に検討してい

ただければと思います。 

 

明石委員長 

今月号の大判の社会教育は、中教審の答申を受けて、座談会をやっているんですよ。社

会教育はもっと開かれなくてはいけない。社会教育も市民局とうまく連携しないといけな

いですよと言っています。簡単にいうと、公民館と、コミュニティセンターってあるじゃ

ないですか。公民館は社会教育でやっているけども、コミュニティセンターは違う。市長

部局がやっています。そういうことも含めて、行政のネットワーク化を進めようとするの

です。それとあと大学と民間企業とどう交流していくかも進めているのです。 

 

二野課長 

社会教育のカテゴリーのまちづくりというのは社会教育の範囲までしかできないので、

市民大の人材づくりですからその先どういう風にまちづくりで汗を流すかというのは社会

教育だけでは無理ですということで、そういう意味では市民大の設置はそういう目的の人

材に対しての教育を提供するというのはひとつの方法かなと思っています。人生 100 年時
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代というなら、船橋シルバーリハビリ体操もあるので、そういうのも教えられる人を育て

るなり、それをコーディネートできるような人材を育成するという形でたぶん生涯学習を

推進していくのであれば、社会教育だけの概念を越えて、他部局と連携しなくてはならな

いというのはわかりましたので、そういう形で連携の方は考えていきたいと思います。 

 

大島補佐 

生涯学習の計画を、いま新しいものを作っています。本年度、市長を中心とした生涯学

習の推進本部を設置し、市長部局各課にも入ってもらって新たな形の計画を再来年、2 年か

けて作っていくことになっています。その中にはもちろん、市民大も載ってくると思いま

すが、社会教育だけじゃなくて、生涯学習という観点で効果的に市民協働等の連携も含め

て計画を作っていこうと思いますので、またお知恵をお貸していただければと思います。

是非、宜しくお願いします。 

 

明石委員長 

地域おこし協力隊があるのです。千葉県の房総とかのあたりで 20人くらい入っています。

3 年契約でどういう役割をしているのか。3 年間行くのですけど再延長もありですよ。地域

おこし協力隊の選抜要綱というのはどういうのがあるのか知りたいのです。するとまちづ

くり学部ではここを修了すると地域おこし協力隊に行けますよとか、言えるのです。同じ

ことが青年海外協力隊というのがありますよね、できて 50 年経ち 4 万人行っています。住

所がわかっているのは 3 万人わかっていますが、評判がいいです。2 年間行くのです。福島

の二本松で研修をやっています。今、評判いいからシニアの 60 歳以上の方の海外協力隊が

います。ですから市民大学校を終了したシニアバージョンを考えてくことが可能となりま

す。 

 

大島補佐 

修了後の活動の場ですよね。 

 

二野課長 

そのあたりはまちづくり学部の修了後を市民協働の方でやっていかないと社会教育だけ

だとちょっと厳しいところがある。あと先程人生 100 年時代の収入の話になってくると、

個人の起業等商工振興部門とも連携していかなくてはならないのでそのあたりもどういう

連携ができるか考えていきたいと思います。地域おこし協力隊とシニア協力隊のほうにつ

いても調べさせていただきます。 

 

鈴木委員 

先ほど委員長がアンケ―トの話をしていましたよね。それは今までもとっていたのです
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か。 

 

事務局（田久保） 

学科によります。講師の評価も学科によります。全部が個別で隣の担当が何をしている

かわからないという、横串がささった仕事ではない印象を受けています。 

 

鈴木委員 

ひとづくりという観点からぜひここで学んだ方が講師が出来るくらいの人が出てくると

良いと思います。これは各講座の講師の力というか、50 人、100 人、200 人いても、昨日

はマスター学院の授業で、多数参加したという報告を聞きましたが、音楽の演奏を聞かせ

たとか、そこでもやっぱり疑問をいだく人もいるだろうし、もっとこういうのがあったら

いいなと思う人もいるだろうし、非常に満足して、長時間を経てお帰りになった方もいる

だろうし、その中でやっぱり人それぞれ力が違うから、そこでいいものを持っている方を

是非講師が見抜いて引き出して、それで例えば月 4 回あるのなら 3 回は同じ講師で 4 回目

はそこから講師の方についてより学んだこと、考えを深める。そういう流れによって人と

人とのつながりがよりこう密接になっていくんですね。自分もやってみたいなっていう人

もいるだろうし、あの人の話を聞いてみたいなっていう人もいるだろうし、そのようなこ

とがアンケートで出る、だからアンケートは必ず取ったほうがいい。講師の人のことにつ

いてもですけど、余計な話ですが僕はかなりコンサートをやっていますが、すべてアンケ

ートとります。すべて演者の演奏した曲目は、全部真ん中に曲名がぜんぶ載ってます。そ

れで、ある方は好きな曲に印つけてくださいというと、全部つける人もいるし、まったく

つけないでアンコールの曲がよかったとそういう人と、でもそのアンコールの曲で、その 1

時間半のコンサートの充実感を得ている。先日バンドネオンとピアノやったときは一番下

の記述のところでは、ぜひ再演をお願いします。と、これは演者も非常に喜んでいる一言

なので、そういう言葉とかアンケートを必ず取って、それを次に生かしてくようなことは

必要だと思う。見えないところでつながって、後で、ああ、あの時の講師って、みたいな

カタチで、また人と人とのつながりが生まれる、ぜひここで学んだ方が教壇に立つまでい

かなくていいんですけど、そういう時間を提供して、そういうものを作ってほしい。 

 

明石委員長 

短大の場合専任が１６名いまして、前後期評価が出ますよね。それで私と学長とで面談

するんです。そこで、先生次年度はどういうカリキュラムしますか？と、強制しませんけ

ど、解決法を書いてもらいます。非常勤が４６名いるんですが、４６名とは面談できませ

んが、結果だけを差し上げます。評価の数字とフリーアンサーを渡します。それを読まれ

て、次年度の授業改善案を書いてもらいます。今後そういうのをしていかないと、うまく

まわっていかないかなと先生のお話を聞いて思いました。 
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栗原委員 

さきほどネットワーク型行政の実質化というところを言っていただいて、ちょっと手前

味噌になりますが、本年度から、郷土資料館の近くに日大理工学部があるのですが、そこ

でも CST ミュージアムという、理科系ですがミュージアムをお持ちで、科学技術について

の展示をされております。そこの教授から郷土資料館で実習生を受け入れてほしいと要請

がありました。期間は 6 月から 11 月までで 7 回くらいということで、博物館の職員が体験

することならどんなことでもいいからやらせてくださいとのご要望でした。そこで、講演

会の準備をやらせてみたり、展示やらせてみたり、いろいろやりました。郷土資料館は歴

史とか、民俗とかやっていますが、理工学部の方たちがやってくれた展示というのは防災

のことで、船橋の防災の展示というのを数か月間やりました。そうしたところ、来たお客

さんの反応がすごく良かったんですね。歴史学は歴史学とか、防災は防災とか縦割りの考

え方はこれはちょっとダメだと自分でも考えておりまして、こういった市民大学校のカリ

キュラムのでもそういった枠をとりはらい、これは郷土資料館でなくては駄目ではなくて、

いろいろそういう方法もどんどんやっていって、カリキュラムを決めてっていただければ

なという風に考えています。 

 

土井委員長代理 

まちづくり学部に関しては、7 月くらいまでをめどにこっちを中心で、10 月からはいき

いき学部。 

 

事務局（田久保） 

先生には 2 年間というお約束をさせていただいておりますので、その間でおおまかな方

向性は出したいと思います。 

 

土井委員長代理 

10 月であんまり大きな改革案を出して間に合うかどうかっていうそこはちょっと心配だ

ったので。 

 

事務局（田久保） 

補佐が申しました大きな社会教育の計画を策定していきますので、さらにそこで引き続

き検討していく話が多少出ております。 

 

佐谷委員 

進め方がなかなか難しいと思いますが、学科構成も構造的に考えた方がいい風に思って

いるのでまちづくり学部だけ考えると全体像が見えないので 5 月は全体を考える会にする
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とか、ちょっと時間的な余裕がない中で難しいとは思うんですけども。 

 

大島補佐 

いきいき学部も一緒に考えないと、まちづくりだけが良くなってしまうのは。 

 

佐谷委員 

この学科はどういう人材を、この学科はどう、という全体としてどうなのかということ

を考えないと、また継ぎはぎ的な感じになるのかなと心配になるので、全体像を考えてい

ただければと思います。 

 

 

明石委員長 

全体の構成をフラットでいくのか、初任者とか、専門コースとか持ってくるのかまたそ

の辺を決めないと難しいかなと 

 

鈴木委員 

ぜひ人生 100 年時代という話が出ていますけど、自ら学ぶということが小学校でも中学

校でも盛んに合言葉のように出されていますけど、現実に僕も教職から離れて数年経ちま

すけど自ら学ばせようとしながら教師指導型の授業がまだ多いのではないかなと思います。

それよりも子供たちの持っているものをどれだけ把握する力が教師にあるか。やはり指導

力のある先生は、引き出し方がうまいんです。ただ、でも教えなくちゃいけないことは教

えないといけないんです。ということなので、生涯学習の学びの場に入ってもそうですけ

ど、学生さんはわからないことを知りたいという欲求から足を運んで学びたいとおいでに

なるので、カリキュラムを精選しながら、音楽用語でいいますとアンダンテくらいから少

しずついけばいい、いきなりアレグレットで早くいかないで、ゆっくり進んで受講生がだ

んだんスピードアップしたり、自分たちでスピードを落としたりとかあると思うので、一

番は共に授業を作る。受講生の方が笑顔で会場に来て、その中は少し渋い顔したり、わか

らない顔をしても、帰るときには笑顔で帰れるというのがひとつひとつの講座に必要なも

のです。 

 

明石委員長 

文科省の補助金をもらって、どの大学でどんなリカレントの学習内容が行われているの

か、ネットで入りやすいように枠組みを作り始めています。船橋の市民約 64万いますよね、

市民大学のカリキュラムを HP にアップしてアクセスがしやすい仕組みを作るとよいので

す。そうすると、浪人生とか、青年とか、子育てのお母さん方とかシニアの方々が参加し

やすくなるのです。そういう意味ではカリキュラムもしっかり作らないとなりません。ま
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ずそれを構造化しておいて、市民が市民大学校の中身がわかるような作りを考えてもらい

たいですね。 

では以上で第 3 回のカリキュラム検討委員会を終了します。 


