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午前１０時０７分開会 

○明石委員長 

○社会教育課長 

○事務局（菅野・田久保） 

○土井委員 

○佐谷委員 

○鈴木委員 

○栗原委員 

 

○社会教育課長 

おはようございます。定刻ですのでこれから始めさせていただきたいと思います。 

本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。事務局の社会教育課長

二野です。よろしくお願いいたします。 

本日は、ふなばし市民大学校カリキュラム検討委員会の前に、ふなばし市民大学校カリキ

ュラム検討委員の皆さまの委嘱状及び辞令の交付式をさせていただきます。お名前をお呼び

いたしますので、大変恐縮ですが、その場にご起立をお願い致します。 

 

（教育長より各委員に委嘱状の交付） 

 

○社会教育課長 

引き続きまして、ふなばし市民大学校副学長でもあります松本教育長よりご挨拶をさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○松本教育長 

改めまして、おはようございます。教育長の松本と申します。よろしくお願いいたします。 

うだるような暑さの中、連日の猛暑なんとかならないかと思いますが、西日本の豪雨で被

災された方を思うと不満など言ってはいけないなという思いになります。本日は委員の皆様

のご出席、誠にありがとうございました。 

先ほど委嘱状を交付させていただきました。委員の皆様におかれましては、公私ともども

お忙しい中、ふなばし市民大学校カリキュラム検討委員会委員を快くお引き受けいただきま

して、誠にありがとうございます。重ねて御礼を申し上げます。 

本大学校は、いきいき学部、まちづくり学部の２部制で、これまで多くの修了生を輩出し

ております。そして、その修了生が地域に戻り、リーダー的存在として地域を大いに盛り上

げて下さっております。これからもこうした修了生を数多く出していくことが本市の活性化

につながるものと考えております。そのためにはカリキュラムの充実等がとても大切だと思

っております。 

今年はふなばし市民大学校開校１５年の節目となります。 

社会が大きく変化するなか、最近「人生１００年」という言葉をよく聞くようになりまし
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た。本委員会におかれまして市民が豊かな第二、第三の人生が実現できる学習拠点、活動拠

点となるような市民大学校の在り方を含めたカリキュラムについて検討する重要な機会に

なると思います。 

委員の皆様の忌憚のないご意見を伺い、本大学校をこれからも発展させていきたいと思い

ますので、委員の皆様のご指導ご助言をいただきますようお願い申し上げて簡単でございま

すが挨拶とさせていただきます。 

 

○社会教育課長 

教育長、ありがとうございました。 

では、皆さんの自己紹介を兼ねて一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。委嘱状を交

付した順番で明石委員からお願いいたします。 

 

○明石委員 

明石でございます。千葉大に３７年間いて一年浪人して千葉敬愛短大学長５年目です。生

まれは九州の大分にある姫島という小さな島ですけど、九州の人間は大体大学を出ると田舎

を捨てるんですね。短大、は地場産業なのですよね。うちの敬愛短大は２００名ですが殆ど

の人が千葉県で９５％、茨城が５％です。みな千葉県に就職する地場産業ですので宜しくお

願いします。 

 

○土井委員 

昨年淑徳大学を３０年間勤めて退職をしました。退職したら悠々自適、晴耕雨読の生活を

したくて以前から関心があった市民大学校に応募し当選し、昨年園芸学科で楽しませてもら

いました。市民大では年齢だとかどんな職業をしていたかを言わないのですが、僕は数年前

に市民大学校運営協議会委員をしていたので、だんだんわかってきて田久保さんにつかまっ

てここにいます。力を尽くせということだと思います。専門は野外教育です。 

さきほど岡山ご出身とお話がありましたが、私は広島で、戦後すぐ江田島で誕生しまして

流れ流れて千葉に来ました。よろしくお願いします。 

 

○鈴木委員 

鈴木と申します。昨年度まで夏見公民館長を３年間勤めました。その前は習志野台第一小

学校長でした。縁あってこの委員会に参加させていただきます。 

松本教育長とは３９歳の時に指導課に一緒に着任したので今日は緊張しています。明石先

生にも指導課時代にお世話になり、１２年間指導課におり、１回出ましたがまた指導課に入

って事務局の方、課長はじめ色々な方にお世話になっています。 

音楽事務所をしております。音楽の教え子がかなり音楽活動をしており、日曜日もすぐそ

ばでライブを予定しています。そんなことで音楽中心に動いています。東京、鎌倉、船橋を

中心に活動をしています。今は船橋の合唱指導でお世話になっているメゾソプラノの錦織マ

リアのCDのプレスや９月９日船橋市民文化ホールで開催される日露交歓コンサートの委託
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を受けています。有名なアーティストがたくさん来ますので、子どもたちに聞かせるだけで

なくプロの方と一緒に演奏する機会を作りたくて、一昨年日本一になった海神小学校管弦楽

部の子どもたちが演奏するという企画をしています。先日は大熊町の子供たちも元気になっ

てもらいたくて、教え子のアーティストを連れて行ってきました。 

 

○松本教育長 

船橋は音楽のまち船橋といわれていて、子供たちが全国大会で優勝した吹奏楽、合唱、マ

ーチング、管弦楽、市船含め頑張ってくれています。 

毎年「夢をはぐくむ虹のコンサート」といって全国大会に参加した学校１０校くらいが出

演するコンサートがありますが、それに出るのが大変なくらいです。みなさんもぜひ一度お

聴きいただきたいです。 

 

○佐谷委員 

佐谷和江と申します。よろしくお願いします。明石先生とおなじ九州出身で大学は千葉大

学で地元を捨ててここにいます。 

大学では建築を学び、その延長で都市計画を仕事としまして、さらにその延長でまちづく

りに携わっていまして、まちづくりをやるためには地域住民の人たちと色々ワークショップ

をやっておりましたら、江戸川総合人生大学という社会貢献する人材育成をする大学が出来

たとき、今までまちづくりでやってきたことをまちづくり学科でやってもらえないかとお声

がかかりましたので、教育学習畑からきた人間ではないのですが人に教えることを１４年く

らいやっているのでまちづくりもやるのですが、まちづくりに関わるという気持ちを作って、

どうやって調査し、どうやって実現させるかをやっていて、この関係でこちらにもお声がか

かったのかなと思っています。違った観点でからの発言になるかもしれませんがどうぞよろ

しくお願いします。 

 

○栗原委員 

市役所の職員で船橋市郷土資料館館長補佐を務めております栗原と申します。よろしくお

願いいたします。 

生まれは福島県福島市ですが、親が転勤族だったので東京、埼玉、岩手といましたがあち

こち移りまして今は千葉県が長くなり、今は松戸市のほうに住んでいます。 

専攻は考古学ですが、大学を卒業しても考古では就職できないので期間は短かったのです

が、半分外資の入った化学薬品メーカーに勤めていました。そのあと入所し２７年目になり

ます。 

専門は考古になりますが、博物館に勤めていると考古だけではなく、ありとあらゆること

を関連してやっていかなくてはならなくて、自分が学生のころは、博物館は博物館、美術館

は美術館とのイメージが強かったのですが、今はいろんなものが連携しあって境がなくなっ

ています。立教大学の美術館研究関係の会議に４年ほど出て多くの方と交流し、そういう時

代ではないと感じました。 
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今回カリキュラム検討委員会を仰せつかりましたが、飛ノ台史跡公園博物館にも１５年い

て、郷土資料館リニューアルを機に平成２８年度に今の職場にきましたが、市民大の修了生

の方に交流があったので経験を生かしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○社会教育課長 

引き続き、事務局の自己紹介をさせていただきます。 

 

○生涯学習部長 

生涯学習部長の三澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

市民大学校１５年目ということで、活発に活動しているんですけれども、１５年間なかな

か変えられなかったことがここにきていろいろ受講生減少につながっているのかなと思っ

ています。 

先日明石先生の大学のシンポジウムに参加させていただきましたが、人生１００年時代と

いう中で私自身も５０代半ばになってこの先の６０才定年以降の長すぎる老後をどうする

か。自分の問題でもあるのですが、市民の問題としてもそこで学び直し、経済活動も含めて

社会とどうかかわっていくかということを、多くの方々が課題として持っておられると思い

ます。自分のこととしてそういうことに役立てるように市民大が変われるのかどうか、１５

年目にして第３者委員の皆様方に入っていただき、本当に船橋にとって宝のような時間でし

て、きちんと新しい道をつけていただければ、これからの船橋の生涯学習の方向性も見えて

くるのではないかと思います。皆様方の忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

○事務局（菅野） 

市民大学校を担当させていただいています菅野と申します。 

 

○事務局（田久保） 

市民大学校の田久保と申します。今回のカリキュラム検討委員会の担当をしております。

宜しくお願いいたします。 

 

○社会教育課長補佐 

社会教育課長補佐の大島と申します。よろしくお願いいたします。 

本日は会議録作成のため録音させていただきますのでご了承下さい。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

○社会教育課長 

最後になりましたが、社会教育課長二野です。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。以上をもちまして、委嘱状の交付式を終了させていただきます。 

 



6 

 

○社会教育課長 

それでは、ふなばし市民大学校カリキュラム検討委員会設置要綱第５条第１項に、「会議

は委員長が招集し、その議長となる」とありますけれども、現在、委員長が選出されており

ません。委員長が選出されるまでの間、事務局が進行役を担当させていただき、委員長が決

まりましたら、その後に委員長に議長として議事の進行をお願いする方法をとりたいと思い

ますが、皆様よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

○社会教育課長 

ありがとうございます。  

では、ただいまより、平成３０年度第１回ふなばし市民大学校カリキュラム検討委員会を

開催させていただきます。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

属機関及びこれに準ずるものの会議は原則として公開することとなっております。このこと

から傍聴人の受付を行いましたが、本日、傍聴人はおりませんでした。また、本会議は議事

録を作成し、市のホームページで公開することとなります。そのため、会議終了時に議事録

署名人として２名の委員を選出し、署名をいただくことになっております。 

では、ただいまより、平成３０年度第１回ふなばし市民大学校カリキュラム検討委員会を

開催させていただきます。では、議事第１号に入ります。委員長、および委員長代理の選出

についてです。 

ふなばし市民大学校カリキュラム検討委員会要綱第４条第２項に「委員長は委員の互選に

より定める」とあることから、どなたか立候補またはご推薦いただけますか。 

 

○鈴木委員 

明石委員はいかがでしょうか 

 

○社会教育課長 

ただ今、明石委員とご推薦がありましたが、明石委員いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○明石委員 

わかりました。 

 

○社会教育課長 

明石委員有難うございます。 

それでは、委員長が決定しましたので、これをもって進行役の任を解かせていただきたい

と思います。 

明石委員、委員長席の方へお移りいただいて、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○明石委員長 

委員長を仰せつかりました明石と申します。宜しくお願いいたします。 
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挨拶ということで、２点ほど申し上げたいと思います。先ほど部長からもお話がありまし

たが、（７月）１６日に千葉敬愛大学で生涯学習に関するシンポジウムがありました。５０

分ほどの短いシンポジウムでしたがキーワードが二つありまして、これまで学習は勉強して

行動を起こすアクションを起こすことが従来の学びのスタイル、それも否定しませんが、次

はアクションを起こして学びをする、そういう視点が大事ではなかろうか、問題にぶつかっ

てワークショップしながらもう一度学び直したい。両輪が必要。スタディ＆アクションから

アクション＆スタディへうまくとり込められればよいでしょう。そういう意味では座学をど

れくらいの比率か、ワークショップをやるか、大きな枠をこのなかで決めていただくといい

のかなと考えております。 

二つ目は、人生１００年時代で、マラソンでいうと５０才まであとは折り返しというので

しょうか。５０才を超えてから後の５０年をどのように生き抜くか。マラソンの折り返し５

０才からの学びのカリキュラムをたくさん用意しておいて市民に選んでもらえるという考

えです。 

これから小学生の放課後でも市民大にいける、飛入学なんていうのも考えてもいいかな。 

船橋バージョン飛入学。音楽でも飛級というのがありますけれども今まで生涯学習には飛

級はなかったです。そういう視点を入れると新しいカリキュラムができるかな。 

本日の皆さんのキャリアをお聞きして野外活動、音楽とか考古学とか、高齢者は穴掘るの

好きですから、それが結果としてまちづくりにつながってくればいいかと思います。宜しく

お願いします。 

それでは議事に入らせていただきます。 

ふなばし市民大学校カリキュラム検討委員会設置要綱第４条第４項に、「委員長が欠けた

場合又は委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する」

となっております。つきましては、私が委員長代理の指名をすることでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

○明石委員長 

ありがとうございます。異議なしということで、委員長代理は土井委員にお願いしたいと

思います。土井委員いかがでしょうか 

 

○土井委員 

了解しました。 

 

○明石委員長 

ありがとうございます。 

それでは、土井委員に委員長代理をお願いします。土井委員、委員長代理席の方へお移り

ください。 

 

○明石委員長 

それでは早速議事に入ります。 
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第１回目の委員会は、事務局からの説明を聞き、次年度に向けてどのような方向性を持っ

たカリキュラムを組むかがテーマになっています。各委員の見識やご経験に基づくご意見を

お願いします。 

まず、ふなばし市民大学校の概要とともに今回の委員会発足の経緯、目的を事務局から説

明してください。 

 

○社会教育課長 

市民大学校は、昭和５８年に老人大学を設置しました。そのあとに昭和６１年スポーツ健

康大学を開校いたしまして、平成１０年ボランティア大学を開校、平成１２年生涯学習コー

ディネーター養成講座を開設しました。当時行革でこちらを集めたらどうかということで平

成１６年にふなばし市民大学校を開校いたしました。現在２学部まちづくり学部４学科、い

きいき学部５学科合計９学科定員５５０名で運営されています。 

ふなばし市民大学校の船橋市の各種計画上の位置付けですが、まず、『船橋市総合計画後

期基本計画』について９ページから写しをつけていますが、１３ページ書いてありますがめ

ざすまちの姿「市民に愛され、育まれるまち」から個別計画の中に主な取り組みとして、ふ

なばし市民大学校のカリキュラムの充実・ふなばし市民大学校まちづくり学部修了生の活躍

の場の拡大という形で記載されています。次に『教育振興ビジョン及び後期教育振興基本計

画（ふなばしの教育）』資料１７ページに１事業というかたちでふなばし市民大学校の実施

という位置づけとなっています。 

現在の課題ですが、応募者の減少で、平成１７年応募者１，４３０名が平成３０年度は約

半数の６３０名程度になってしまいました。まちづくり学部スポーツコミュニケーション学

科やボランティア入門学科の応募者の定員割れ、これまで、人気の高かったいきいき学部に

おいても今年初めて（健康学科で）定員割れを起こしました。これらが大きな課題になるの

ですが、それに加えて、時代が要請する人材の育成がなされていない、文科省の答申に沿っ

ていないのではないか、これはカリキュラム作成に直結するところではないかと思います。 

文科省の答申に沿ってない、具体的には平成２０年度「新しい時代を切り開く生涯学習の

振興方策について」平成２９年「個人の能力を開花させ全員参加による課題解決社会の実現

するための教育の多様化と質保障の在り方について」などに沿った授業ができていないので

はないかが一番の原因と考えています。長寿社会へ向かう中「人間として力強く生きていく

ための総合的な力をつけることを支援するという視点」での授業がなされていない。「各個

人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社会に還元し、社会全体の持続的な教育力の向

上に貢献」できるといった視点での人材育成がなされていないと考えています。 

そこで今回のカリキュラム検討委員会では、まず個別のカリキュラムを見ていただいて、

また市民大は４つの担当課の事業を集めたため明確な理念が無いこと、社会も明石先生から

お話があったように変わってきたことを踏まえて今後の社会教育はどうあるべきか、それに

したがって市民大学もどうあるべきか検討していただきたいと思い今回カリキュラム検討

委員会を設置いたしました。私からは以上です。よろしくお願いします。 
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○明石委員長 

課長から今回のカリキュラム検討委員会の主旨説明がありましたが何かご質問ありますか。

中味に入る前に修了後どういう姿のアウトプット、アウトカムを想定しそのへんを詰めてお

かないとカリキュラムを作る場合アウトプット、アウトカムの想定をすることが大事かなと

いう感じがするんですね。いきいき学部修了するとこうなるよ、まちづくり学部修了すると

こうなるよ。例えばまちづくり学部出ると身につけたそのノウハウで市の公共事業に手を挙

げて入札できるよ造園できるよとか。むかしスター誕生という番組がありましたね。 

プロダクションが来て手を挙げてこれほしいとか、そうすると市役所のまちづくりの予算

がつきますよね。業者が入札しますけれど卒業生たちも学んだ成果を手を挙げて何百万で使

えるよとかですね。そこまでを想定するのか。これまで１５年やってきたことも大事だけど

終わった後の姿も描けないかな。例えば、子供の放課後教室がありますね。横浜市は放課後

キッズクラブといって３３５の小学校で放課後、株式会社とか法人がやっているんですね。

午後３時から７時まで。そのまちづくりをやった方をですね、船橋市も放課後子供教室、学

童を含めてのですね指導員になれますよという姿まで想定するのか、そのへん、佐谷委員、

江戸川でまちづくり学科をやってみてどうですか 

 

○佐谷委員 

江戸川の建学の理念ですが、なぜ大学があるのか、どういう目的なのかがありますが、そ

れに該当するようなものはありますか。 

 

○社会教育課長 

それが無いようなのです。 

 

○佐谷委員 

一応入学案内の裏のところにふなばし市民大学校は生涯をとおして自分らしく学び続け

るための場です。学ぶ場、活かす場、つながる場とありますが、これが一応それにあたるん

ですね。 

 

○社会教育課長 

はい 

 

○佐谷委員 

さらにアウトプットのイメージは無いんですね。 

 

○明石委員長 

それがあると彼らも作りやすいですね 

 

○佐谷委員 
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江戸川は社会貢献する人材になってもらう。基本的にはボランティア活動の中心的な人材

をつくることをアウトプットとしています。２年制なんですが、２年生の時には社会活動体

験ということで。 

 

○明石委員長 

それはワークショップですか 

 

○佐谷委員 

いいえ、インターンシップです。４０時間のインターンシップがあって、市民活動団体や

社会福祉法人の所へ行って４０時間インターンシップをやらなければならない。目的として

は社会貢献する人材をつくるのですが、テーマが４学科ありましてどういうテーマでもよい

となっている。 

 

○明石委員長 

私が住んでいる千葉市の町内会では、自治会長のなり手がいない、民生委員のなり手がい

ない、保護司さんPTAの役員さん、こども会の育成者のなり手がいないという具体的な地域

貢献する人材育成をするためにはどういうカリキュラムが必要かとか。どこにインターンシ

ップへ行けばよいとか。鈴木委員、ご経験から何かないですか。音楽の方面からとか 

 

○鈴木委員 

明石先生がおっしゃった話で、教員、校長時代ずっと考えていたことは、学校教育は生涯

学習の基礎づくり、生まれてから生涯学習に入っていると考えていました。船橋の教育大綱

に大きく掲げられている４つの大きな取組がありますが、その中に学社連携とありますが、

学社連携ではなく融合していかなければならないと思います。今音楽を中心にこどもと大人、

つまり学校と社会をどのように融合して互いに学び合いながらいくかを考えている。 

公民館の館長時代、色々勉強させてもらいましたけれど、市民大を修了すると生涯学習コ

ーディネーターでしたか、生涯学習コーディネーターの登録証をいただいて公民館の運営に

関してアドバイスする仕組みがある。今でもありますか。なかなか２６館公民館あっても生

かされているかどうか疑問です。それもからめて修了したら「こういうこともできる」、何

と言うか、やりがいもって目的をもった受講生が来ないと、１回１回の講座の実態等を事務

局がおさえていないと、最初は誘われて応募した方も受講しているうちに考えられるものが

あればいいと思います。 

簡単にいうと自分は６０で定年しましたが、３年間公民館に勤めてわからないことがたく

さんありましたね。今まで教える仕事だったが公民館に来る子どもや地域から教えてもらっ

たことで教わることが多くあり、学び合うことの大切さを学んだ。教わったことをどれだけ

還元するか、学びあう大切さや学んだことをどれだけ返していくか、一言でいうと人材育成

みたいな市民大があるといいかな、まとまりませんがそんなことを考えています。 
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○明石委員長 

地域に必要な人の育成をしていく。さきほど教育長が音楽のまちふなばしのお話ししてお

られたが、学級でも学校でも歌声があるところはいじめが無いと言われています。 

むかし歌声喫茶なんてありましたが無くなってしまいましたね。千葉市はジャズの街を目

指してますけど、音楽を響かせるくようなプロがいないか。船橋の文化財産をなんとかする

ことができないか、コーディネートする人ですね。ひとりの家にどうやって有線をつなげる

か、個人の家に音楽を届けるとか、独りぼっちのおじいちゃんやおばあちゃんが音楽を聞く

と元気になり、船橋全体が健康寿命を延ばしていくんだとか、大きな目標になると思います。 

土井委員は講座を受けてみて、アウトプットのイメージとかありますか 

 

○土井委員 

市民大学校の応募が減っていることを考えた時に大学の部活、いわゆる体育会系の本格的

な部活は減少していて増えているのは同好会です。同好会は作っては消え、作っては消えて

いましたが、自分は学生厚生委員会を担当していましたが、それでいいのではないかと思っ

ていました。大学に貢献する体育会、大学の名前を出してくれるような本格的なサークルは

時代に合わなくて学生のニーズはそこではないのではないか。サークルを立ち上げ卒業とと

もに無くなるけれど楽しかった、結果としてどうなるかというと、大学への好感度が上がり、

卒業しても自分たちの声を聞いてくれた、楽しかったとその後結構つながっている。大きな

体育会などでは伝統的に同窓会のようなものがあったが、ゼミの卒業生が皆がつながって同

窓会組織を作るなんてあまりなかったですね。そんな小さなサークルでの同窓会組織のよう

なものが大事ではないかと思っていました。 

既存のＯＢ集団に自動的に入るとか、何らかの力で拘束すると、その拘束の匂いを感じて

離れるのではないか。船橋市に社会貢献の人材育成は大切。人材を組織化することは大切な

ことだけど、それを表に出さない。受講生のカリキュラムとしてのポイントは自信が持てる

こと。その感触があったらその学科は生きると思います。たとえばマイスター学科は自信に

なる。船橋の事をいっぱい知ってこれは自信になりますよね。スポコミは軽スポーツを体験

しますが、それをもって自信をもって修了できるかというとそうではない。自信が持てない

のに団体に自動的に入れられていく。これでは修了後離れていってしまう、大学の大きなサ

ークルと同じことが起きているように感じます。組織に入ってほしいんですよ。入ってほし

いがそのことは表に出してはいけない。入学した人達が自信が持てるようなカリキュラムで

受講することが出来れば自ずと地域に関わるボランティアに育つと思います。いわゆる自主

的、主体的に小集団の組織が出来る。引っ張りこもうとすると離れると感じます。 

 

○明石委員長 

有難うございました。大事なお話でした。 

カリキュラムを考える際にですね、カリキュラムを消化するグループをクラス的なグルー

プにするかゼミ形式にするかと土井委員の話を聞いていて感じました。 

敬愛短大はクラス制にしていて、そうすると中退率が減ってくるんですね。困っているの
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は４年制はクラス制をとっていない。４年間で１割くらい中退していくんですね。文科省が

気にしているのは、入学半年後にやめるのはミスマッチ、２、３、４年でやめるのは大学の

責任だというわけです。ですから所属感といいますか高校生までクラスがありますね。最近

は４年制でもクラスを設けていて、次にクラスだけでは不十分で次は学びたい先生のゼミ形

式。これからの市民大学も融合させるのか、最初からゼミ形式にするのか、クラス、ゼミに

すると同窓会も作りやすいのでは、それで輪が広がっていくのではないでしょうか。 

市民大学はクラスですか、ゼミがありますか。 

 

○事務局（田久保） 

いきいき学部はクラス制ですが、まちづくり学部はクラス制ではありません。 

 

○明石委員長 

市民大学には校歌や校旗はありますか 

 

○事務局（田久保） 

ありません 

 

○明石委員長 

千葉大の副学長時代に３０代になった卒業生から、他校の学生は校歌を歌えるが自分は歌

えなかったと言われました。４年間に入学式と卒業式の２回しか聞かないですからね。ぜひ

HPに学歌をアップしてほしいと要望があり吹奏楽に演奏してもらい現在はアップしていま

す。 

何が言いたいかというと卒業した後に思い出づくりもあるかなということです。 

 

○佐谷委員 

江戸川の事をいいますとクラス制です 

共通基礎科目と専門があり、専門で江戸川まちづくり学科に私がいます。 

１年、２年で３０回３０回、１回２時間卒業するまで１２０時間、一つのクラスで２５人

が定員なのですがやるんですね。卒業の時に最後の授業で２年間を振り返ってみてコメント

するんですが、皆さん仲間ができたとおっしゃいます。１２０時間同じ学びをやってきた人

たちでチームワークができてそれが重要かなと思っていまして、もうひとつ目的を明示しな

いのとは別の話ですが、江戸川総合人生大学の場合、「社会貢献しましょうね」と明示して

その目標に向かってチームワークができて、主体性が育っていくことを一応言っていますが、

あまり言い過ぎると嫌う人もいるので、そこはさじ加減かなと思います。「私たち何のため

に学ぶの」といつもいつも言われますが、「みなさんはこのためにこの授業をするんですよ」

という大元がないとフラフラするので卒業後はボランティア活動をすることのテーマ探し

をしているといつもいつも毎回の授業をフィードバックさせる何かは必要かと。主体性を育

てるやり方でどのように伝えるかが１点と、育てる為にチームになっていくほうがいいかな 
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と思いますね。 

 

○明石委員長 

クラスとゼミをどのようにミックスしていくか。修了時の人間関係づくりという成果があ

りますね。仲間づくりは目に見えにくいですが、ある資格が取れるですとか、市民大は強調

して船橋バージョンの資格をうまく明示できるとよいでしょう。また、見えないがじわじわ

効いてくる漢方薬のように仲間や思い出づくりも大切です。そのためには江戸川のように１

２０日出るとか決めないとスキルアップ出来ませんとか。民間の資格の団体と組んでも補完

できるとか、そのへんもこれから考えていくといいでしょう 

 

○栗原委員 

以前の職場の飛ノ台史跡公園博物館に在籍していた際、館長が公民館経験者で生涯学習コ

ーディネーター講座を受けた人が、公民館で活躍の場がなく活用されていないので飛ノ台の

ボランティアにと声かけました。中にはやめていく人もいましたが、１０年以上続けてくれ

ている方もいます。市内５４校中約半分の６年生が来館しますが、その際の展示解説や隣接

している海神中学校との交流事業での美術の授業で、縄文土器の拓本をとって作品を作るの

ですが、拓本とりを一緒にやってもらっています。特に資格は必要ありませんが地域貢献で

きる、博物館の応援団になれると。上野の東京国立博物館はそういう形でボランティアを活

用していていて凄い人気だそうです。市内からもボランティアに行っている人も多くいます。

質の高い作品が見られるし学べるので。上野まで行かなくても市内の子供の展示企画のサポ

ート出来るよ！でもいいのかな。それを明文化するような形があると良いですね。飛ノ台史

跡公園博物館のボランティアの退職された７０代半ばですが、郷土資料館は今までボランテ

ィアにお願いすることがあまり無かったのですが、今年から人材となる方に声かけしました。

気持ち良く「いいよ」と言って来て下さる。資格とは違いますが地域貢献もひとつの形かな

と思いました。 

 

○明石委員長 

千葉市では学校図書支援員という制度があります。図書司書の資格は持って無いけれど週

に３回図書室に通い司書の支援ができるんですね。これで子供の読書量が増えるんですね。 

市民大を修了すると優先的に支援員に雇用できますよとか博物館も２年間学んだら優先

的に雇用したり、キャンプのインストラクター取れますよとか。地域貢献しようとやってみ

ると専門的な知識が無ければ気持ちだけでは続かないものです。今後検討したいですね。 

それでは、次にカリキュラムの現状やどのような課題を抱えているか事務局から説明して

もらいましょう。 

 

○事務局（田久保） 

資料２４ページ以降に今年度各学科のカリキュラムと募集要項をつけてございますので

ご覧ください。ここでいうカリキュラムは狭義のカリキュラムをさし、日々行われている各
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学科の具体的な授業内容や学習支援を計画したものを前提にさせていただきます。 

市民大学校のカリキュラム編成は、事務局の各学科担当職員または、専任講師が前年度の

状況を参考に考え、運営協議会に諮り検討すべき案件は、ふなばし市民大学校運営協議会か

らの具申をうけ都度検討を行い現在に至っています。 

過去を振り返ると、平成２４年度に現スポーツコミュニケーション学科が２年続けて定員

割れを起こし、学生数減少、定員割れに伴いその解決策として、学科名の変更、授業時間帯

を昼間から夜間へと変更が行われました。学科のネーミング変更に合わせて授業内容の見直

しや他のまちづくり学部の定員減少等協議するため、カリキュラム検討委員会が設置された

経緯がありますが、大学の在り方、学部、学科の見直しなど抜本的な解決には至りませんで

した。 

今回は、平成３０年３月に行われた平成２９年度第３回ふなばし市民大学校運営協議会に

おいて応募者数の激減を受け、減少の要因のひとつにカリキュラムの魅力が無いことが挙げ

られこの委員会が立ち上がりました。 

開校当初所管が異なる４事業を統合することで、行財政効率を高めるとともに市民ニーズ

や地域社会の環境に即応できること。募集時期、開校時期が異なっていたが整理され市民に

わかりやすくなる。市民ニーズへの対応や講座の充実、多様性においても所管を一元化する

ことで連携を深め高齢者の生きがいや仲間づくりへの効果が期待できる。など統合のメリッ

トが掲げられていましたが、開校４年目にしてスポーツ健康学科（現スポーツコミュニケー

ション学科）の入学者減少傾向が表れました。 

その結果、それ以降、学科存続のため個人的なつながりに頼る学生集めが行われるように

なってしまいました。 

ふなばし市民大学校が他の自治体と異なる特徴は、まちづくり学部、いきいき学部ともに

OB団体や関連団体との関係性だと思います。 

修了後、地域活動する場が用意されているのは、初めて地域活動をする学生には大変心強

い団体です。カリキュラム編成へも関与する場合もあります。 

カリキュラム編成の課題ですが１点目、社会の環境変化に応じたカリキュラムになってい

るのか。開校時、各大学事業を統合するにあたり、理念、ビジョン、ミッション、教育体系

（学科の目標、単元目標等）を検討した経緯がなく、各学科が統合前から実施していた指導

内容が現カリキュラムの基本となっていると思われます。２点目各上位計画どおり実施して

いない。総合基本計画後期基本計画では「ふなばし市民大学校の充実に向けたカリキュラム

の見直しをおこない・・」船橋の教育では、「講座やカリキュラムを社会変化に応じて適宜

見直し生涯学習機会の充実を図る」と書かれており、一番星プランでは「社会の状況に対応

した自分探しの学びを応援する」となっているが、実践されていません。３点目魅力のある

カリキュラムとは何か。４点目事務局がカリキュラムを作成するに当たり、学科によっては

専門的な見地から指導助言を受ける機会が無い。５点目市民大と公民館との棲み分けができ

ているか、公民館事業とは異なる専門性の発信をしているかなどが挙げられます。 

現状と課題をお聞きいただいて委員の皆様に示唆してもらいたい点として１点目「人生１

００年時代の到来」に備え新たな価値観を見据えた、授業の方向性の確立。２点目「受け身」
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の授業から「能動的」な関わり方ができる授業への見直し。３点目は市の重要政策例えば「健

康寿命日本一を目指す」や「オリンピック・パラリンピック」のためのカリキュラム編成と

考えています。 

社会環境が激変している中、開校１５年を向かえて今後を見据えた市民大学校となるため

のカリキュラム編成に取り組みたいと考えておりますので宜しくお願いいたします。 

 

○明石委員長 

船橋の公民館は２４館ですか 

 

○社会教育課長 

２６館です。おおむね中学校区に１館の割合で建設されています。 

船橋の公民館制度について説明しますと、当初は２６館全部並列でしたが、現在は５館が

基幹館、地区館においては職員が２人と非常勤職員が運営しています。船橋の公民館は貸館、

場所の提供が主になっていて昭和の頃は自主事業が多かったのですが、今も自主事業をやっ

ていますが、その頃に比べると、人員、予算の関係もあり少なくなってきたかなと思います。

その変わり健康寿命の話がでましたが、船橋市はシルバーリハビリ体操のようなものをやっ

ていますので、他課がやっているものに会場を貸しているのがだんだん増えてきたのが現状

です。 

 

○明石委員長 

質問したいのは、公民館の主催事業といいますか、独自にやる公開講座のようなものがあ

りますね。その講座のリストと市民大学校のカリキュラムとだぶりがあるのか無いのか。今

後、大学のように一般教養は公民館の主催事業でやって、市民大学校は専門課程でやるよう

なステップアップとして位置づけるのか、そもそも主旨が違うので公民館で育成するのと市

民大で育成するのは別ということを区別した方がいい、と思い手元に資料が無いので聞いて

みました。 

 

○鈴木委員 

公民館２６館ありまして、基幹館（親館）を核として地区館（子どもの館）がブロックに

なっています。 

市民大の内容にだぶりがあるかということですが、どこの公民館にも６０才以上の寿大学

があって、受け入れられる人数は各館によって違いますが、１年間運営するものがあります。 

学校のリズムは授業と行事、公民館は事業とサークル活動。事業やってもサークルが少な

く部屋が空いているのは芳しくない。かといってサークルが多くて抽選するくらい部屋が埋

まっている。そうすると公民館の独自の事業が思うようにいかないので先に部屋をとるので

すが、講師の方を見ると内容的にだぶりますね。この中の講師の方を公民館でも呼んでいま

すので必ず内容はだぶりますね。内容によってはだぶった方が良いものもありますよね。 

委員長、栗原さんが、おっしゃったように、市民大で資格じゃなくても専門委員という肩
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書があって、公民館のある事業に講師として行かれるように、公民館とタイアップしていか

れるようにするとその方が学んだことが生きてきますよね。 

 

○明石員長 

アウトプットですね。 

 

○鈴木委員 

そういう人が例えば学校に入るとか、子どもらがその人のところに足を運ぶとか。これか

らはゲストティチャーというよりは、子どもらをどんどん外に出さなきゃだめだと思ってい

ます。 

一時期学校もゲストティチャーといって、地域の人の力を借りて昔遊びとかやりましたけ

れども、安全面は心配ですが、色々な人と触れ合いながら体験させることが大切ですね。話

を戻しますが、市民大で学んだ方が公民館の運営だけでなく、生の講座の中に入っていいと

思います。 

 

○明石委員長 

学習した成果を、公民館で子どもたちに来てもらう。 

私は土日に子供に来てほしい。月曜日から金曜日までは大人に来てもらって、土日は子ど

も達が公民館に来てもらって。 

土日は学校が休みだから大人が学校に行くとか大きな発想の転換をしてもいいし、市民大

の分校として土日だけ開く、学校は図書室もあり、家庭科室もありあんな良い施設を使わな

い手はない。発想を変えて土日の公民館は小中高校生に解放する。優先的に。土日の学校は

お休みだから大人たちに解放する。それはふなばし市民大学校の分校です。分校というかサ

テライトですね。そこで講座を開くとかですね。 

学んだことを吐き出したい。吐き出すには市の評価というか認証があると鬼に金棒で働き

やすい。そういうことで、事務局には公民館と市民大の講座と講師のだぶりを整理していた

だくと今後の市民大の特色が出しやすいではないでしょうか 

 

○鈴木委員 

カリキュラムを見させていただき、継続して同じ講師がやるのは何回位ですか。 

 

○事務局（田久保） 

ＯＢ団体の方が卒業企画にむけて１０回くらい行うものもあります。 

 

○鈴木委員 

このカリキュラムを見て少し精選した方がいい気がします 

 

○佐谷委員 
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江戸川総合人生大学は学科長が、まちづくり学科、国際コミュニティ学科、子育てささえ

あい学科、介護・健康学科と４学科あって、それぞれ学科長がいて２年間のカリキュラムは

学科長が責任をもって作ります。今の船橋のような作り方をしていると誰に最終的な責任が

あるのか不明瞭だと思いました。大学もそうですが、１年間の講義を組み立て、ゲスト講師

を招くにも誰か責任者がいる。そういう体制を作ったらどうかなと思います。 

 

○明石委員長 

大事なご意見だと思います。総花的にやるのではなく、初期はそれでよかったと思うので

すが、これからは少し専門的な責任体制を作っていく。 

 

○佐谷委員 

今は事務局がその役割を担っていると思いますが、事務局は人が変わりますからね。たと

えば５年単位で責任体制をとる。江戸川も学長、学科長は変わらないのですが、事務局は変

わるのですね。誰かが責任を持って毎年毎年、少しずつ、リニューアルしながら、というこ

とをやってくれる人がいるといいなと思います。 

 

○明石委員長 

学科の問題と人の問題とあとは授業時数の問題ですね。江戸川の場合は２年間でやってい

る。そのへんをはっきり決めておかないと。佐倉コミュニティカレッジは２年コースです。

２年のときの修士論文というか卒業論文を発表させます。１年コースと２年コースでは組み

立てが違いますからそのへんを決めていただいて１年間の授業時数を基本的に１２０時間

にするのか、大枠を決めていただけるといいかなと思います。 

 

○佐谷委員 

今はばらばらなんですね。 

 

○事務局（田久保） 

年間概ね４０回と募集要項には出していますが、３０回から４３、４回とばらつきがあり

ます。 

 

○明石委員長 

大学は１５回１５回ありますね。セメスタで１５回は長いから８回。８回でやるところも

増えましたが、国も考えていますね。 

 

○事務局（田久保） 

特に出席率何％で修了とも問わないので曖昧になってしまっているのかもしれません。 

 

○明石委員長 
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ないんですか。 

 

○事務局（田久保） 

はい。ないので授業回数にもばらつきがみられます。 

 

○明石委員長 

厳しい試験は嫌だけど、面談をしていただけるといいですね。ペーパーテストではなく口

頭質問するとか。それに近い形で講師がしてくれるとか、どこかで評価してあげないとモチ

ベーションが上がらないですね。厳しいのは困りますが、いい意味で発表会とか面談とか必

要です。 

 

○鈴木委員 

入学した方は常にずっと話を聞きっぱなしで、授業を受け身状態で受講している限り、最

後に学んだことを形にしたり文字にしたり言葉にしたりするのは難しいですね。常に一人の

方が発したら共有しながら講師の方も含めて深めていくとか、内容の進め方をしないといつ

までも受け身になっているという。学校の授業も指導型の授業は眠くなりつまらない。そし

て面白くないからその教科が遅れていく。入学した人が生かされる、主役になる内容にする

ことが大事。佐谷委員おっっしゃたが理念はいいと思う。１年はあっという間に過ぎる。 

自分も寿大学をやっていたとき、「音楽の館長だから音楽の講座何かやってほしい」と要

望があって、５月から１２月までの１０回近くある。着任時何も決まっていなかったので作

成したが、簡単な言い方すると去年と同じ内容で同じことをすれば講座は埋まります。でも、

それは一番やってはいけないことなので、昨年の寿大学の、アンケートに「バス研修に３回

落選した」抽選に外れた方の声が聞こえてきた。受講生１００人以上いるのに４０人か５０

人乗りバスを１回しか出来ず、そのとき、社会教育課と調整して、バスを別の日に借りて行

先を同じにしたところ不満が聞こえなくなった。そういう声が大事になってくると思います。

もう一度同じ講話を聴きたいとニーズがあればその声を聞く、よくなかったという声を聴い

て同じことやってはダメですよね。 

 

○明石委員長 

公民館で問題意識もってもらい市民大学校に来てもらえるといいですね。モチベーション

が上がりますね。棲み分けしないといけないですね。公民館は地域に根付いた物をやってい

ますからね。 

１年コース２年コースという点では、土井委員は１年コース受講してみていかがでしたか。 

 

○土井委員 

２年はどうかわからないですね。千葉は２年制ですね。 

 

○明石委員長 
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佐倉は２年です。定員５０人で。 

 

○土井委員 

わからないのですが、２年だと現実性があるのか、予算的な面もあるでしょうから。 

２年に１回修了生が出るのですか。 

 

○明石委員長 

１年で基礎学習をして、テーマを決めて２年生の時にワークショップを 

 

○土井委員 

今年入学したら来年入学生をとらないのですか 

 

○明石委員長 

とります 

 

○土井委員 

ということはだぶっていますね 

 

○佐谷委員 

１年生と２年生がいる感じですね 

 

○土井委員 

ということは倍になりますね。それは船橋的にはどうなのでしょう。予算が絡みますから

ね。 

 

○明石委員長 

その時はコースを精査すればいいでしょう。今の４つのコースでは難しいでしょうね。 

 

○土井委員 

現在、専任講師は、いきいき学部、まちづくり学科どの学科にもいますか。 

 

○事務局（田久保） 

ボランティア入門学科と生涯学習コーディネーター学科には役所を退職した職員ＯＢな

どが専任講師をしています。 

 

○土井委員 

専任講師が継続し同じ方が何年か責任もって出来ればちょっと変わるかもしれないです

ね。去年（いきいき学部）やってみてすごく楽しかった。今も皆で集まりサークル作って一
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緒にやっています。 

何が良かったかと思うと、高齢者になると「自分は、自分は」と自分の話を始めますね。

誰かが話す、すると「そうですね、それ自分も、」と話を取ってしまう。グループにそうい

う人がいるとそのグループはまとまらないですね。今私がつながっているサークルの人は話

を取らない。そこらへんのマナーがいい人が集まっているから卒業後自然に組織が出来た。

そう考えるとどの学科も話し方とか聴き方、人との付き合い方の実習がカリキュラムに組み

込まれる良いのではないでしょうか。高齢者の人は気をつけなくてはならないポイントです

ね。人間関係がうまく出来て仲良くなり、自分達で勉強する活動が自然とおきてくるように

思います。 

 

○明石委員長 

大事なことですね。 

敬愛短大は４月１日の入学式がおわるとすぐに３日から４日まで一泊二日の校外合同合

宿があります。３日から基本的な集団行動をやり、その中でニックネーム決め、自分の役割

分担決め、学長の「敬天愛人」建学の精神の講話など、入学一週間は２つの学科の共通オリ

エンテーションをうけます。オリエンテーションを長くとり５日からスタートです。 

高齢者の場合も一週間くらい用意してもいいですね。 

話は変わりますが、金さん銀さん姉妹の銀さんのお嬢さんも３人とも長生きしています。

千葉大の先生が研究し、長寿は遺伝とか食事とかありますが、もっとも大きいのは３人とも

話し方がものすごく上手ということ。コミュニケーション能力があるそうです。１人がしゃ

べっていたらあとはしゃべらない。お姉さんが話していると３女が聞き、２女が突っ込むと

か、素晴らしいコミュニケーションをとってらっしゃる。皆で楽しむ会話術ですね。男性が

早死にするのはしゃべらないからですかね。たこつぼに入ってしまう。 

 

○佐谷委員 

それも先ほどのアクションラーニングですね。グループワークをカリキュラムに入れ込む

と良いと思います。 

江戸川の場合だと色々なところへ行き１時間程度見学した後、それに対して相手側からお

題を頂いて、例えば小松菜農家へ行き商品開発をテーマにもらい提案するとか、毎回毎回グ

ループ内や全体に向けて話をするとだんだん慣れてきます。２５人の前で話すことが平気に

なってくる。時間割はこれでも良いかもしれませんが、一コマの中にグループワークを入れ

るといいかもしれませんね。 

 

○明石委員長 

どういう形でグループワークを入れ込むかが大切ですね。 

市民大に来る人は情報量もあるし、教養もあるので下手なことを言ったら誰も聞いてくれ

ない。自分から参加し作っていく、偉い人が来て聞くのは聞き飽きているので、グループワ

ークをたくさん取り入れるといいですね。１/３くらいはレクチャーで２/３をグループワー
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クに、説明は短いほどいい。小学校でも説明が長い授業は眠くなってしまう。 

気になったのは専属の方を専属か主任かつくるといいですね。江戸川みたいに学科長を位

置づけておいて、事務局と協働してカリキュラム、講師をどうするかなど決めてもらう。最

後は講師だと思いまうす。選んでもらいディスカッションしていく。最後に授業が終われば

授業評価してもらう。 

厳しいけれど、今は短大でも各大学授業評価しています。 

 

○佐谷委員 

ニーズを聞くのですが、うちは毎回感想ラベルを出してもらっています。各大学もやって

いますね。ちょっとした感想カード出してもらい学科長が読んで次の期のカリキュラムに反

映させることをしています。そういうのを入れるといいですね。 

 

○明石委員長 

私も短大で授業を持っているのでそういうカードを出してもらっています。どんなアルバ

イトがいいですか？などの質問がある。まだ１８才の学生さんなので知識が少ないから、次

回の授業で答える。これが評判が良い。感想を聞くと私の授業を理解しているか、理解して

いないかわかります。 

だいぶ色々出ましたので、あとは事務局で整理してもらいましょう。 

 

○事務局（田久保） 

１０月までに今日のお話を反映させた次年度のカリキュラム案を作成するようにしたい

と思います。 

 

○社会教育課長 

次年度以降は、２年制とか出ましたが、コースの大枠とか１０月には募集要項をつくるの

で間に合わないので、今日のカリキュラムを作らせていただきそれが終わったら、次年度の

２年制などそのあたりの議論、ご意見をいただきたいと思います。 

 

○事務局（田久保） 

本日の資料に今年度のスケジュールを載せております。 

このような形で今年度は進めさせていただきたいと考えていいます。１０月は平成３１年

度カリキュラム素案を作成し２月にはもう少し大きな視点、大局的な部分についてお話しし

ていただきたいと考えています 

 

○明石委員長 

こういう形でこの２年間を過ごしていきたいと思っています。各委員の意見を反映したカ

リキュラムを事務局にお願いしたいと思います。では、本日の会議録署名人ですが鈴木委員

と佐谷委員にお願いします。 
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○鈴木委員 

質問ですが、まちづくり学部は１８才以上が対象ですが、今年はどのくらいの募集人数が

ありましたか。 

 

○事務局（田久保） 

まちづくり学部は定員１２０人のところ１２７人の募集があり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が定員割れを起こしました。年齢層は１８才としながら現

実は、なかなか難しくスポーツコミュニケーション学科に３０歳の方がいらっしゃいますが、

その方が最年少です。 

 

○社会教育課長 

だいたいまちづくり学部が平均６２才から６４才くらい、いきいき学部が６０才代後半で

大体５才くらい年齢層が上がります。ほとんどの方が６５才以上の方になっています。 

まちづくり学部は１８才からになっていますが、大半の方は、６０歳以上です。 

倍率がスポーツコミュニケーション学科０．７倍、ボランティア入門学科が０．９倍、健

康学科が０．８倍、この３学科が定員割れを起こしています。先ほど申し上げましたが、少

ない学科は声かけして入ってもらっているので、実質的にはもう少し低いと思います。いき

いき学部については定員割れを起こしていない学科は抽選を行っているくらいです。 

 

○明石委員長 

最後に事務局に検討してほしいのは、冒頭で申し上げましたが、１８才以上を対象にして

いるということで、小中学生を対象にした事業を考えてほしい。将来の市民を育てるために。

千葉市は小学校５年生以上に年６回ほど子ども議会をやっている。議員が５３人いるので、

５３人募集して市長がレクチャーし、１０グル―プ作り、環境とか、交通とかグループに分

け、議論し、市役所から担当課に来てもらって質問して、調査してリハーサルして本物の議

会のように議場で市長、教育長、局長に質問、再質問したりしています。それは、将来の市

民を作るためにやっています。市民大も小中サマーセミナーで将来の市民を育成することも

どこかで考えていただくと学校教育部門も助かる。せっかく市民大があるのでお互い融合す

る。 

貴重なご意見有難うございました。 

以上を持ちまして本日のカリキュラム検討委員会を終了します。 

 

 


