
令和元年度ふなばし市民大学校第１回カリキュラム検討委員会議事録 

令和元年度 ５月２７日 

於：船橋市役所７０３会議室 

 

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

    栗原薫子委員 

議事内容 １ ふなばし市民大学校設置目的・基本方針について 

     ２ ふなばし市民大学校の学部学科改変について 

 

午後２時００分開会 

 

○明石委員長 

 それでは、これより議事に入りたいと思います。 

 本日の会議の流れは、まず初めに、ふなばし市民大学校設置目的・基本方針につきまし

てご検討いただき、次に、学部学科改変について、委員の皆様のご意見をいただきたいと

思っております。 

 では、第１の議事ですけれども、事務局から設置目的・基本方針についてのご説明をお

願いいたします。 

○社会教育課長 

 社会教育課の二野と申します。資料としましては、「ふなばし市民大学校カリキュラム

改訂の方向性（案）」に沿って説明させていただきます。 

 まず、ふなばし市民大学校については、老人大学やボランティア大学を行政改革のとき

にまとめたもので、設置目的や理念というものがないのが一番の問題だということで、そ

ちらを整理いたしたいと思いました。その中で、どういう方向性がいいのかというところ

で、基本を見てみました。 

 四角の中の教育基本法第３条につきまして、生涯学習が改定されている中で、「生涯に

わたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切

に生かすことができる社会の実現」というのが教育基本法第３条で、同第１２条について

は、「個人の要望や社会の要請にこたえ（中略）地方公共団体によって奨励されなければ

ならない」。 
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 次に、社会教育法第３条第１項については、国と地方公共団体の責務という形で、「す

べての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養

を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない」。 

 次に、３０年１２月２１日の中教審の答申「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた

社会教育の振興方針について」、３ページの４行目のところで「一人一人が、学びを通じ

てその能力を維持向上し続けることができるよう、誰もが生涯にわたり必要な学習を行い、

その成果を個人の生活や地域での活動等に生かす」。 

 この点で言っているのは、皆、個人の自己実現と地域での活動に生かす、こちらのほう

が目的になるのではないかということで、市民大学も生涯学習が目的とするところを目指

すということと、あくまでもこちらは環境の提供ということなので、学校教育のように、

カリキュラムを学習させるのではなくて、自らの学習というところがあるので、１の設置

目的のところに、「生涯にわたって学び続け、その成果を個人の生活や地域での活動等に

活かすことができるようにするための学習環境を提供する。」という設置目的を考えさせ

ていただきました。 

 次に、基本方針ですが、１０年前の知の循環型社会の答申につきましても、視点という

のは継承している。その知の循環型社会を目指して、答申をより現代的にしたものが３０

年１２月の答申になっていると見受けられましたので、まず基本方針としては３点、こち

らの市民大学校のパンフレットにも載っているのですが、「学ぶ場」と「活かす場」と、

次のページの「つながる場」、この３つを挙げさせていただきました。 

 まず、基本方針の（１）「学ぶ場」ですが、これは先ほどの生涯学習、社会教育という

のは、もともとは、戦後、自己学習の中から出てきたというところもありますので、個人

の問題意識、職業的なものや、逆に現代的な地域の社会的課題の対応、また関心、暮らし、

趣味、教養、生きがいづくりなどをきっかけとして行われ、学びの過程を通じて個人の知

的欲求を満たし、生活の改善と人間としての成長、自己実現を目指すというのを基本方針

に置かせていただきました。 

 次に、「活かす場」ということで、こちらにつきましてもコメントに答申の該当部分も

書いてありますが、市民大学校で学ぶことにより、まず地域に対する誇りや帰属意識を育

むということと、自らも当然、地域の当事者として持続的に活動する意欲を醸成する。こ

ちらを「活かす場」という形で挙げさせていただきました。 

 次に、（３）の「つながる場」としまして、これは２つの意味がございます。つながる
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場の１つとしては、市民大学校の学びを通じて学生同士をつなぐ。これはどちらかという

と、市民大学校のいきいき学部のほうの仲間づくりに近い形になるかと思います。もう１

点は、学びだけではなく、成果をさまざまな領域で積極的に活かすことより、誰かの役に

立っているという喜びをもたらし、より積極的に参画する熱意や、さらなる課題解決のた

めに新たな学びを求めるといった持続的な学びと活動の循環をつなぐ。この循環をつなぐ

ということで、「つながる場」としては、学生同士がつながる場と学びと活動の循環をつ

なぐという２つの意味で「つながる場」というふうに今回整理させていただきました。 

 事務局からの説明は以上です。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 設置目的と基本方針、これまでは薄々あったけれども明文化されていなかったので、か

ちっとやっていきましょうというのが今の事務局の提案でございます。 

 何かご質問ございますか。 

 課長、そうすると、設置目的の四角の中で、黒ポチが３つありますけれども、これは並

列に置くのでしょうか。それとも、その中で一番いいのが社会教育法第３条第１項を使う

のか。その辺はまだはっきりしていないわけですね。 

○社会教育課長 

 こちらのそれぞれの条文を使いまして、「１．設置目的」の上の「生涯にわたって学び

続け、その成果を個人の生活や地域の活動等に活かすことができるようにするための学習

環境を提供する」、これを設置目的としたいと。この「生涯にわたって学び続け・・・」

という基礎となるものが、こういう条文の中にこういう形で書いてあります。その中でこ

ういう形の文言を持ってきましたという構成になっております。 

○明石委員長 

 ２行の説明の根拠ですか。 

○社会教育課長 

 はい、根拠です。 

○明石委員長 

 わかりました。その確認、よろしいですね。 

○佐谷委員 

 今のがちょっとわからなかったのですが、江戸川総合人生大学の場合も、実学というふ



 3 

うにも言っていて、学びはあるんだけれども、それは活かすために学ぶんだというような

位置づけです。学ぶことと活かすことが、学ぶだけでもいいのか、学んだら必ず活かさな

ければいけない実学的なのかということでいうと、今の話はどういうことですか。両立と

いうのか。 

○社会教育課長 

 ここのあたりで江戸川市民大学のほうも見させていただいたときに、まさに実学のとこ

ろで、学んだら必ず活かすというか、活かすことがメインであるという形ですが、私ども

のいろいろな昔の社会教育法から見ていくと、やはり自らの学びというのが一つあります。

その中で今日的には地域にも学んだことを還元しようというところがありますので、学部

学科構成を考えたところ、どちらかというと自分が学んで自己啓発をして自己実現に持っ

ていくことが、まず一つの方法。もう一つの方法としては、自己実現の中で学んだことを

活かして地域のためにもなるという形で、地域に還元するということと並列で自分も学ん

でいくという、この二本立てという形で私どもとしては考えている次第です。 

○佐谷委員 

 このカリキュラムの中では、学ぶことで、ある程度完結するコースなり何なりがあって、

もう一方では、学んで活かすことまでを見据えたコースもあって、それが２つあるという

ことでいいですか。 

○社会教育課長 

 はい、そういう形で考えております。 

○明石委員長 

 よろしいですね。「生涯にわたって学び続け」で一区切りがあって、その成果から後半

のほうに来る。そういう意味では並列と言いましょうか、そういう理解ですね。 

 次は、基本方針。これも「学ぶ場」「活かす場」「つながる場」として、設置目的だけで

は理解できないので、それをもっと具体的なレベルまで上げると、基本方針としてはこの

３つの場を設けるんですよと。学習環境を提供するというのが設置目的でございますから、

その学習環境を構成するものとして「学ぶ場」と「活かす場」と「つながる場」。ここで

一番大事なのは、（３）番の「つながる場」ですね。要するに、持続的な学びと活動の循

環をつくっていくという、これがこの中で目新しい。だから、設置目的では並列であるけ

れども、基本方針としては、２つの場を設けながら学びと活動をつなげる好循環をしてい

くのだと。それが船橋のおもしろいところかなと。そういう意味で基本方針を３つ掲げて
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いるということです。 

 これに関していかがでしょうか。 

 ここまではそれほど異議が出ない。形を整えておかないといけないということで、形を

整えさせていただきました。 

 それでは、次、議事２に移りたいと思います。 

 学部学科改変の議事でございまして、昨年度、現状の把握を行いました。さまざまな課

題が明らかになったのですが、ついては設置目的と基本方針を踏まえて、学部の考え方と

かあり方を構造的に検討していただきたいと思っております。そのために、まず事務局か

ら資料３ページの説明を含めた学部の考え方について説明をお願いいたします。 

○社会教育課長 

 ３ページの学部についての検討ということで、その前にちょっと整理としまして、学部

及び学科のほうを検討するに当たって、今の取り巻く環境ということでまとめさせていた

だきましたので、そちらのほうの説明から入りたいと思います。 

 ２ページのこれからの社会教育を取り巻く環境の変化というところで、まず大きく分け

てカテゴリーとしては６つを考えております。 

 まず１つ、これが一番大きいところですけど、人生１００年時代と言われ、いわゆる平

均寿命が延びてきて１００歳まで生きられるような世の中になってきたという中で、何が

課題であり、環境の変化として考えられるかというと、６０歳で定年というモデルがなく

なって、今は６５歳、今度は７０歳が定年になるという話が出ていて、仮に７０歳として

１００歳まで生きたとしても３０年あるわけですので、退職後の収入とか経済的知識とい

うのも必要になってくるだろうというふうに考えております。日本の場合、若い世代には

経済的な教育とかファイナンスリテラシーみたいなものはあるのですが、諸外国に比べて

日本は学校でお金のことは扱わないみたいなところがあるので、会社の中でも年功序列で

やっていたので、いきなりそういうお金が少なくなってくるような状況になってきて、や

はり必要になってくるのではないかと。 

 もう一つは、健康増進と介護予防。１００歳まで生きるようになると健康な高齢者の方

たちがいるということで、より一層の健康増進、ここで健康と言っているのは、ただ単に

身体的に丈夫というだけでなく、地域とのつながりの中で活動することの喜びとか、ＪＡ

ＧＥＳという各都市の健康状態がどういう状態か調べたようなものがあるのですが、その

中で船橋は割と健康な高齢者が多いけれども地域とのつながりが弱くて、それに対する満
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足度が低いというのも出ていますので、そういうのも含めた健康増進。 

 あと、これからは介護予防もしなければならないと、介護保険もどちらかというとケア

から予防のほうにシフトしてきたので、こういう視点というのはこれから社会教育とか生

涯学習の中で考えていかなければいけない。つまりは、学部よりは学科のほうでこういう

ものを考えていかなければならないということで挙げさせていただきました。 

 次に、大きな改変としてグローバル化ということで、定住外国人やインバウンド外国人

が増加していることがあります。その中で２つに分けまして、定住外国人増加による課題

としてはコミュニケーションの問題。これについては子供については日本語教育というこ

とで文科省のほうでもやっているのですが、それ以外にも働く外国人のために企業もそう

いう責務を負うとか、社会教育として何ができるかということも考えなければいけないと

思います。 

 それから、外国の人が暮らすための日本の風俗とか習慣。実は、船橋市の基本計画を作

成しているときに、各コミュニティ地区で会議をしたところ、特に外国人の多いところで

は、外国の人たちはごみ出しのルールがわからなくて困るという意見もありますし、逆に

日本の方からは、私たちもあの人たちとコミュニケートしていきたいけれども、その方法

が難しいようなところが出てきましたので、まず外国の人が暮らすための日本の風俗とか

習慣の習得をどういう形で行っていくのか。また、先ほども説明したように、地域の住民

の方が外国人と同じコミュニティの住民として暮らしていくために、その交流をどうする

か。ここが大きい話になっていくのではないかと考えています。 

 もう一つは、インバウンドの話になりますが、これは当然コミュニケーションの問題だ

けではなくて、ここで言うコミュニケーションというのは、相手の文化を知って日本を案

内するような形。それから、観光ボランティア等外国人に対する人材の育成。当然、自分

の地域を紹介するためには地域への深い理解が必要となってくるのではないかということ

で、課題として挙げさせていただきました。 

 次に、３番目としては、地域コミュニティの衰退です。困難を抱えた世帯が増えている。

障害者とか高齢者ですね。高齢者もどちらかというと独居の高齢者とか身体が不自由な高

齢者、ひとり親、ここには書いていませんが性的少数者の方々の増加という課題がありま

す。そのコミュニティが衰退しているために、地域活性化のための仕掛けづくりや災害等

が増えてきた中で必要になってくるきずなづくり、こういうものも学科の中で入れていか

なければいけないと考えております。 
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 ４番としては、貧困と格差。 

 ５番目としまして、技術革新とSociety5.0。ご存じだと思いますけれども、Society5.0

というのは物理的な世界とバーチャルな世界が融合して、より私たちに利便性のあるよう

な世界を提供するもので、そのためには高齢者の方でそういうのに慣れていない方のデジ

タルデバイドの問題や、一般の方でも今どういうふうに世界が流れているかという新たな

知識の習得というのも必要になってくると考えています。 

 また、社会教育の裏には地方公共団体の財政の縮減傾向もあるのですが、逆に言うと社

会教育の提供主体の多様化というのもあるので、これを積極的に、例えば通信教育とか大

学とか企業などとも連携して、その分野を担っていただかなければいけない。 

 こういうことを考えて学科のほうを考えていかなければならないということで、問題提

起という形で挙げさせていただきました。課題ばかりのように見えますが、実は環境の変

化を課題だけと見るのではなくて、新たな社会教育の再構築と捉え直すことが必要なので

はないかというふうには考えております。 

 そういう課題を踏まえて、まず学部についての検討ということで、学部構成の際の視点

ということを考えさせていただきました。先ほども佐谷委員のほうから、自分から学んで

いくのか、それとも実学で行くのか。市民大学の目指すところは両輪だというところなの

で、自己の自発的な学習という側面と、学習の成果を地域に還元するという側面の２つあ

るということを視点といたしました。 

 そのために学部構成として、名称については変更するか否かは今後の検討になると思う

のですが、二部構成で「いきいき学部」と「まちづくり学部」という形でいくのがいいの

ではないかと事務局としては考えさせていただきました。 

 ただ、その内容は、今みたいに仲間づくりと地域への還元というだけではなく、まずい

きいき学部につきましては、どちらかというと主として自己啓発や自分探しを学習の中心

とする学部とする。先ほども課題のところで申し上げましたように、例えばファイナンス

教育だとかSociety5.0に関する知識とか、どちらかというと自分がよりよい環境で生活す

るため、自己実現を図るためという側面が強い学部を「いきいき学部」というふうに再構

築いたしました。これについては、より多くの人が受講することにより、地域の課題解決

学習へ進む導入部分というところもありますので、まず自分から学び、それが後のまちづ

くり学部の実学みたいな形に発展したほうがいいのかなということで、なるべく多くの人

に受講していただきたいと考えましたので、こちらについては修業期間を１年というふう
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に事務局案としては考えさせていただきました。 

 次に、受講対象者としましては６０歳以上という形で、なぜ６０歳以上かと考えたとこ

ろ、学校教育修了後は会社等の所属する組織などの中で、十分とは言えないながらも比較

的学習機会が提供されていますが、６０歳を定年とした場合、定年後はこのような機会が

減ることから、事務局としては対象者を６０歳以上としたところです。 

 次に、いきいき学部に対して、もう一つのまちづくり学部ですが、こちらはより直接的

に地域の課題を解決するための学習を中心とする学部としたいと考えております。地域の

課題を解決するためには、いきいき学部よりも地域の理解が必要なのですが、より深い理

解やＮＰＯや地域団体との活動の実習としてその中へ入って活動していかないと、なかな

かまちづくり学部の学習が進まないということで、こちらは修業期間は２年として、特に

後半については、いろいろな団体等の中に入って実際に実施をするということを考えてい

ます。これにつきましては、まちづくりということなので１８歳以上というふうに事務局

としては考えさせていただきました。 

 ただ、これはあくまでも事務局案ですので、学部構成についての検討をぜひ委員の皆様

にしていただきたいと考えております。まず、現在と同様に二部制とするかどうかという

ところから、事務局としては案を出させていただいたのですが、それにとらわれずにご意

見をいただきたいと思います。 

 また、学部の学習内容でも、いきいき学部に関しましては自分のためになるような学問

という話と、まちづくり学部の目指すところとしては、学んだことを地域に還元して課題

解決にしていくというような形の内容としていますけれども、そちらのほうでもご意見を

いただきたいと思います。 

 それも含めて、いきいき学部はそのために１年とし、まちづくり学部については２年と

しておりますが、この修学期間の問題もどうなのかなということ。受講者の対象年齢につ

いて、事務局としては、特にいきいき学部については６０歳以上としていまして、理屈と

しては定年後は学習の機会が減るからとは言っているのですが、実際この中で出てきたの

は、子育て等を終えた年代の女性とか早期退職者などを対象とした場合、学部としては６

０歳でいいかというところがございますので、こちらのほうもご意見をいただきたいとい

うことで、（ア）（イ）（ウ）（エ）について書かせていただきました。 

 次に、学科についての検討ですが、当初いろいろな課題があることから、どういう学科

が必要かというところまで検討していたのですが、まだ○○学科というところまで詰め切
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れていないところで、両学部で取り入れることとしては、まず船橋の理解というのは当然

必要になるのではないか、それから、コミュニケーションの授業は必須ではないか、また、

情報の発信、調べ方の学習、これらはいきいき学部であれ、まちづくり学部であれ、ベー

スとして必要になってくるのではないか。 

 次に、まちづくり学部で特に取り入れたいこととして、いきいき学部に比べてより深い

船橋の理解と夜間の授業、資格の取得、それから、この前の議事録にあります出口戦略と

して、勉強の後どういうふうに活動とか創業等につなげるかということ、このあたりを考

えておりますので、これについてご意見をいただけたらと思います。 

 あと、運営体制については、学長、副学長、事務局のほかに、いきいき学部のほうは業

務委託というのを考えております。業務委託をするに当たっても、本当にこういう形でい

いのか、それとも、いきいき学部の専任講師を業務委託にしてカリキュラムを組んでもら

うのか、下に書いてありますが、業務委託の範囲を学部専任講師までとするのか、事務局

のカリキュラムの関与の程度をどの程度にするのか、その場合に、すぐやるのか、それと

も大体何年ぐらいをめどにしたらできるのか、もしご経験があればそのあたりのところを

教えていただきたいと考えています。 

 また、事務局としましては、新カリキュラムの開始時期を令和２年４月、次年度の授業

からやっていきたいと考えていますけれども、そのためには何を留意したらいいかという

ところもあわせて教えていただきたいと思います。 

 長くなりましたが、事務局の説明は以上です。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 今、船橋のほうから、環境の変化の問題を押さえながら、既存の学部構成の案はこうい

う案がありますと。その学部を回すといいますか、業務委託とか事務局の役割とか、非常

にたくさんの量がありますけれども、とりあえず２ページの「これからの社会教育を取り

巻く環境の変化」というのを、委員の方々で共通認識をしていただかないといけないかな

と思います。この辺をまず押さえていただきたい。そういう意味では、かなり大事な点を

押さえているかなというのがありまして、私は船橋とか市川とかはグローバル化とか多文

化とかダイバーシティとか、その辺は避けて通れないかなと。この４月から入管法が変わ

りまして、もっともっと多文化を抱えた方々が見えるかなと思います。 

 今、中教審の生涯学習分科会でも、入管法の改定によって、お子さんだけではなくて、
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そのお子さんを抱えているご両親の社会へのかかわり方をどうするかというのを今度は検

討せざるを得ないんです。そういう意味では、東京で一番多いのは豊島区です。豊島区は

多文化の中で１５％ぐらいいるでしょうかね。それも若い方が入ってきている。多分、千

葉県では市原と市川と浦安と船橋あたりが増えるかなという感じはしているので、そうい

う問題意識でこれを読んでいただければと思っております。 

 あとは、地域コミュニティの衰退というのは、これはもう押さえていかなければいけな

いし、先ほどご説明ありましたように技術革新のSociety、スマート社会と言いましょう

か、そういうのが出てくるのですよと。特にデジタルデバイドの問題をどうするか。これ

からはタブレットを皆さん一人一人が持つような時代になってくるから、それに対応し、

学びに行く場面と自宅で学習する場面をどう組み立てるか。ですから、学部構成のことを

考える場合に、放送大学とかがありますよね。だけどスクーリングというのは大事だよと。

それを今後ふなばし市民大学ではどこまで考えていくのか、そういうのもあります。 

 この前申し上げましたように、ＮＴＴがｇａｃｃｏというのをつくって、すぐ入って学

べる。それはアメリカのハーバードとかスタンフォード大学の学びも、それで資格を取れ

るということを日本バージョンで出していきたいと。各大学もそういう講座を持ってきて

おります。ですから、これからはそういう民間の教育機関が出していくような講座もある

し、各大学がネットでやっているのも出てきますよと。そういう中でふなばし市民大学は

お互いに競演と言いましょうか、選択するのは市民でしょうから、そういうことも少しど

こかで押さえておかないと難しいかなという感じはしております。 

 そういう意味で、これから各委員の方々にお聞きしたいのは、そういう社会の変化に応

じた、事務局としては、いきいき学部とまちづくり学部というのを案として考えています

よと。いきいき学部は１年の履修期間で、まちづくりは２年間を考えている。キーワード

は、いきいき学部は６０歳以上、まちづくりは１８歳以上としているけれども、これにつ

いてご意見があればお聞きしたいと。 

 まず、その辺でいかがでしょう。２学部制でいくのか３つでいくのか。 

○佐谷委員 

 ３番の地域コミュニティの衰退というところで、（ア）と（イ）というのがあります。

これもすごく大きな問題ではありますけれども、イギリスでは孤独担当大臣というのが２

０１８年からできていまして、孤独をどうするかというのが非常に大きな問題になってい

ると思うのです。 
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 一つは高齢者ということがもちろんあって、ひとり暮らし高齢者もありますし、２人だ

って孤独な場合もあると思いますけれども、もう一つは、今年、ひきこもりが高齢化して

いるという話ですとか、それから「８０５０」という、５０代の方が８０代の親を介護し

て、親世代と子世代の両方ひきこもってしまうというようなことも問題になっている状況

だと思います。 

 ですので、その辺のこともこちらに入れて、いきいき学部は学びということも重要です

けれども、先ほどの「つながる場」ということもあって、どうやって孤独から逃れられる

かというのも変ですけれども、どうやって孤独でない人たちをたくさんつくっていくか、

ということを狙いの一つにしていくと、先ほどおっしゃった企業などよりは政策的な話に

なっていくのではないかなと思っているところです。 

○明石委員長 

 非常に大事なご指摘で、高齢者だけではなくて、若者のひきこもり問題は、千葉県の教

育委員会ではなくて、健康生活部が相談をずっと５年やっているんですけれども、これが

さっき触れたように５０代になりつつあります。 

○佐谷委員 

 この前の政府のものだと、４０歳以上のひきこもりのほうが４０歳以下のひきこもりよ

りも数的には多いというのがニュースになっていました。今年でしたよね、多分。 

○明石委員長 

 今年です。 

○佐谷委員 

 それぐらい高齢ひきこもりの方も多くなっているということだと思います。もちろん若

者も重要な、そこで何とかしないとまた増えるということもあるので、小中高の年代の子

供たちにも、ある種のコミュニティに入って孤独を解消していくという政策をどうするか

というのは非常に重要だと思うのですけれども、それは直にいきいき学部に来るという話

ではないと思うので、まちづくり学部にそういう若者のひきこもりに対してどうしようか

というグループができていくといいなという感じですよね。受講生が６０歳以上かどうか

というのは、すみません。 

○明石委員長 

 先ほどのひきこもりの問題に関しては、千葉県では「ニュースタート」というのがあり

ますが、ご存じですか。 
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○佐谷委員 

 知らないです。 

○明石委員長 

 「ニュースタート」というので浦安でやっているんです。たまり場で。レンタルお姉さ

ん・レンタルお兄さんといって、各家に訪問してクイズを出すんです。クイズを出して次

の週に行ったら答えが出てきている。顔と顔を会わせるのは嫌だけれども、手紙とかクイ

ズ形式でやってくれる。映画にもなっていますけれども、そういう形で若者が少しでも参

加するという。厚労省も予算化したけれども、なかなかお金が続かなくてやめましたけれ

ども。 

 千葉県のデータを持っていますけれども、船橋も３０、４０、５０歳前後のひきこもり

が何人いて、大きな社会問題になってくる。私はそういう方を視野に置いたときに、いき

いき学部に入りたいのに６０歳以上でいいんでしょうかと。彼らは人には興味を持つけれ

ども、会うのは嫌がる。だけども自分で学習するのは好きだから、その学習した成果を発

表するようなチャンネルを用意しようとすると、いきいき学部はいいんだけれども、６０

歳以上というのはこれでいいのでしょうか、という課題も出てきます。 

 土井委員いかがでしょうか。 

○土井委員 

 対象をどこまで市民大学校が担当するかということがまずあると思うのです。社会的な

環境で弱者になっているような人たち、あるいは孤独になっている人たちに対しての門戸

を市民大学校が開いていくという形なのか、あるいは、そういう社会環境に対して有意に

働いてくださる人材を育てるというのが、またもう一方の分野として市民大学校が担当す

るということなのか。前者の場合だったら、引っ込み思案になっている人たちは最初から

多分門はたたいてこないだろう。かなりいろいろなものを用意しても門はたたいてこない

だろうなという気がします。これは私の感覚が違うのかもしれませんけれども、そういう

意味では、カリキュラムの中身の中でそういう人たちを対象にしたものを何か学部の中で

つくっていこうかというのは、ちょっと手を広げ過ぎではないかという気がします。 

○社会教育課長 

 どちらかというと、いきいき学部のほうでそういう人たちをサポートする人たちを育成

する。 

○土井委員 
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 サポートする人材を何らかの形でそれぞれのところでやるか、あるいは、そういう分野

の学科をつくるかというということなのでしょうけれども。 

○佐谷委員 

 ひきこもり５年とか、そういう人はなかなか難しいと思うのですけど。 

○土井委員 

 予備軍。 

○佐谷委員 

 予備軍で、江戸川総合人生大学もそういう人が結構来ます。定年して行くところがなく

なると、ずっとひきこもっていたと。「ずっとひきこもっていた」というのは、半年とか

数カ月ですが、これじゃだめだから総合人生大学に入学しましたという人も結構いらっし

ゃるんです。そういう人たちは長期のひきこもりではないのですが、ちょっとしたひきこ

もりで、孤独を解消するために大学に来ましたという、かなり前向きだけど行くところが

ない感じの方ですね。そういう人は多分船橋でもいらっしゃるのではないかなと思います。

そこはあまり孤独というのを大々的に持ち出さずに出していくというのもあるかもしれな

いですけれども、こちらの環境の認識としてはその辺は入れておいたほうがいいのかなと

は思います。 

○社会教育課長 

 環境の認識として孤独の問題を。 

○佐谷委員 

 課題認識としてはですね。こちらで言うことは仲間づくりをどの辺まで入れるかという

ことですよね。３ページのほうの学習内容として、仲間づくりみたいなものをどれぐらい

うたっていくか、あるいは、カリキュラムに入れていくかというようなことをどこまでや

るか、純粋な学びと仲間づくりのバランスですね。 

○明石委員長 

 鈴木委員、全体的に見られて。 

○鈴木委員 

 いろいろなことを僕自身考えさせていただきましたけれども、一人一人の人間として今

住んでいる地域が非常に大事だと思いますね。そこでコミュニケーションをどのぐらいと

っているかとか。 

 例えば、昨年度、私、地域の組長をやりました。会費をいただくのでも２０何世帯あっ
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て、グループに分けて表を作ったりして行いましたが、一度には絶対集まりません。それ

で、３回ぐらい行ったときにまだ留守の家庭については手紙を置いてきました。そうした

らすぐ連絡が来たんです。だから、そういう一言二言三言の手紙一通でも地域の方とコミ

ュニケーションがとれるようになって、僕自身がより地域を見られるようになりました。 

そういう輪というものが非常に大事で、例えば地域の町会の理事会や役員会へ行っても、

船橋がこういうことをやっているということを誰も知らないです。こういうパンフも来な

いしチラシも来ないし、自治会で回っても来ない。いろんなところで理解を得るためにも

っと大事なことは、知ってもらうこと。僕は話していてすごくいい案だなと今感心してい

たんですけれども、そう思うのが一つ。 

 あと、例えば日本語教育も学校時代や教育委員会時代にやっていましたけれど、いろん

な問題があって、日本に来て働いている方のお子さんはやはり文化・習慣が違います。昨

日もＮＨＫのテレビで日本語の指導のことをやっていましたけれども、国際交流協会のボ

ランティアさんとか色々な形で日本語指導をしていると思います。学校でもボランティア

を派遣して週に１回やっていると思いますけれども、そういうことを教えるのが好きだと

いう人もいるだろうし、そういう人たちがどんどん市民大学校に入学していろいろなもの

を学んでいただければいいなと思うので、今、明石委員長が言った、年齢は別として、方

法というのは非常に僕はいいなと思います。 

 先週の金曜日、この間たまたま市民大学で講座をやってきました。非常に僕は感動して、

ここに来ている方というのは何かを求めて来ているなというのが非常に肌で感じて、すば

らしい時間を共有させてもらったなという話をさせていただいたんです。僕は講義をやろ

うなんて思って講師で呼ばれて行っていませんので、一緒に何かをつくりたい、共有した

いと思って行っていますので、一緒に歌を歌いましょうと言ったら、ものすごい声で歌っ

てくれる。本当に「市民大学第九合唱団ができますね」と言ったぐらいです。 

 来ている方というのはやはり何かを求めて来ているので、やっぱり年齢がある程度いく

と、今のひきこもりじゃないですけど、ひきこまらない人たちが表に出て行って、何かを

やってみたいなとか、いろんな人と知り合いたいなとか、学びたいなというのがあると思

うんです。そういう意味では、年齢は６０歳に限らなくてもいいのかなと。さっき二野課

長も、６５歳まで働くようになって７０歳の時代も来るのかなということなので、その辺

は少し検討したらどうかと思います。 

○明石委員長 
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 ありがとうございました。 

 では、栗原委員、何かございましたら。 

○栗原委員 

 私もよく考えられているなと思いました。今６０歳のことで議論になっておりますけれ

ども、私も定年退職まであと数年というところまで来て、実はどうしようかなと毎日考え

ているところですけれども、例えば、こちらの資料の４ページの一番上のところの

「（エ）受講者の対象年齢（子育てを終えた年代の女性、早期退職者など）……」という

ところがあります。ここに入ってくるかなとも思うのですが、例えば体調が悪くてなかな

か仕事につけないとかそういう人たちで、６０歳になっていないけれども、こういう機会

に参加したいという人も必ずいらっしゃるのかなと思いました。よく練られているなとい

うのと同時に、これからの社会教育を取り巻く環境の変化、これを全て網羅したカリキュ

ラムをつくるのは本当に大変なことだなと逆に思いました。でも、民間のカルチャーセン

ターではなくて船橋市でやっている市民大学校だからできること、だからこれなんだよと

いうのがはっきりうたえると、本当にすばらしいものになるのかなと思います。具体的で

なくて申しわけないですけれども。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 先ほど土井委員が言われたことはとても大事なことなので、この船橋の市民大学は、

「学ぶ場」と「活かす場」と「つながる場」の３つがありましたよね。そうすると、ネッ

トで学習するのは個人に任せる。どこの民間を使おうが大学を使おうが個人的な学習は多

様な中からやってくださいと。船橋の市民大学は、人が集う場として考えていくんですよ

というふうにする。だから、講座をネットで流すなんていうのはほかの機関に任せておい

て、こちらはライブ的なもので押さえていくという形で絞っていかないと、たくさんやり

過ぎたら大体失敗するので。とにかく、学部が２つか３つかわかりませんけれども、そこ

に来てもらう、仲間づくりも含めて集うということで限定していきたいということでまず

考えていきたいと思います。そういうふうに絞ったほうがいいだろうなという感じがして

おります。 

 ちょっとお聞きしたいのは、この２つの学部、３つでもいいでしょうけれども、今の船

橋の公民館の事業内容、図書館とか博物館の事業内容との関連をどこかに置いておかない

といけない。図書館も公民館も集って学んでいるので、その学習スタイルと市民大学の学
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習スタイルはどこがかぶるのか、かぶらないのか、その辺がここでは出てきていないので、

今回は無理でも、次の７月か８月にまたこの委員会をやりますけれども、その役割分担と

いうかマップをつくっておかないと、これは去年からの懸案事項で、同じことをやっても

意味がないし。 

 鈴木委員、公民館に詳しいですけれども。 

○鈴木委員 

 今、委員長がおっしゃったとおりなので、ダブっていい分野とダブらせないほうがいい

分野があります。その辺を精選していくことだと思いますね。２６公民館ありますけれど

も、どこの公民館も名称は違っても寿大学みたいなものをやっていますよね。６０歳以上

の方を対象とした講座で、実行委員会方式でいろいろな案をつくって、次はこういうのを

やりましょう、何々やりましょうという形で、どこの公民館も毎月１回ぐらいはやってい

ると思います。１２回やっているところもあれば１０回やっているところもある。その中

に例えばバス研修があったり施設見学があったりスポーツがあったり、そういう内容も踏

まえて、重なっていい部分もあるだろうし、重ならないで、これをやりたいけれども、市

民大学校にしかないから行こうよという部分もあって、そういうふうになれば僕は一番い

いと思います。 

○明石委員長 

 そういう意味では、公民館をいわゆるサテライトとして置くのか、市民大学校を統括す

るものか、それともフラットにやるのか。この辺は公民館２６館ある中の主催事業のカリ

キュラムの中身を見て、これはかぶっているとか、これは独自にやっているとか、その辺

を押さえておかないと、やっぱり学習者は地域に住んでいますから、船橋の市民大学校に

行ったほうがいいのか、それとも公民館や図書館の学びのほうがいいのかと。 

 東京の江戸川はどうやっているのですか。 

○佐谷委員 

 江戸川総合人生大学は、別に寿大学的なものがありまして、そこはそこで年齢も６０歳

か６５歳以上ということでやっているのですけれども、総合人生大学は社会貢献する人材

を育成するというビジョンを持っているので、そこはかぶらないです。 

○明石委員長 

 限定しているのですね。 

○佐谷委員 
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 限定していますから。こちらで言うまちづくり学部のようなものなので、いきいき学部

的なことを公民館とか寿大学でやっているということですね。 

○社会教育課長 

 船橋の場合ですと、成り立ちの問題にもなるのですが、もともと老人大学をやっていた

ので、市民大学校のほうの特にいきいき学部は、仲間づくりを前面に押し出して、自己の

学習というのは実は全然ないのです。まさに鈴木委員がおっしゃられたように、寿大学と

同じことを並行してやっていると。ただ、市民大学校のほうが集う回数が多いので、そち

らのほうが多いですよみたいな話になってしまう。そこは今回、中を変えたところもある

ので、学習の中で仲間づくりという要素は当然必要だということは先ほどのお話にも出て

いましたけれども、それよりも、市民大学校と公民館をどうするかというところも含めて、

市民大学校はもう少し自己の学習、例えば学科で言えばさっきから出ていたファイナンシ

ャルとか、もっと自分を磨き上げる、自分の知識を上げる、仮にSciety5.0のプログラミ

ングをここで勉強するとか、そういうほうに特化させて、公民館は集う場所みたいな話。 

 と言いながらも、公民館もいろいろな事業をやっていますので、どこまで、どういうふ

うに、先ほど明石委員長が言われたように、市民大学校と公民館をフラットなパラレルな

関係にしておいてやっていくのか。ただ、そこで重複するところがあるとすれば、どちら

かが役割分担を持つという方法でやるのか、それとも、市民大学校については独自の講義

をして公民館が重複しないようにするのか、公民館も２６館あると２６館自体もばらばら

なところがあるので。 

○明石委員長 

 温度差があるのですね。 

○社会教育課長 

 温度差があるので難しいところではありますが、そこについてはもう少し市民大学校と

公民館との違いということでまとめさせていただきたいと思います。検討する中で考え方

としては、市民大学校と公民館は並列で置いておいて、公民館はどちらかというと地域の

楽しみと直接的な地域限定の課題解決という方向でいくのが一つと、市民大学校について

は自分の知識、スキルアップなどで、同じ課題解決でも全市的な形で、もっと広い範囲の

人材、例えば防災とか環境とか、そういう人をつくっていくという形ではないかなと今の

ところは頭にあって、そこはもう少し明確にしていきたいと思っています。 

○鈴木委員 
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 公民館と市民大学校の大きな違いというのは、市民大学校には児童生徒はいません。公

民館というのは、極端に言うと、生まれて０歳から生涯にわたってやりたいときにやれる

社会教育施設なので、そこが一番大きな違いですね。だから、さっき委員長がおっしゃっ

たように、例えば日本語の指導にしても、学んだ人が学校の中に入ってくることはできる

と思います。僕は音楽だからすぐ音楽の話になってしまいますけれども、例えば１００人

で合唱するのと１，０００人で合唱するのと全然違いますから、公民館は１００人で合唱

できるけど市民大学校は１，０００人の合唱ができるという壮大さがあるというか、それ

だけの地域の広さがある。公民館はやはりその地域、地域ということで、極端に言うと中

学校１つに対して公民館が１つあるわけです。市民大学校といったら豊富、小室のほうか

らも湊町のほうからも来られるし、広い範囲の施設です。そんなことを感じます。 

○明石委員長 

 そうすると、公民館と市民大学校の違いを船橋の市民の方々にご理解いただかないと困

るなと思います。公民館が日常生活の知恵の獲得ならば、市民大学は専攻科みたいな、ち

ょっと専門的に１年ぐらい延ばすんですよという。 

○社会教育課長 

 そうですね。知識の習得では多分そういう形です。 

 もう一点としては、今お話を聞いていて思ったのですが、市民大学校で専門的に学んだ

ものを活かす場といったときに、これはどうしても公民館なりそれぞれの団体になってい

きます。それぞれの団体は公民館を場所としては活用していますので、そういう形では循

環のような形にはなると思うのですが、やはり市民大学校で学んだ人は公民館とか公民館

以外にもいろいろな社会教育施設とか、もっと言えば福祉施設も多分あると思いますので、

そういう市内の施設の中に入っていってもらうような形でやっていくのがいいのかなとい

う話もあるので、あわせて考えていきたいと思います。 

○明石委員長 

 できたら検討していきたいのは、公民館の主催事業で修了書を出しますよね。出してい

ませんか。 

○事務局（鈴木課長補佐） 

 公民館では出している館もあるかもしれないですけれども、それは１年間頑張った記念

のようなものですね。 

○明石委員長 
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 船橋の公民館で修了書を出していなければ、そのほうがいいのです。市民大学校は何ら

かの修了証書を出す。さっき言ったように１００名と１，０００名では違うと。客観的に

少し自尊心を保障するようなものがないと、市民大学校に来て学ばない。それはいわゆる

資格までいくのか、そこまで行かなくてもいいけれども、この大学が認定する修了証書、

そういうものがないと市民大学校に来た意味がないかなと。 

○鈴木委員 

 委員長、公民館には「修了」という文言がついたものはないと思います。例えば寿大学

にしても皆勤賞みたいなものです。 

○明石委員長 

 判を押して、ラジオ体操みたいな。 

○鈴木委員 

 僕も経験しましたけれども、例えば、出席表で何回以上の方は精勤賞的な賞状を贈って、

記念品を差し上げますよと言うと、確かにその方は精勤賞にはならないのだけど、「私、

ここにバツがついているけど、来ていました」と言って、何しろそれが欲しいんですよ。

だからその前の月に確認します。精勤賞をもらえる方はこういう方ですよと。でも、その

ときは言わないけど当日になって言うことがあります。 

 僕が公民館へ行ったときに、バス研修で毎回、「自分は行けないが、何故行かれないの

か」と言う人がいました。抽選のため参加できない人が出てくるので、僕は社会教育課に

すぐ電話をしてバスのあいている日をとって、同じ場所で違う日に行きたい人を全部連れ

て行きました。そうすると、それだけで満足してくれました。だから、自分が認められた

り、自分の欲することがちょっとでもレベルアップしたときに人間というのは満たされる

ので、今、委員長がおっしゃったように、例えば市民大学校を修了したら一つの証をもら

うと、それが自信につながっていく。自信につながっていくと次へのステップになって、

自分の力を出せる場ができるのではないかなと思います。 

○社会教育課長 

 今の修了証書のお話ですけれども、市民大学校は入学式と修了式はやっておりまして、

市長が修了証書を全員に出しています。先ほど委員長とか鈴木委員も言われたように、自

尊心というか、何か形になるというのが大事だと思います。今回スポーツコミュニケーシ

ョン学科で資格をとれるといったら、ぐっと入学者は増えましたので、全部の学科ででき

るかどうかはわからないですけれども、そこは大変必要だと思います。特にまちづくり学
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科のほうに関しては、そもそもまちづくり学科が定員割れを起こしているところが問題と

して指摘されたので、そこでは修了書だけではなくて、もう少しグレードが上のライセン

スとかが取れないか、例えば防災士等考えてみたいとは思います。 

○明石委員長 

 それをぜひ市民大学校で。例えば千葉大学の場合も、名誉教授というのがありますが、

会員番号がついているんです。だから、新規のふなばし市民大学の２つの学部で、バッジ

を配って後ろに会員番号をつければいい。そういうレベルから、何とか賞というものまで。

そうしないとモチベーションが高まっていかない。それがあると公民館の非常勤講師に紹

介できますとか、そうすれば活かす場として公民館との交流ができる。それが学びと活動

の循環というか。学習成果を何で認証するかということを、いろいろ事務方で検討しても

らって出してくれるといいですね。 

○土井委員 

 あと、この年齢のことですけれども、例えばいきいき学部のほうをもう少し下げた場合

に、予測される変化って何か見えますか。 

○社会教育課長 

 正直、やってみないとわからないのですが、いきいき学部に夜間授業を入れないとする

と、どうしても高齢の方が多くなるというのは想定としてはあります。ただ、下げたこと

により、佐谷先生のお話等にもあったように、仕事はしていなくて、でも何かちょっと参

加してみたいなという人たちが増える可能性はあるかなと思っています。 

○土井委員 

 家内があるところでシルバークラブみたいなものをつくって、そこで２つの教室をやっ

ているんです。１つはシルバー体操、もう１つはシルバーのジャズダンス。これは夜では

なくウイークデーの午後にやっているのですが、年齢がシルバー体操のほうは６０歳以上、

ジャズダンスのほうは５５歳以上にしたのかな。それを下げてほしいという要望が結構ジ

ャズダンスのほうにはあります。５０歳以下の人たちでも応相談という形で入れていこう

かということで家内はやっているのですが、中身によって変わるのではないかなと。とな

ると、いきいき学部というので一律に６０歳という形で決めるのではなくて、例えばいき

いき学部の中の何々コースというふうにジャンル分けをしておいて、このコースは４０歳

からでいいですよとか、このコースは５０歳からでいいですよとか、そういう形ができな

いかなとちょっと思いました。かなり面倒なふるい分けになるかと思うのですが、中身が
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わからないとね。そういう手も少し考えてみたらどうかという気がしました。 

○明石委員長 

 今の土井委員の話を受けて、賛成です。いろいろなデータを見ていると、社会人で学習

をする方は３０代が一番多いです。５０代と６５歳前後、大きく３つ山があリますよ。こ

れでいきますと、いきいき学部の６０歳の場合は、一つの山はクリアするけれども、３０

代と５０代の方がクリアできないです。そうすると、月から金までは大体６５歳以上の方

を対象にして、特別なエクストラカリキュラムとして土日コースをいきいき学部で設けた

らどうか。まちづくり学部のほうは夜間も検討するとか、募集してだめならやめてもいい

けれども、そういう視点を。「いきいき学部」というネーミングはいいですよ、生き生き

してほしいから。それを６０歳、５０歳ではちょっと失礼。もっと３５歳なり何なり、特

に大学とかに行きたいですよ。もう一度学び直しをしたい。 

 そうすると、さっき課長がおっしゃったような講師を用意しておいて、民間の検定を出

すところと組んで出してあげるとか。言いたいのは、去年から副業が可能になりました。

公務員はだめでも。だけど、副業のためには６５歳ではだめですよ。３５とか５５歳、特

に５５歳以上の方が一つぐらい何か取れるようなものを船橋の市民大学でアドバルーンを

上げてもいいかなと。 

○社会教育課長 

 ここには出していないのですが、試案としてやった中で、今後、副業というのも一つあ

るし、定年の後に働く人も多分いるだろうと。出典は忘れたのですが、日本の起業率とい

うのは低いけれども、６０歳以上で起業する人が３割ぐらいいるそうです。その人たちの

収入については、ほぼ１０万円以下なのですが、ただ、その人たちのやりがいというのは、

すごく楽しくて、どこまでやりたいですかと言うと、できるまでみたいな話になってくる。 

 そういう意味では、たしか前々回だったと思いますが、明石委員長もそういう起業のニ

ーズというのは実はあるということで、私、申しわけないですが、本当なのかなと思って

調べてみたら、かなりそのニーズは高くて、満足度も高いと。 

 そういうことを考えると、この課題の中で人生１００年時代の経済的なところというの

で、ぜひ市民大学校でも検討してみたい。その場合でも、市民大学校だけだとノウハウが

ありませんので、市役所の商工部門等と相談をして考えてみたいなと思っています。 

○明石委員長 

 ぜひ商工労働や農林水産、あそこと手を組まないと。失礼だけど、教育委員会だけだと
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範囲が狭いので、その２つ。 

 そうすると、いきいき学部とまちづくり学部は、こういう学部でいくけれども、中身を

どうするかで、原案としては６０歳以上と言っているけれども、もう少し年齢を検討し直

したほうがいいだろうということですね。 

 例えば、「青年海外協力隊」ってありますよね。それを外務省のほうはやめてください

と。シニアの海外協力隊が増えています。だから青年というと若いので、今回ＪＩＣＡは

「海外協力隊」というふうに名前を変えます。その中で青年とシニアが分かれてくる。そ

ういう時代になりつつあるので、そういう意味では、あまり６０歳に限定しないほうがい

いかなという感じがしております。 

 それで、修了年限を１年か２年かというのは、もうちょっとカリキュラムを見ないと。

ただ、一応、学部としては対象年齢と、学部は２つで行こうと。年齢は基本的には１８歳

以上のほうに原則として持っていくという形。 

 それで、ちょっと先を急がせていただきますが、事務方からこういう２つの学部で、パ

ソコンからいろいろありますよね。これまでに一般教養学科と健康学科があって、何十時

間かあったのだけれども、縦軸と横軸がはっきりしていなかった。例えば一般教養でいい

ますと、真ん中の四角で囲んだのが、こういうカリキュラムがあったんですよという、事

務方のほうでそれを「歴史・文学等」「食・健康」「船橋の文化財」「施設見学」「障がい者

スポーツの体験」という形で縦軸５つ出して、横軸で時系列のものはないけれども、半年

間でいつやるか。こういう作業を今後していかないと、カリキュラムの編成ができないだ

ろうとあります。下のほうの健康学科でいいますと、「軽スポーツ体験」と「健康に関す

る講義」とありますけれども、せっかくだから、軽スポーツ体験をアットランダムに挙げ

るよりも３つぐらいの層に分けていくことはできないかなと。 

 それで、ちょっと先走りますけれども、きょう私が提出したのは、参宮橋に青少年教育

振興機構というのがありまして、子供に絵本を読み聞かせする絵本専門士というのがあり

ます。絵本専門士の資格をとるために、縦軸で「知識を深める」というのがあって、これ

は２０時間、それから、「技能を高める」「感性を磨く」というのがあって、こういう大き

な３つのジャンルに分けています。 

 「知識を深める」の中では、“絵本論”と“絵本体験のジャンル”と“絵本と出会う”

というのがある。「技能を高める」では、“絵本の世界を広げる技術”としてこういうワー

クショップをやる。それから、“絵本を紹介する技術”がありまして、おはなし会の手法
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とか、これは大体スキルですね。最初が知識とスキルと感性を磨く。絵本の持つ力とか、

心に寄り添う絵本とか、絵本のある空間とか、子供の心をとらえるものとか、絵本作家が

生まれるとか。これに基づいて、例えば日本女子大でやっている学校のカリキュラムはこ

こに当てはまりますよとか、例えば敬愛短大でやっているのはこういう講座を使いますよ

とか、こういう作業をしていくと、受講生が１５回から２０回はこういう形で来ていると

いうのがわかって理解しやすい。 

 こういう作業をこれからやっていかなければいけないかなと思います。大学みたいにき

ちんとこうやって３つが当てはまれば一番いいけれども、２つか３つか４つぐらいに縦軸

をつくって、時系列で１回から１５回か２０回はこういう形で名前を用意しているんです

よと。そういうことをこれからやっていくと全体が見えてくる。 

 そうすると、現在ここにある講座の名前をもう少し変えてもいいとか、きょうぱっと見

ましたけれども、軽スポーツは、ウォーキングなどをやるようなものから、３Ｂと３Ｑと

か、ジャズ体操とか、しなやか体操とか、体操のグループとゲームがあるんですよね。ダ

ーツを楽しもうとか、スポーツ吹き矢を楽しもうとか、ペタンクを楽しもうとか、その前

はポールウォーキングとか、歩こうというレベルのものと、柔軟性をやるもの、次にゲー

ムとかスポーツを楽しもうとか、３つか４つぐらいに分かれそうです。そういうところを

カリキュラム化してくれると、この軽スポーツがものすごく変わってくるかなと思います。

せっかくいい名前があるのに、何でそれを体系化しなかったかなと思いました。 

 これから４ページの運営体制をつくる場合に、業務委託を課長は考えていらっしゃるか

ら、そういう形の業務を委託する場合には、こういうのをつくってくださいと、そのとき

には事務局も相談に乗りますよと言っておかないと、全部事務局でやるのは大変だという

感じがする。私がきょう一番気に入ったのは、業務委託でやるというのがいい。 

○社会教育課長 

 まだそれは試案です。実際のところ、市の職員が３年とか４年で異動する中で、事業効

果まで考えてやるというのはかなり難しいというのが正直なところです。だから逆に、当

初つくったカリキュラムで、それがそのまま引き継がれてきたという状況ですので、そこ

をやはり専門の知識のある方に委託して、最終的にはその授業までも考えてはいるのです

が、ただ、最初にこのカリキュラムのところは、聞きながらでないとできないのではない

かなというふうには思っています。 

○明石委員長 
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 ぜひ財務課と折衝して、要するにお金を取らないと絵に描いた餅で終わるので。きょう

一番気に入ったのは業務委託。事務方は助かりますよ。 

○社会教育課長 

 いきなり学科専任講師までというのは多分難しいと思うので、まず専任コースの中で委

託して、そのお知恵をかりるような、いきなりそこまで行かなくてもアドバイザーみたい

な形で入っていただけるような方をお願いするとか、そこは今後検討させてください。 

○明石委員長 

 業務委託は、船橋でそういうことをやっているＮＰＯの団体がないですか。そうしたら、

予算がないのですが、ＮＰＯだからこういう講師を知っていますとか。一度、２６の公民

館の主催事業の分析と市民大学のたくさんのコースを分析してもらって、こういうカリキ

ュラムにできますと。それで足りないところは補充すればいい。ＮＰＯの方で、船橋でな

ければ千葉県で考えてもいいと思います。 

○土井委員 

 絵本の専門士って課程認定校みたいな制度でやっているんですか。 

○明石委員長 

 そうです。 

○土井委員 

 青少年センターですよね、あそこは。 

○明石委員長 

 そうです。絵本専門士は大学とマスターコースで、うちの短大が去年から、これは認定

絵本士と言いいます。認定絵本士で短大の２年間が取れます。それをクリアして保育園と

か幼稚園で３年勤めて、ペーパー試験と口頭試問を受けると絵本専門士がもらえます。今、

絵本専門士というのは、定員が８０名に対して８００名来ます。とても人気があって、土

曜日やっています。北海道から九州から来ています。その前に大学の短大で２年、４年間

で認定絵本士が取れますよ。今、大阪松陰女子大と東は千葉敬愛短大がやっているんです。

それを今、十何件が手を挙げています。 

○土井委員 

 市民大学校では無理か。 

○明石委員長 

 私は、それを市民大学校でやればと。 
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○土井委員 

 どうだろう。２年間かければできる。保育士の人なんかが結構来るかもしれないですね。 

○明石委員長 

 埼玉県だけで、お母さんやおばあちゃん方で絵本のグループが７００ぐらいあります。

神戸市で１００ぐらいとか。知らなかったです。すごいですね。 

○土井委員 

 読み聞かせのグループだって、すごくたくさんありますからね。 

○明石委員 

 ここまで行かなくても、せめて市民大学校ももう少し構造化できると修了証書を渡しや

すい。 

○佐谷委員 

 私が前にワークショップを教えてもらう講座で、フィリピンにいたときにフィリピンの

団体の人が言っていたのが、知識と技能と、あとは態度とか姿勢という３つがあるという

ことで、「ナレッジ」と「スキル」と「アティチュード」というのが非常に重要で、それ

をワークショップの１回の中あるいは連続の中でもいいですけど、織り込んでいくことが

必要だよということを教わって、私もいつもそれを思いながらワークショップのプログラ

ムとか総合人生大学のカリキュラムとかを考えています。 

 だから、全部がその３つの分けになるかどうかは別としまして、やはり実質的な話と技

術とか技能の話と、こういう姿勢というのが非常に重要で、特にまちづくり学部というと

ころになってくると、姿勢とか態度というのは非常に重要なので、そういうところも入れ

ていくということを意識されるといいと思いますね。すごく細かいところから入ってしま

うと体系ができないので、まず大きい体系は何かを考えていくということを、まず学部レ

ベルで。 

○明石委員長 

 講座のコースですね。それは非常にいい提案で、一つは「知識」「技能」「態度」で、

「（感性）」も入れておいて、ワン・ツー・スリー。もう一つは、パソコンとかでこの前も

言いましたけれども、「習う」、適応というか「慣れる」、そして「使いこなす」、それもワ

ン・ツー・スリー。習うレベルと知識、慣れ親しむ、使いこなす、それは委員のところも、

楽器もそうじゃないですかね。まずは習って、親しんで、使いこなす。そういう文化・社

会系の知識、技能、態度とか感性、もう一つぐらいありそうだけれども。 
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○佐谷委員 

 テーマによって、大きな枠組みが何かありそうですね。 

○社会教育課長 

 学部までは一応ここで出させていただいたので、今後は、これをベースに学科をつくっ

ていく形になると思うのです。学科については、先ほど課題のところで整理させていただ

きましたが、先ほどご意見があったみたいに当然全部はできないので、その中で特にどう

いう形で、例えば外国人だったら外国人国際学科、江戸川大学みたいにあそこまでかっち

りしたものをつくるのか、まだ船橋についてはそこまでノウハウとか需要がわからないの

で、まずおもてなし学部で外国人を相手にしていこうと考えるのか、そのあたり次回以降、

今お話をいただいた「習う」とか「慣れる」とか「使いこなす」とか、あとは「ナレッ

ジ」「スキル」「アティチュード」、そういうのは学科の中で入れていくのがいいのか、そ

れとも、学科をそういうふうに構成するのかというのを、今後あわせて検討してお出しし

ていきたいと思っています。 

○明石委員長 

 あと何か全体的にございますか。 

 今、課長がまとめてくれましたように、学部はこれで押さえていくけれども、次にあと

の枝別れの学科をもう一度、委員の先生方も、少し学科に船橋バージョンがやっぱり欲し

いですね。全国ではなくて、船橋だからこういうのをやらなければいけないとか。私なん

かは船橋の食をもう少し、三番瀬があるし、新しい貝も出てきたので、ホンビノス貝でし

たか。 

○社会教育課長 

 そうですね。そこは、いきいき学部の中で「食」ということで知識としてやるのか、逆

にマイスターみたいな形で、地域のところで「食」というのを講座で入れるのか、そこは

もうちょっと検討させていただきます。ただ、学科の中で何らかの形でそういう課題を入

れていきながら、特性を入れて、こちらのほうもそれぞれ学科を持っている者の思いもあ

りますので、それは検討していきたいと思います。 

○明石委員長 

 それから、鈴木委員がいらっしゃるから、音楽のほうも、柏と習志野だけではなくて、

船橋もあれだけ小学生を鍛えているのに、大人になってどこへ行ってしまったんだと。そ

ういう音楽というか、耳で聴く音。基本的に、食というのは口に入る。耳と目で、そうい
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うもので新しい学科も。目は観察するとか探すなんていうのがあって、口でいくとか、耳

で聴いて自然の音とか、教養的なこともちょっとね。今、短大も大学もそういうリベラル

アーツというか、人工知能に負けないためには、そういう面を身につけておかないとだめ

ですよということを言われていますから、Society5.0、スマート社会に生きるためには、

いま一度、口と耳と目と。 

○鈴木委員 

 五感をフル活用した授業。 

○明石委員長 

 では、次回は、学科のことも含めて、どうやって学部・学科を動かしていくか、その辺

のことに絞って検討できればと思っていますけれども、よろしゅうございますか。 

 きょうは非常に貴重な意見をいただきましてありがとうございました。では、最後に事

務局から何かありましたらお願いいたします。 

○明石委員長 

 では、これをもちまして第１回の委員会を終わりたいと思います。 

 

午後３時３４分閉会 


