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午後２時００分開会 

○明石委員長 

 定刻になりましたので、これより令和元年度第３回ふなばし市民大学校カリキュラム検

討委員会を開催いたします。 

 まず初めに、事務局より資料の確認がありますので、事務方、お願いいたします。 

○事務局（田久保） 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。レジュメと席次表、それから資料が２種

類で、資料１「ふなばし市民大学校学部・学科構成（案）」、次に、資料２「ふなばし市民

大学校学部・学科カリキュラム内容（案）」の２種類でございます。不足等ございました

らお申し出いただきますようお願いたします。よろしいでしょうか。ありがとうございま

す。 

○明石委員長 

 お手元に３種類ありますか。 

 では、傍聴人はいらっしゃいますか。本日、船橋市情報公開条例第２６条の規定により、

船橋市の設置する附属機関等の会議は原則公開とされていることから、傍聴人の受付をい

たしましたところ、３名より傍聴したい旨の申し出がありましたことを報告いたします。 

 それでは、傍聴人のご入場をお願いいたします。 

（傍聴人 入室） 

○明石委員長 

 私のほうから、傍聴人の方々に申し上げます。お渡しいたしました傍聴券の裏側に記載

されております遵守事項をお守りいただき傍聴されるようお願いいたします。 

 では、ただいまから議事に入りたいと思います。 

 早速ですけれども、議事は、ふなばし市民大学校の学部学科改変及びカリキュラム内容

についてであります。では、事務局より資料のご説明をお願いいたします。 

○社会教育課長 

 これで説明させていただきます。資料のほうは資料１になります。 

 なお、本日の内容につきましてはホームページ上で公開することから、会議内容を記録

させていただくことも事務局のほうからお願いさせていただきたいと思います。 

 それでは、市民大学校の学部・学科構成（案）、資料１について説明させていただきま

す。着座にて失礼いたします。 
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 こちらの学部につきましては２学部制ということで前回お話しさせていただいて、おお

むねその方向でいいのではないか、というお話をいただきました。 

 その中で、ライフデザイン学科は、当初いきいき学部の自己学習というところに入れて

いましたけれども、ちょっと毛色が違うところもあるかもしれないということで、こちら

は今のところ特別講座のような形で、回数は３０回程度で同じ回数ですけれども、別立て

にしてはどうかということで、この絵を描かせていただきました。 

 まず、上から説明させていただきます。 

 現行のボランティア入門学科につきましては、まちづくりボランティア養成学科という

形で整理させていただきました。今までは、どちらかというとボランティア入門のための

いろいろなボランティアを紹介して、自分の好きなところにボランティアに行くという形

になっていました。これをもう一歩進めまして、実際は紹介だけではなくて、そこでボラ

ンティア団体の活動の部分を多くして、手を引いていって、そこで手を離して、もしそこ

で気に入っていただければボランティアをずっと続けていただく、よりボランティア活動

に入りやすいような形にカリキュラムを構成し直したいと考えました。 

 次に、スポーツコミュニケーション学科につきましては、前年度、初級障がい者スポー

ツ指導員資格を取れるようにしましたので、今年度も同じような形でやっていきたいと考

えて、こちらは大きな変更はございません。 

 生涯学習サポート学科につきましては、生涯学習コーディネーター養成ということで、

こちらは生涯学習を進めるようなボランティアを育てようという形で、今までは公民館の

ところが多かったのですけれども、図書館とか、船橋でいう郷土資料館、そちらのボラン

ティアになるとか、地域でそれにとらわれずに生涯学習活動の団体を立ち上げられるよう

な方たち、当初は生涯学習サポート学科はそのような理念でやっていたので、原点に戻っ

てそういう形でやっていきたいなと考えております。 

 ボランティア入門と生涯学習サポートは似ているところがあるのですが、その部分につ

きましては、共通の講座を持つことによって、ボランティアとして必要なスキルはお互い

同じようなところを学んで、その後に地域で活動するいろいろな各分野、障害もあるでし

ょうし、子育てもあるでしょうし、それのみならずほかの地域、環境とか、災害とか、そ

ういうボランティアに行く方がいらっしゃると思います。そういうものがどちらかという

とボランティア入門で、生涯学習コーディネーターというと、生涯学習をサポートするボ

ランティアということで少し方向性が違うので、こちらのほうは当初は統合という話もあ
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ったのですけれども、別の学科ということで整理をさせていただきました。 

 ふなばしマイスターについては、これまで船橋のことをよく知るということで、いろい

ろ研究して、最後には研究発表という形で終わっていましたけれども、それを一歩進めて、

情報発信していろいろな他県や他市の方、広くは外国の方も含めて情報発信をしていきた

いということで、学部の設置目的を考えさせていただきました。 

 次に、いきいき学部のほうですけれども、こちらは今まで一般教養という形になってい

て、どちらかというと公民館の単発の講座を集めたような形が見受けられたという指摘が

ございましたので、それをもうちょっと系統立てた自己完結的な内容でカリキュラムの構

成をし直す形にしていきたいと思っております。 

 パソコンについては、若干人数が減ってきたというところもあるのですが、まだかなり、

入門の方の人数がいらっしゃいます。ご指摘いただいたデジタルデバイドということを踏

まえて、タブレットの授業も検討させていただきました。ただ、タブレット、デジタルデ

バイドに関しては、市の方針として情報システム課が考えているところがあるというので、

そことあわせてもう少し研究していきたいということで、パソコンに関しましては、初心

者を対象としたパソコン講座ということで、従来どおりの同じような形で継続したいと考

えております。 

 園芸学科につきましても、内容的には今までと同じような形にしていきたいと考えてお

ります。ただ、今までの家庭菜園等の希望者だけではなくて、修了後に草木（花）ボラン

ティアになられる方もいらっしゃるので、そういう方向も強化していきたいと思っており

ます。 

 次に、今までは健康学科ということで、主にスポーツとか体を動かすことを中心にやっ

てきたところを、こころとからだの健康という形で、スポーツのみならず、いわゆる創作

活動、陶芸や絵画、音楽とかそういうものを入れて、もう少し健康のみならず、広くここ

ろとからだの健康になるような形で学科のほうを整理したいと思います。 

 陶芸のほうは、こころとからだの健康に含まれるような形で考えております。 

 新特別講座のライフデザインですが、これは「高齢者の勤労意欲のみならず、定年前世

代、主婦等も豊かでよりよい人生を送るため、自分にあった人生設計を身に付ける」と書

いてありますけれども、これは具体的にいうとライフシフトということを考えております。

それぞれの年代で働き方が変わってきたというので、それを含めたライフシフトという考

え方で講座を考えております。これについては検討中のところで、個別の方でもお話しさ
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しあげますが、変わる要素があるのではないかと思います。 

 説明は以上です。 

○事務局（田久保） 

 引き続き、カリキュラムの内容につきましてご説明させていただきます。 

 今回のカリキュラム作成に当たり、念頭に置いたことは３点ございます。まず１点目が

各学科の目的を明確にすること。２点目は、修了後の活動を明確にすること。それから、

３点目は、特にいきいき学部になりますが、公民館とのすみ分けを明確にすること。この

３点を念頭に置きまして、それぞれの学科のカリキュラムを編成してみました。 

 特に公民館とのすみ分けについてですが、公民館の高齢者学級を例にとりますと、登録

制で自分が希望する授業に参加する選択制のような形態をとっておりまして、仲間づくり

には結びつきにくいのですが、市民大は授業だけではなくクラス活動として課外活動もあ

り、修了後も交友関係につながることを目的にしているところが大きく異なります。市民

大は公民館より授業回数や学びの内容、密度が濃くて、市民大のコンセプトである学びと

つながり、そこに重点を置くことに大きな違いがあると思います。公民館と市民大のすみ

分けは、個人の楽しみの公民館と、学びと仲間づくりの市民大、そういうすみ分けになる

と考えております。 

 では、念頭にこの３項目を置いて、次にそれぞれの学科の説明をさせていただきます。

資料２「ふなばし市民大学校 学部・学科カリキュラム内容（案）」をご覧ください。 

 まず、１ページ目、まちづくり学部４学科の説明に入る前に、こちらのまちづくり学部

全体の目的としては、コミュニティを支え、地域の課題解決に主体的に参画できる人材育

成を目指そうということでつくっております。また、委員の先生方からもアドバイスをい

ただきましたように、全学科にボランティア学科の基本となる内容を組み込んでおります。

具体的には、船橋を知ること、自分のまちや地域に関心を持ってもらい、その上で活動に

つながる知識やスキルの習得を目指していきます。 

 １ページ目のまちづくりボランティア養成学科ですが、これまでスポーツコミュニケー

ション学科が筆頭になっておりましたが、ボランティア養成学科は、まちづくり学部の筆

頭学科という考え方にして一番最初に持ってきました。それは事務レベルの中の変化でご

ざいます。その点も申し添えます。 

 まず、まちづくりボランティア養成学科です。現行のボランティア入門学科の名称をま

ちづくりボランティア養成学科といたしました。現行のボランティア入門学科は、市民大
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開校までは自治振興課が所管していたボランティア大学でした。当時のボランティア大学

は、期間が５月から２月の１０カ月で、現在の市民大と同じなのですが、回数が月に１回

～２回、年間１４回程度の講習でしたから、内容も初歩的なものだったようです。したが

って、市民大に移行する際も、授業回数は増えましたが、内容は初歩的な内容を踏襲し、

ボランティア入門という形でスタートしたと考えられます。 

 しかし、現在と当時との大きな違いは、１６年前に船橋市にも市民協働課、市民活動サ

ポートセンターが開設され、ボランティア関連事業や情報が広く発信されるようになりま

した。また、ボランティアセンターでも短期間の講習会を実施しております。そこで、今

回、教育内容を検討するにあたり、開校以来１６年間、ボランティア入門編を行い、修了

した皆様はそれぞれの活動を現在も活発に行っていらっしゃることから、所期の目的は達

成できて、今後はさらなるステップアップを目指して地域課題を解決して、地域活動に積

極的に参画していく知識、技能を学び、修了後は各方面の活動の支え手、担い手になるこ

とを目的に内容を組んでみました。 

 まちづくりボランティア養成学科の１ページのカリキュラムの内容をごらんいただきた

いのですが、大きく分けてボランティアとしての基本の情報と、専門知識・実習・ワーク

ショップと、実習の２つに分かれております。特に今回新しく取り入れた点は、市の基本

計画の分野別計画の各分野から行政の現状を学び、それを課題に落とし込む作業を行うこ

と。それから２番目は、学生が関心のあるテーマの団体へ実習に行きますけれども、それ

も今までよりも実習期間を長期にして、単なるお手伝いや見学だけではなく、各団体の一

員として体験し、その結果を持ち寄って、学生たちの視点で自分たちに何ができるかとい

うことを見出していく。修了後は、できれば実習に参加した団体での活動につなげていけ

るよう考えながらこのカリキュラムを組んでおります。 

 次にスポーツコミュニケーション学科です。こちらは、今年度大きくリニューアルをい

たしましたので、大きな変更点はございません。ただ、船橋市はスポーツ健康都市宣言を

機に、市立船橋高等学校体育科創設と市民の健康増進を推進するための人材育成を目的に、

スポーツ健康大学、これはスポーツコミュニケーション学科の前身でございますが、この

２本の柱を設けました。今後もスポーツを通じて、市民の健康を地域で支える人材育成を

引き続き行ってまいります。あわせて、現在、船橋市では健康長寿日本一、パラスポーツ

の推進も掲げていることから、引き続き人材育成が求めめられておりますので、この内容

で継続していきたいと思っております。 
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 平成２９年に他市に、本校のような市民大学校の照会をかけたところ、近隣市や中核市

でもスポーツに特化したボランティア育成に力を入れている自治体はなく、スポーツコミ

ュニケーション学科はスポーツ健康都市を宣言している船橋市の特徴といえる学科だとい

うことを改めて感じることができました。 

 次に３ページです。生涯学習コーディネーター養成学科。これは、現在の生涯学習サポ

ート学科に当たります。まちづくりボランティア養成学科とスポーツコミュニケーション

学科との違いは、前出の２学科は学生自身のボランティア活動につながる学びであり、地

域活動の担い手を育成しますが、この生涯学習コーディネーター養成学科は、当初は生涯

学習の機関での活動というところも念頭に置きますが、将来的には地域の人や学校、各種

団体と情報や学習資源をつなぐハブのような人材になることを目指さなくてはいけないと

考えております。 

 学習内容に関しては、コーディネーターとしての基礎知識や実習を基軸にしております。

具体的にコーディネーターとして求められる資質として、課題やニーズを把握して解決策

を見出す行動力、２番目にはマネジメント能力、３つ目にコミュニケーション能力、４つ

目に企画立案能力、５つ目にファシリテーョン能力等を考え、組み込んでみました。ただ、

コーディネーターとして活動するには生涯学習機関だけの狭い活動範囲だけではなく、幅

広いネットワークと信頼がなければ、なかなか活動につながらず、活動しやすい仕組みづ

くりというのも、今後担当課のほうでも必要になってくる可能性もございますので、まだ

まだこれから検討する課題が多いかと考えております。 

 既に地域で活動していてネットワークも構築なさっている方たちもたくさんいらっしゃ

いますので、その方たちがさらなる活動のステップアップとしてご利用いただくというこ

とも期待ができるというふうに考えています。 

 次に４ページ目、ふなばしマイスター学科でございます。前回、２回目の資料の中でふ

なばしマイスター学科は、インバウンドを強調した説明になっていました。もちろんイン

バウンドも今後の要素となりますが、まずは船橋を知り、船橋が持っている資源やその魅

力を再発見し、発信できる人材を育成いたします。授業の組み立てといたしましては、校

舎での授業と並行して各自が選んだ研究テーマについて報告書を作成します。この報告書

のテーマについて、自分はこのテーマのマイスターだといえるように研究し、精進してい

ただいて、修了後はその成果を市民対象講座の講師ですとか、船橋の歴史遺産、伝統芸能

の継承の一助につながる活動レベルを目指します。 
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 また、令和２年度につきましては、公益財団法人図書館振興財団が主催しています「図

書館を使った調べる学習コンクール」というコンクールがございまして、その出品も念頭

に、これは学生さんのモチベーションにもなるし、それから図書館とのコラボレーション

にもなるということで、現在担当課と進めているところでございます。 

 次に５ページ、いきいき学部の内容に移ります。５ページはこころと学びの教養学科に

なります。現行の一般教養から、こちらは人生１００年を心豊かに生きる自己実現力を身

につけてもらえる内容にしたいと考えております。基本となる項目は、５ページの表の中

分類の項目といたしました。特に今までの授業にはなかった項目が２項目ございまして、

１点目は心に関する内容です。いきいき学部に入学したときは、皆様には今までのキャリ

アですとか肩書は捨てて、ゼロからのスタートになりますということをお願いはしている

のですが、なかなかそこも難しいコミュニケーションがあるのが現実でございますので、

そういう肩書や役職に頼らない、対等なコミュニケーションを円滑に行えるようなコミュ

ニケーションスキルに加え、加齢に伴う心身の特色とご自身の感情をどのようにコントロ

ールするかを学ぶ。そういった内容を入れてみました。 

 ２点目は、身近なボランティア活動、社会貢献活動への参加を促すような内容にしてお

ります。今後は、身近なところでのボランティアや社会貢献活動が誰かの役に立っている

というご自身の喜びをもたらし、それがひいては健康長寿にもつながると言われておりま

すので、表にその大きなテーマは出さずに、自然にこういう内容を入れていきたいという

ことで、項目としては２８番、２９番がそれに当たります。 

 次は６ページのこころとからだの健康学科でございます。こちらの学科も、大きなテー

マは健康長寿になっております。自分が選択するとどうしても自分好みの分野に偏ります

が、得手不得手関係なく経験することが脳の刺激となるということで、さまざまなジャン

ルを経験して新しい趣味に出会ったりする機会になればということで、こういう内容にし

てみました。 

 続いて、７ページのパソコン学科でございます。先ほど課長からも説明がございました

が、この学科につきましてはまだ希望者が多い学科でございます。今や生活の基礎となり

ますパソコンを使いこなすことが、生活や健康の管理、家族や友人とのコミュニケーショ

ンの手段となることから、パソコン難民、ＩＣＴ難民をつくらないよう、まずパソコン操

作に慣れるということに重点を置いた学科を引き続き行いたいと考えております。 

 ７ページの表には細かなことが出ていないのですけれども、特に最近スマホですとかデ
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ジカメで写真を撮られる方がとても多いのですけれども、実はそのためた写真をなかなか

活用し切れないというお声も聞いておりまして、今回は１１番から１５番のワード（写

真）というのは、自分の趣味や家族とのコミュニケーションにもなる写真の挿入ですとか

使い方ですとか、そういうところを入れております。インターネットを使う際の最近のセ

キュリティについても、今回は新しく授業として１コマ入れてございます。それは、今年

度から初めて入った内容でございます。 

 最後、８ページです。ライフデザイン学科ですけれども、ライフデザインという言葉を

キャリアデザイン、ファイナンシャルデザイン、ライフデザインの３つの要素を捉えて、

今後の自分の将来を生きていく上で、自分なりの価値観を認識する内容を学んでいただき

たいということで現在進んでおります。このカリキュラムの構成につきましては、マイン

ド面の学びと、それから実学の２本の柱で編成しております。セカンドライフといっても

漠然として何をどうしてよいかわからない人のために、まず自分自身の内発的な価値観で

すとか、キャリアの棚卸しをした上でご自身が考えて気づいていく内容が一つ。それから、

起業ですとか、自分の資産をどう安定させるかというようなことを想定した実学の２点を

今入れておりますが、これもまだまだ詰まり切っていないところがございますので、案と

いうことで本日は出させていただきました。 

 今回の改編で市民大の目玉は何なのかということもよく考えてカリキュラムをつくるよ

うにと、委員長からも前回アドバイスをいただきましたので、そのあたりもこれからきち

んと言語化していきたいと考えております。 

 以上、私からの説明は終了させていただきます。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。最後の園芸学科カリキュラムは参考でいいですよね。 

○事務局（田久保） 

 はい。来年も変わらず行います。 

○明石委員長 

 これは、園芸学科１と２がありまして、１が春夏秋冬の野菜の育て方、２で専門的なそ

れぞれの園芸の楽しみ方があるんですね。野菜から来て草花、非常に素人でもわかりやす

いです。 

○事務局（田久保） 

 実は、１と２が同じ園芸学科なのですが内容が異なっておりまして、まず１が作物をつ
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くるクラス、２が花を育てるクラスということで、別々の学科になっております。園芸学

科は条件的には非常に難しい学科なのですが、幸いにも船橋市にはアンデルセン公園とい

う公園がございますので、アンデルセン公園の全面的な協力と地域の花卉農家さんの協力

を得られたということで、この学科をこのまま継続していきたいと思っております。こち

らも、やはり希望者が多い学科ですので、引き続きさせていただきたいと思っております。 

○明石委員長 

 これを改めて読みますと、よくできていると思います。ちょっと気になったのは、ほか

のこれから検討する学科が３０時間で終わっているんです。ここだけが３８時間いってい

る。その辺の整合性は考えなくていいのでしょうか。 

○事務局（田久保） 

 ことしは３８回ぐらいになっていますけれども、今作っている案の方もこれからもう少

し増える可能性もございます。どの学科も同じ回数で統一させたいということは、私ども

担当の方では考えておりますので、最終的には同じ回数で作成する予定です。 

○明石委員長 

 基本的に同じがいいと思っておりまして、仮に修了証を与える場合の単位の認定の場合

に、時間数が違うと困ると思います。中身は良いので、その辺り参考でしょうけれども、

委員の先生方、頭に置いておいてください。どうもありがとうございました。 

 それで、全体の学部・学科構成の資料１がございます。資料２はカリキュラムの内容の

提案でございます。まず、資料１の学部・学科構成でまちづくり、いきいき学部というの

は、前回ご了承いただいたという形で、２つの学部でいきましょうと、この辺は了解して

いただいてよろしいですね。 

 次に、ライフデザインというのがおもしろくて、特別講座です。アドホックというか特

別に設けた新しい試みですという意味で、特別講座がいいのか、特別コースがいいのか。

この場合は特別講座とやっております。まず別に考えてみるという、この辺はよろしいで

しょうか。 

 次にお聞きしたいのは、学科名がありますよね。学科名というのは、カリキュラムが結

構変わってきましたから、学科名も従来よりも変えたほうがいい場合もあるかもしれない。 

 例えば、個人的に一番気になったのは、一般教養とあります。昔から大学でも一番人気

がなかったのが一般教養でしたけれども、一般といっても、例えば学芸教養とか、リベラ

ルアーツの学芸とか教養というほうが馴染みがあると思うのですが、今、ＡＩ時代になっ
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てくるに従いまして、学芸などの面がものすごく注目を浴びています。数理的なことはＡ

Ｉは強いんだけれども、教養とか学芸は弱いということを鑑みると、一般教養という言葉

でいいのだろうかと思います。 

 下のほうで健康というのがありますけれども、せっかく健康寿命といった場合には健康

寿命を入れたほうがいいのか、寿命というのはないほうがわかりやすいのか。その辺りに

ついてもお考えいただければと思います。 

○土井委員 

 こちらが新しく提案されている学科名で、こちらは以前の学科名です。 

○明石委員長 

 そういう意味では、一般教養をやめて、こころと学びの教養ということですね。では、

現と新で、新のほうで大体よろしいでしょうか。 

○土井委員 

 「こころとからだ」というのは、対比してよく言いますが、「こころと学び」というの

はすごく気持ちはわかるんだけれども、これは多分クレームが来る。普通、あまり並列的

に出すものではないですよね。こころと文化の教養学科ぐらいだったら良いかなと思いま

すが、ここは少し引っかかりました。ネーミングはとても大事なので。 

○明石委員長 

 文化がいいですね。学びよりも。 

○土井委員 

 「こころと文化」かなと思ったんです。ここの中でいくと。 

○明石委員長 

 文学よりも文化のほうが幅広いから、いいですね。そのほか何かありますか。 

○佐谷委員 

 今回、まちづくりボランティア養成と生涯学習コーディネーター養成ということで、こ

れからも２つに分けていきたいということなのですが、やはり生涯学習コーディネーター

のイメージが非常に曖昧というか、先ほどのご説明の中でもどういう役割をする人なのか

ということが、分かりにくいところもあったので、もう１回ご説明していただけますか。 

○社会教育課長 

 大きなくくりで生涯学習サポートのほうもボランティア入門のほうも、これはボランテ

ィアという点では当然一致します。そこで、最初は一緒にしようかと思いましたけれども、
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どちらかというと、ボランティア入門というと広く言われている例えば環境ボランティア

だとか子育て関係のボランティア、障害とか災害というようなボランティア。その中で、

特に生涯学習については、生涯学習部として生涯学習を活性化していくような、そういう

ボランティアを養成したいという思いがありまして、ここだけ別出しで生涯学習のボラン

ティアの構想を一つ設けたというふうに考えていただいたらいいと思っております。 

 具体的にどういうことをやるかというと、生涯学習を進めていく上で、自ら生涯学習施

設の中に入ってボランティアをやる方もいらっしゃるでしょうし、自分で講座を立ち上げ

るような方もいらっしゃる。自分たちで団体をつくって講座を行うような方もいらっしゃ

るでしょうし、公民館や郷土資料館、図書館とあわせて講座をやっていくような方もいら

っしゃるでしょう。そういう形で生涯学習のコーディネートを主に行うような方を育てて

いきたいなというふうに、コーディネーター養成講座という形で考えた次第です。少し説

明が分かりにくいかと思いますけれども、そういう形で考えています。 

○佐谷委員 

 いろいろやることは何となくわかるのですが、生涯学習ボランティアとして生涯学習に

特化したボランティア活動を行うということと、それから、コーディネートするというこ

とはやはり若干違うのではないかと思いますけれども、そこのコーディネーターとしてど

ういう役割を担っていくのかというところを、もう少し説明していただけますか。 

○社会教育課長 

 コーディネーターというふうになりますと、当然、いろいろなコーディネートをするわ

けですから、いろいろな団体とか施設、そういうものをネットワーク化していく、それを

生涯学習の分野でやっていただきたいということで、生涯学習コーディネーターという形

になっています。 

○佐谷委員 

 コーディネーターとはそのような意味だという気もするんですけれども。 

○明石委員長 

 ほかの委員の方に、ここが今日の一番大事なところだと私は思っています。この差別化

をできるのか、できないかによって変わってくるので、何か意見をお願いします。 

 例えば、栗原さん、図書館とか博物館がありますね。文化財とか学習材と学ぶ人とをつ

なぐという面は、まちづくりではできないんです。だから、そういう部分をつなぐ。ここ

で一番私が欲しいと思っているのは、今日は書いていませんけれども、ネットの学習とい
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うもの。これから学習のスタイルが変わってくるんです。従来の座学だけではなくて、ど

こかに出かけて学ぶということもあるけれども、在宅で学習ができる。でも、そういうす

べを知らない方がいますよね。そういったものをつなぐようなものが今、日本にはない。

今、それを日本でやっているのがＮＴＴとか、大学ではそういった講座を設けて学習しま

せんかと言っています。 

 いうならば、今は大学とＮＴＴ、それからリクルートあたりが、まさにこの生涯学習の

コーディネーターをしているのです。今後、そこだけに任せなくて、この講座を受けると、

船橋の市民の方々が学びたいときにつなげるような講座が育成できればいいわけです。そ

ういう意味では、専門知識・実習のところに、もう少しネットの問題を入れるとよいでし

ょう。例えば放送大学で学習すると何が身につくとか、例えばオンライン講座を取れば資

格を取れるとか、そういうものを皆さんネットで学習している。そういうふうに学習スタ

イルが変わってくるんですという、言うならば人生１００年時代における学び直しをする

人たちにとってのコーディネートをする人がいるわけです。そういうことを、佐谷先生が

おっしゃるように、もっとはっきりさせないとまちづくりボランティアとの違いが見えて

こない。 

○栗原委員 

 今までの生涯学習コーディネーターの資格を取られた方のやられてきたお仕事は、ある

意味では、公民館などの事業担当のかわりのような部分が非常に大きかったと思うのです。

それは、公民館の中でもそういう事業を持ったり企画したりということで、本人たちのや

る気もあるでしょうし、市民にとっても助かることではあると思うのです。 

 ただ、公民館の職員との違いの部分というのか、そこの部分が何か曖昧になってきてし

まうような感じが見受けられることもありました。それで、郷土資料館のほうに何々公民

館の方から、こういう事業をやってくださいという話があったときに、誰々ですと名前を

名乗られていて、聞きたいことがあって電話しても、何か通じが悪いときがあったりして、

実際のところ、はっきりしていなかったということもありました。その辺りはもう少し整

理すればいくらでも直ることだと思います。今、明石先生がおっしゃったように、もっと

広くこれからのネットを活用しての学び直しということを入れていくとすると、今までの

生涯学習コーディネーターさんたちが活躍するのとはかなり違ってくるという感じがしま

す。 

 逆に今、ＮＴＴやリクルートでやっているようなことを本当にやっていけるのかどうか
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といったところが出てくるという感じがします。設置目的が、「組織の力をコーディネー

トし、学びを通して新たな縁を創出する」というように書かれていますけれども、どのよ

うな手法で、というところに関わってくるという感じがしています。そうすると、こちら

のまちづくりボランティア養成との差別化というのも、かなり出てくると思います。 

○明石委員長 

 この養成学科を設置する場合は、カリキュラムの専門知識のところをもう少し検討して

いただくといいと思っています。例えば、文科省が上野の社会教育実践センターから衛星

で社教主事の講習講座を流しています。新潟や鳥取、島根で受講生が受けるのですが、そ

のまま流しても皆さん全然理解ができない。そこで必ず映像が終わった後に、そこのオピ

ニオンリーダーが媒介として質問に答えたり、本部に回答をお願いするなどして学びの落

差を埋めるような方もいるんです。そういう学びにおけるコーディネーターも要るだろう

と思います。 

 もう一つは、さきほど申し上げましたように、例えば船橋に来てどこの公民館に行けば

いいですかといったときに、たくさん二十数館ある中で、この公民館はこういう講座の特

徴がありますとか、病院でいえばインテークといいますが、教育相談では、まず来た方に

対する事柄を理解してあげて、どこかに紹介できるというコーディネーターもいるんです。 

 また、先ほどありましたけれども、こういう資格を取りたいが、どこに行けばいいでし

ょうか、その取った資格で何か活用できますか、そういうユーザーがいたときに、それを

紹介できる。まず個人の学習ニーズをいかに掘り起こしてつなぐかというコーディネータ

ーを育成する講座を設けなければいけないと思います。あとはそういう団体の学びをどう

つなげるかとか、そういうふうな講座を分けてくれると、これを設けなければいけないと。 

 鈴木先生、音楽の場合プロデューサーは、仕掛け人がいますよね。 

○鈴木委員 

 私が仕掛けています。 

○明石委員長 

 ある意味で仕掛け人ですよね、学習の仕掛け人。 

○鈴木委員 

 今、僕も皆さんのお話を聞きながら考えていたのですが、このまちづくりボランティア

養成とかスポーツコミュニケーションとか生涯学習コーディネーター養成、ふなばしマイ

スター、その入り口みたいなものは、今、課長から説明があったボランティアの入門だと
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思いますけれども、コーディネーターを目的として学ぶというのは、言葉は適切ではない

かもしれないけれども、申し込む方々のレベル、意欲などがちょっと違うものだと思うん

です。 

 こういう方々が学び終わったら、例えば市の広報でも何でもいいですけれども、その人

たちにメールでもいいので、告知しながら相談できるとか、そういう流れが必要になって

くるのかなと思います。そのために、コーディネーターを養成する講座の内容として、ど

うしてもこれからはパソコンは必ずできないとならないです。だから、そういうものも入

れながら３段階ぐらいに分けて講座をステップアップしていって、最後は修了して、その

方々がいろいろな形で活躍できるというか、コーディネートできるというか。 

 例えば、少し話は変わるかもしれませんけれども、役所に何かを聞きたいので電話する

と、まず総合案内の方が出て、色々な課に回されて、その課で聞くと、いや、その内容に

ついてはうちの課ではないですから回しますと、また回されてという話はよくありますね。

そうではなく、そこの方に連絡を取ると答えがもらえて、その場所に行けたりする。そう

いう力をつけるための養成をするということなので、ほかのものとはスタートラインが少

し違うと思うので、内容をもう少しステップアップできるものにしていった方がいいとい

う気はします。地元を知るとか教養とか、健康、暮らしというのがあると思いますけれど

も。 

○明石委員長 

 今、鈴木先生が言われましたように、このコーディネーターというのは、生涯学習の中

で今一番大きな課題なんです。どうしたら育成できるか。個人の学びはものすごくいいの

だけれども、学びと学び、個人と機関を結びつけるコーディネーター、いろいろなところ

で、コーディネーターが本当に育成できるのかという議論まであります。いろいろな裏技

もできるし、そういう意味では、ディレクターではなくてプロデューサーです。全体像が

見えていないと仕掛けられませんから。 

 そういう意味で、鈴木先生がおっしゃるように、船橋の基礎、基本をどこかで学んで、

今でいうネット社会のことも多少理解でき、それで、学習者のことも理解できて、学習す

る機関がどんなものがあるかも理解できる。ある意味では、このまちづくり学部だけに置

くのか、それとも特別講座の発展講座で持ってくるのか、鈴木先生がおっしゃるように、

ほかとは違うかなという感じはします。 

○佐谷委員 
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 私も、皆さんのおっしゃったので何となくコーディネーターのイメージがわかったので

すが、ボランティアもボランティアコーディネーターというのがいます。ボランティアの

養成とボランティアコーディネーター養成はやはり全然レベルが違っていて、ボランティ

アは本人がやるのですが、ボランティアコーディネーターはこの人がどういうところにボ

ランティアに行ったらいいかという、今の生涯学習のコーディネーターと同じことをやる。

そうすると、大分レベルが違って、もう既に自分がボランティアを１０年も２０年もやっ

ている人がボランティアコーディネーターをやるというような感じの位置づけで、やはり

レベルが違うので、そこをここに入れるのかどうするのかというのは、ちょっと考えてい

ただいたほうがいいのかなというところですね。 

○土井委員 

 生涯学習のコーディネーターを卒業した人たちとの関係で、一番星というのはその関係

が強いところなのですか。 

○社会教育課長 

 一番星プランをつくったときの委員の中に、生涯学習コーディネーターのところを卒業

したような人たちがいたという話は聞いております。ただ、一番星というのは市の計画の

話ですよね。それは、あくまでも船橋の計画ですので。 

○土井委員 

 そのあたりはかんでいないのですか。 

○社会教育課長 

 委員としてはかんでいまして、当初の話を聞くとかなりの部分をその方たちに教えても

らったという話はあるのですが、今現在つくる一番星に関しては市主体でやっていますの

で、そういう意見は聞きますが、これは市の施策としてやっていくものなので、今度新し

くつくるのはそんなに強くはないかと思います。 

 逆に、生涯学習の基本構想について、明石先生を初めとした検討委員会がございますの

で、そちらの意見はかなり参考にさせていただくようになりますが、今度つくるものに関

して、生涯学習コーディネーターの方が直接委員等には入っていないです。 

○土井委員 

 カリキュラムをこうやって見ていて、何かイメージがわいてこないですよね。 

○社会教育課長 

 今いただきましたコーディネーターというのであれば、ネットを活用した学び直しの中
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で学びにおけるコーディネーター役をやるとか、学びの相談があった場合についてはワン

ストップで答えるとか、学習の仕掛人をつくる。そのためには、船橋のやり方の基本とか

学習への広い理解、それから、それぞれの学習機関を当然知っていなければいけない。佐

谷先生から、例えば１０年以上やっているようなかなりレベルの高いところが必要だとい

うことをお話しいただいたので、そのお話を受けて、もう一回ここの点に関しては検討さ

せていただきたいと思います。 

○明石委員長 

 そうすると、この生涯学習コーディネーターというのが大事になってきます。そこにボ

ランティアコーディネーターを入れるかどうかは置いておいて、とにかくコーディネータ

ーというのが、ほかの市町村ではほとんどできていないんです。文科省でも、今、非常に

悩んでいます。いや、言葉は使いますよ。どうやって育成すればいいかというカリキュラ

ムがなかなかできていない。そういう意味では、課長がおっしゃるように、その辺のとこ

ろを検討してもらえればいいかと思います。 

 ほかに何かございますか。 

 個人的なのですが、パソコン学科がありますよね。できたら一番最後にホームページを

つくれるぐらいの到達目標はないですかね。今、例えば短大で情報教育をやっていますよ

ね。就職して、園とか保育所は自分の園のホームページをつくってほしいので、そういう

力量を持った方が欲しいと言っているんです。そうすると、やはり自分たちの団体のよさ

を発揮できるのは、ブログもいいのでしょうが、せっかくパソコンをやっているのだから、

パワーポイントは当たり前だけれども、自分たちのグループのホームページをつくれるぐ

らいになってほしい。初級コースはいいと思いますが、何かそういう到達目標があるとい

いかと思います。パソコン学科も、ワードをやって、エクセルをやって、ここまでたくさ

んやってくれていますが、もうちょっと何かないかなと。素人の考えですが思います。 

○社会教育課長 

 これに関しては、明石先生のほうからも２つに分けたほうがいいのではないかとか、ご

意見を前々回もいただいて考えたのですが、そのあたり、タブレットも含めてニーズのと

ころの調査をしていかなければいけないかと思って、また機材的なところもありますので、

難しいと。 

 ただ、冒頭でもお話ししましたが、この学科も将来的には多分どんどん減っていくと思

います。普通にパソコンを使える人たちが６０歳、６５歳になってくるので、そうすると
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何らかの形でもう少し高度なこと、中の話でそれぞれ個人の思いがあったのですが、私と

しては、ここはプログラムを書けるぐらい、例えばホームページでもかなり高度なホーム

ページ、いわゆる自分が起業するとか、ほかの依頼を受けて簡単に書けるような、少しで

も収入を得られるぐらいのスキルの講座もいいのかなと思ったのですけれども、そこは難

しいということです。今回は前回と同じような形にしまして、それは希望者が減ってきた

今後ということで、続けて検討していきたいと思います。 

○鈴木委員 

 少しいいですか。修了作品制作の（１）から（４）というのは、今までで言うとのよう

な作品になるのですか。 

○事務局（田久保） 

 チラシを作成したり、自分たちの活動状況を撮った写真を使いアルバムのようなものを

毎年つくっていらっしゃいます。 

○鈴木委員 

 例えばＡ４判１枚とか規定があって。 

○事務局（田久保） 

 はい。Ａ４判数枚です。印刷屋さんに出して冊子にして、記録集というか１年間の活動

の記録を、自分たちでワードを打って、写真を挿入してつくっていくというようなもので

す。 

○鈴木委員 

 それは、チラシとは違うんですよね。今までやったことを１枚に凝縮して、ぱっとわか

るようなものではないんですよね。 

○事務局（田久保） そうですね。クラスによっていろいろつくり方はあるのですが、一

般的には、ちょっとしたアルバムというか記録集というか報告書というか、そういうきち

んとしたものを最後につくっていらっしゃいます。 

○鈴木委員 

 委員長がおっしゃったように、例えば自分のホームページをつくってみるとか、その中

に思い出がいろいろ入ってくるのだろうと思いますが、そういう物も僕はいいなと、そう

いう時代なんだなという気はします。ワードにしてもエクセルにしても、例えば、それが

あるからこういうことができるというソフトですから、それを活用して自分なりの思いで

修了の作品をつくる。具体的なものとして、今、委員長がおっしゃったようなホームペー
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ジなどは、大がかりなホームページをつくることはないので、そういうのを最初の目標で

出す。最後はこういうのをつくるんだなみたいなものがあると、受けるほうがわかりやす

い。ほかの講座でも言えると思いますけれども。 

○明石委員長 

 私が申し上げたのは、右のほうに民間委託というのがありますね。これはいいと思うん

です。彼らはいろいろなツールを持っていますから、来た学習者の度合いに応じて多分つ

くれると思うのです。 

○事務局（田久保） 

 プログラムは非常に多彩なものをお持ちになっています。 

○明石委員長 

 この辺が強さだと思うんですよ。だから、修了制作を一番最後に持ってくるような組み

立てをしないと。ワードとインターネットとエクセルをやってから修了制作が来るという

組み立てのほうがよいでしょう。 

○事務局（田久保） 

 はい。 

○明石委員長 

 できたら、その作品を市の文化祭で発表するとか、そういうふうな発表する場所がほか

のところはあるんです。個人のこともいいのだけれども、それをみんなに見せるというの

があるといい。そうすると３０時間ぐらいになりそうですか。 

○鈴木委員 

 共有するというのは大事ですよね。特に個でやっている活動というのは、隣の友達や隣

の仲間がどういうものをつくったのかというのを共有するのは非常に大事なことだと思い

ます。 

○明石委員長 

 皆さん、８ページのライフデザインがよくできているなと思いました。これなら私も受

講したい。要するに、私たちが受講したいカリキュラムが欲しい。これは方向性を考えて、

デザインを描いて、行動を起こすという、まさにワン・ツー・スリーを押さえていまして、

中分類でこういう形を出してきている。これもキャリアカウンセラーに全部やってもらう

んですか。 

○事務局（田久保） 
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 一応、８ページの１番から２１番ぐらいまではキャリアカウンセラーを予定しておりま

す。その後の２２番以降は、市役所の商工振興課とコラボして、今、商工振興課が創業支

援を実際やっておりますが、希望者が少ないらしく、市民大と連携して、起業を考えてい

る前段の人たちにキャリアカウンセラーの方の話を聞いてもらい、それから創業につなげ

ていくという、商工振興課の事業の前段階を市民大で担えればいいのではないかと考えて

います。 

○明石委員長 

 これを見ると、まさにこれから人生１００年時代の新しい生き方をするときの学び直し

ができているかなという感じがしました。６５歳を超えた方はみんなここに入ったほうが

いいでしょうね。 

○社会教育課長 

 できれば５０歳ぐらいから考えていただきたいと思っています。４０歳でも多分ライフ

シフトされる方がいっぱいいらっしゃると思うので、そういうのをどこに置くかについて

は、もう少しキャリアカウンセラーさんとお話ししていかなければいけないと思いますが、

一つのところでとどまるというモデルではなくて、４０歳ぐらいから転職される方もいら

っしゃるでしょうし、６５歳ぐらいから年金プラス数万円稼ぐような方もいらっしゃるだ

ろうし、８０歳まで本当に自分のスキルを生かして働くような方もいると思いますので、

どこにとっているかは難しいと思うのですが、そういうのを念頭に入れてつくっていきた

いと思っています。 

○明石委員長 

 とりわけ気に入ったのは、「昔のライフキャリア資産の棚卸し」というもので、これな

んかは非常にわかりやすい。なかなかできないけれども、これをやらなきゃだめなんです。

また、ネーミングがいいんですよ。最後の「今後のビジョンをイメージ化しデザインを描

く」なんていうのは、短大とか新しい学校をつくれそうですね。千葉経済短大はこういう

のをやっているんですよ。これは非常によく練っているなというのが見えてきています。 

○佐谷委員 

 ちょっとカリキュラムでよろしいですか。 

○明石委員長 

 どうぞ。 

○佐谷委員 
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 前に各学科で専任講師をそれぞれつけて検討していくというようなことだったのですが、

今回のカリキュラムについては、専任講師の方と相談しているとか、そういうのはあるの

ですか。 

○事務局（田久保） 

 ないです。 

○社会教育課長 

 まだ現在はしていないところです。 

○佐谷委員 

 タイミング的にいろいろ難しいところがあるのかもしれないのですが、できるだけ専任

講師の方と相談されてカリキュラムを検討したほうがいいのかなと思っているところです。

特に、例えばふなばしマイスター学科とか、かなりいろいろなことが入り込んでいて、何

をやりたいのかが逆によくわからなくなっているところもあるので、これは一応案として

こういうものがあるのだけれども、ここでおっしゃっている目的とか、卒業した人が何に

なることを目指しているのかというところを専任の講師の方に伝えて、では、こういうカ

リキュラムがいいのではないかというのをやっていったほうがいいのかなというところは

あります。 

○社会教育課長 

 ありがとうございます。そうですね。確かにタイミングの問題があって、今回は１０月

のものにはちょっと難しいかなというところがあるのですが、これをベースにしてやりま

して、次年度以降は予算もある程度取ろうと考えていますので、次年度のをつくるときに

は、当然これが１年度分のベースなのですが、その方と相談して、これはもうちょっと大

胆に変えたほうがいいよとか、これはこのままでいいよという評価もあわせて、次年度以

降はぜひ専任講師の方をつけたいなと思っています。 

○明石委員長 

 課長、きょうは出ていないけれども、私がメールでもらったのは、ふなばしマイスター

学科１年目、２年目とあります。この２年目を出してくれると、少しイメージがはっきり

します。２年目がないと、佐谷先生がおっしゃるようにちょっとごった煮です。２年目に

はっきり、船橋のまちづくりをするというのがあるんです。これは皆さんに行っていない

んですか。 

○事務局（田久保） 
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 はい。前回の中でマイスター学科上級というような表現で２年制を考えたプログラムが

あったのですが、まだ２年制の是非も市民大の中で詰め切れていないということで、令和

２年度は１年制をやってみて、今後全部を２年制にするのもまた難しいですから、どの学

科を２年制にしていくかとか、そういうこともまだ引き続き検討していかなくてはいけな

いなというところで、今回はあえて２年目は出さずに１年目だけをお出ししました。 

○明石委員長 

 そうすると、やはり専任講師の方とご相談して、最後の狙いをはっきりさせないと講師

も困ると思いますから。個人的には、皆さんには行っていないけれども、２年目が非常に

おもしろいです。２年目は夢があります。船橋の総合計画に対するいろいろなディスカッ

ションもできそうです。でも、まず１年目はこういう形でやってみたいということですね。 

○佐谷委員 

 令和２年目のカリキュラムは、専任講師とは相談しないということですか。 

○社会教育課長 

 そうですね。時間がちょっとないので。 

○佐谷委員 

 では、令和２年度のカリキュラムはここで検討する。 

○社会教育課長 

 そうですね。今回、日程表も置かせていただいたのは、実は募集要項をつくるのが大体

１１月の初旬が終わりなので、１０月後半ぐらいにこの会議を開かせていただいて、内容

をもう一回見てもらって、そこでもし必要があれば微調整をして、それで１１月に校了し

ます。 

 今、私どものパンフレットというのは、こういうことをやりますと書いてあるのですが、

具体的なイメージがつかみにくいので、そうすると、ある程度、こういうカリキュラムを

載せられれば、希望する方もイメージができて人気も高まるのではないかと思うので、今

そちらを考えているところでございます。ですので、専任講師に今回相談するというのは

時間的に難しいというところです。 

○明石委員長 

 そうすると、課長、資料１でしょうけれども、専任講師というのは何人ぐらい想定して

いますか。各学科に１名を想定しているのでしょうか。 

○社会教育課長 
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 当初、学部にそれぞれ入っていただいて２名、それぞれの学科ではなく学部にお願いし

たいと考えています。 

○明石委員長 

 学部で１名ずつ。 

○社会教育課長 

 学部に１名ぐらいを今のところ想定しています。 

○明石委員長 

 一応、この市民大では２名の専任講師を置いておく。あとはみんな非常勤の人にお願い

するということですね。 

○社会教育課長 

 そうですね。いろいろな学科については、こちらの右側に書いてあるような方にお願い

して講座をやってもらうような形で考えています。 

○明石委員長 

 専任講師は公に公募するんですか、それとも一本釣りするんですか。 

○社会教育課長 

 そこまで正直まだ詰まっていないので、そのあたりはもう少し考えさせてください。 

○明石委員長 

 わかりました。それは事務局で検討したほうがいいですよ。非常にその２人が大事にな

りますから。 

○社会教育課長 

 そうですね。もしかすると、それぞれの委員の方にまたご相談に行くかもしれませんの

で、その際はよろしくお願いします。 

○明石委員長 

 あと、皆さん、全体的に見られていかがでしょうか。今、課長が言われましたように、

１０月の中旬か終わりごろにもう一度この委員会を開催させていただいて、最後の詰めを

したいと。できれば１１月の公募のときに詳細を載せられれば一番いいのだという、そう

いう段取りです。 

○鈴木委員 

 時間がないですね。この次に出してもらったものを、時間をかけて、委員長を中心にこ

のメンバーでそれを一つ一つ、流れとかを確認するのであれば、一日がかりでやるしかな



 23 

いですよね。それで、１１月にもう出してしまうわけでしょう。 

○社会教育課長 

 そうですね。１１月の頭に校了ですので。 

○鈴木委員 

 さきほど委員長がおっしゃったのは、僕もきょう自分でプリントアウトをして、２年目

というものを持っていますが、例えば令和２年度は、マイスターでいうと２年ではなくて

１年でやるわけですよね。それは決まっているんですよね。それで、専任の講師は来年度

にはつけなくて、ここで講座の内容を踏まえて、ある程度の表題というか、テーマなどを

全部決めるということですよね。 

 ここまで担当の方がつくられただけでも僕はすごいなと思います。これは相当な時間が

かかっていると思うんです。やはりもう出してしまったら引っ込みがつかなくなるので、

これはじっくり時間をかけてやったほうがいいなと思います。各委員の方が全部見てきて

いるのだろうけれども、例えば３０とか２０の時間も、内容的なものも。 

 皆さんお持ちかどうかわからないけれども、さっき委員長がおっしゃったふなばしマイ

スター学科２年目というのがありますよね。基礎、発信の方法、実習と、こういうふうな

形で大分類はステップアップしていますよね。それも踏まえてステップアップできるよう

にしていくのがほかのものも必要ではないかと思います。 

○明石委員長 

 何かほかにございますか。お願いしたいのは、ここの委員会では大枠を固めていただい

て、一番わかりやすいのは、ライフデザインにありましたように、キャリアカウンセラー

をどこかに委託するとか、パソコンのように民間委託するとか、そういうところは、こう

いう内容さえつくっておけば、あとは回してもらえるということなので。 

 まず、マイスターのほうは、１年目と２年目はつくり方が違うのでしょうけれども、１

年目は従来の方法をちょっと膨らませようと。２年目は、まだわかりませんけれども、大

胆な発想でやってくれているので、それはそれとして置いておいて、まずこれで行きたい

と。 

 やはり一番大きな課題は、課長も言われていましたように、生涯学習コーディネーター

養成学科は少し変えていかないとこのままでははっきりしないので、ここは一番気になり

ました。あとは、先ほど申し上げましたように、ライフデザインのようになると最高にい

い。 



 24 

 スポーツコミュニケーションも初級障がい者スポーツ指導員資格講習とか、パラ・ボラ

を念頭に置いた船橋の特色を出していきたいというのがあるとか、その辺はやはり特色を

出したほうがいいかと思います。 

○土井委員 

 学生募集の案内には、カリキュラムを具体的に明示するのでしたか。 

○社会教育課長 

 こういうことをできれば載せたいというふうには、今のところ考えています。ですから、

どこまで詳しく載せるかというのはこれからも議論があるのですが、できればこんな形に

したいと。ただ、当然のことながら、講師等のところもありますので、変更することはあ

りますということは当然書かせていただきます。 

○土井委員 

 しかし、このまちづくりのボランティアと生涯学習コーディネーターの２つのカリキュ

ラムの内容を見ていて、何を案内するのか見えてこない。多分、このままだと入学者はま

た減るのではないかと、そういう感じを抱きます。かたい言葉で書かれ過ぎていて、具体

的な中身がわからないというのがあります。 

○社会教育課長 

 この２学科についてもう少し検討させていただいて、次回お示ししたいと思います。 

○土井委員 

 例えば、「学びにつながるコーディネートスキル」などというのが２１回目ごろにあり

ますが、活動プランニングのノウハウを学ぶとかということであれば、プランニングを立

てるときのノウハウをここで勉強するのだなというのはわかりますけれども、「学びにつ

ながるコーディネートスキル」などと言われても、具体的でないからピンとこないですよ

ね。そういうような意味の、もっと具体的なことがここに明示されていかないと、入学を

考えようという人たちにはそれが伝わらないという気がするのです。より具体的に。 

○明石委員長 

 今の土井先生の意見を伺いますと、例えば、６ページに「こころとからだの健康学科」

というのがありますよね。この中の「カリキュラム作成方針」というのがあるでしょう。

こういうのをわかりやすく書いていただいて、全部を載せるよりもポイントだけ、こうい

う講座名がありますという形で提示する。全部載せるとたくさんになりますから、カリキ

ュラムの特色や狙いなどを出しておいて、おもしろそうな講座名の、なるべくかたい文字
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でないものを入れていかないと、興味が惹かれない。おっしゃるとおり、そういう心配は

あります。 

○社会教育課長 

 今いただいた形で、再度検討させていただきます。 

○明石委員長 

 それから、普通、学校は校章とか校旗とかキャラクターがありますが、市民大のそうい

ったものはないですか。少し楽しく。やはり生涯学習は楽しく学ばないと。 

○社会教育課長 

 そうですね。 

○明石委員長 

 そういうのを皆さんにつくってもらいますよとか。それから校歌はあるのですか？ 

○社会教育課長 

 ないです。 

○明石委員長 

 船橋は市民歌があるでしょう。並行してやるとか。やはり学校というのだから。 

 修了式には何とかガウンを着るとか、そういう少し楽しみがないとね。 

○鈴木委員 

 それは大事なことだと思います。どういうところでワクワクドキドキするかというのを、

いつも僕は考えているのですが、ほんのちょっとしたことでワクワクするんです。ほんの

ちょっとしたことでドキドキしたり、服を変えただけでもドキドキするし、それが最終の

修了式などで皆さんがそういうのを共有できて、１年間頑張ってきてよかったなみたいな

ものがあるといいと思います。 

 それは少し飛んだ話で、今までの話を聞いて、やはりカリキュラムがとても大事になっ

てくるので、僕も考えます。 

 さきほど冒頭に土井先生がおっしゃった名称は、文化に決まりましたか。 

○明石委員長 

 「こころと学びの教養」「こころと文化の教養」。私は事務方の気持ちはわかるんです。

文化課と生涯学習課は違うので、やはり学びを入れたいという願いはあります。 

○佐谷委員 

 でも、５ページを見るとあまり「こころ」的なものがない。人間関係の変化ぐらいです
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か。 

○明石委員長 

 「こころ」を消して、「学びと文化の教養」でもいいですよ。そのほうが座りがいい。

「学びの教養」よりも「学びと文化の教養」のほうが座りがいいのではないですか。 

○土井委員 

 「こころとからだの健康」学科という中で、前回も指摘がありましたが、音楽がどれほ

どあるのかと思ったらあまりないですね。 

○事務局（田久保） 

 少し増やしたいと思います。 

○鈴木委員 

 音楽をどんどん入れた方がいいと思います。 

○土井委員 

 僕みたいな音楽的な教養が全くない人間にとっては、譜面だとかああいうのを見ると音

楽はだめなんです。全然興味がわかない。だけど、民俗楽器だったら譜面がないので、民

俗楽器みたいなもの、例えばカリンバとか、あれを実際に自分でつくって自由に演奏して

みるといったようなものが、こういうところではすごくお年寄りの人たちが飛びつきやす

いし、カリンバを実際に自分たちでつくるのであれば、つくって演奏するというところま

で発展できますしね。ちょうど海神に、今でもお店を開いているかどうか知りませんが、

カリンバの楽器を自分でつくって売っている人が、僕も１４～１５年ぐらい前にそこに行

って買ったので覚えています。いまだにあるかどうかは知りませんけれども。 

○土井委員 

 名前は覚えていない。何かカンリンバとかを自分でもつくったりして、とてもおもしろ

い方でしたけれども。すぐ身近にそういう人材も、今でもお元気であれば。 

○明石委員長 

 それも賛成ですね。上のほうの陶芸体験をたくさん増やしているのだけれども、音楽は

２回しかない。例えばハンドベルとかこういうのも、手を使うというのはものすごくぼけ

防止にいいのだから。幼児から高齢者まで使える、ハンドベルというのがあるじゃないで

すか。そういうのをちょっと出してくれて、太鼓もいいし、歌声喫茶もいいし、ちょっと

これを増やすような方向でお願いします。 

○土井委員 
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 振ってボーンとたたいて音が出る楽器は何でしたか。 

○鈴木委員 

 トーンチャイム。 

○土井委員 

 トーンチャイムでしたか。すごくいい音が出る。 

○鈴木委員 

 いい音が鳴ります。あれはトーンチャイムといって、特別支援の学校も結構子供らがや

っています。「僕はこれとこれ、ドとレね」とか、「あなたはミとファね」とやって、それ

で一曲奏でられるのだから、僕はすごいと思う。 

○土井委員 

 あれは自然の中でやるとびりびりしますよ。 

○鈴木委員 

 トーンチャイムは残響が残るんです。 

○明石委員長 

 課長、せっかく専門家がいらっしゃるのですから、鈴木先生のアドバイスを。講座をつ

くるとか、これをやれば間違いないとか、そのぐらいを用意してくれるとわかりやすい。 

○社会教育課長 

 すみません。カリンバがよくわからなかったので。 

○鈴木委員 

 以前お話したと思いますが、きららホールの夏休みワークショップで打楽器をやったん

です。定員２４名ぐらいかな。半分の子は楽器をつくって、半分の子はスティールパンと

かマリンバとか打楽器をやっていてもらって、こっちで僕は楽器をつくっていたんです。

ビーズを入れるときに、これは指導者の声かけもありますけれども、子供らはこうつかん

でこうやって入れたいんですが、音を確かめながら入れると一番いい音がすると言ったら、

男の子のやんちゃな子がこうやってつまんでヤクルトの容器に入れて、こうやって振って、

「いや、ちょっと多すぎたな」と言って出すんです。それで、最後は全員で合奏しました

けれども、とても喜んでいました。大人も共有できるものがあります。自分の作品がみん

なと一緒に共有できるというのは音楽が持っている力なので。 

○明石委員長 

 その辺、鈴木先生のお知恵をお借りして。そうしたら少し時間数が変わってきます。 
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○佐谷委員 

 ５ページの、先ほどの「学びと文化」のところ、例えば最後の「暮らし」のところがか

なりシニア寄りになっているかなと思います。一応、この対象が１８歳からということに

なっているので、もしシニアを対象とするのであればシニアであるということを銘打つと

か、そうでなければもう少し年齢層が、例えば、実際に来ているかどうかわからないので

すが、４０代の方が聞いても同じように納得できるような内容にしていくとか、対象とプ

ログラムの内容をもう一回精査したほうがいいとは思いました。 

 あとは、例えば６ページ、今のお話のところは口腔衛生とかは若干あるかもしれないで

すが、広い年齢に対応できている内容だと思いました。しかし５ページは若干シニア向け

に偏っているかなという感じがしました。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。その辺は３つともそうだけれども、シニアのことを学ぶには

若い人も大事だと、そういうふうにタイトルを変えていかないと。よく言いますね。「８

０２０」といって、８０歳までで自分の歯を２０本残しましょうというのは、うちの幼児

教育ではものすごく大事なんです。だから、幼児教育のときに、初等教育で歯のことをや

りましょうと。それはそれで、８０歳の２０本だけれども、今からやっておかないとだめ

ですよという形のことも必要なので、組み立てと題目の提示の仕方を考えたらいいかと思

います。 

 ほかにいかがですか。 

○土井委員 

 生涯学習コーディネーターか、ボランティアか、スポーツコミュニケーションか、どこ

に入るのかちょっとわからないのですが、青少年の自然体験活動推進法（青少年自然体験

活動等の推進に関する法律）というのが今度の臨時国会で出ます。自然体験（活動）推進

議員連盟というのがあって、超党派の議員が集まって出している法案があるのですが、も

う大分前に一回出そうになって、民主党が政権をとっていたころに出すつもりであった法

案が成立せず、延び延びになっていて、今、また出てきたという法案ですけれども、この

法案が多分農林水産省の管轄の形で出てくるだろうと。でも、文科省だとか環境省だとか

いろいろなのが全部入っていて、青少年の自然体験というとキャンプだとかそういったこ

とになってくるのだけれども、そうではなくて環境も入ってくるし、農業も入ってくるし、

林業の体験も入ってくるし、漁業の体験もいろいろなものが入ってくるし、それから文化
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財のことに関しての屋外活動みたいなものも全て入ってきて、それの活動を推進していこ

うというのがベースです。 

 この法案が通って実際に運用されていくと、それの指導者資格というのを考えなくては

ならないという方向に行くと思います。そうなってくると、そのときの一番有力な候補に

挙がっているのがＮＥＡＬ（自然体験活動指導者）という、インストラクターからコーデ

ィネーターまでランクがありますが、これは自然体験の中での名前がついている指導者資

格です。今言ったようにいろいろなものが全て網羅された形でやっているので、ぱっと見

てイメージがわかないと思いますが、キャンプの指導者ではない。自然の中で行われるい

ろいろな諸活動、文化活動を含めたリーダーとなると、今回は間に合わないとしても、船

橋市として市民大レベルでそういうところの指導者にかめるようなものを、将来的にある

程度考えておかなくてはいけないのではないかと。そのことを情報提供として申し上げて

おきたいと思います。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。実は千葉県で、ＮＰＯ法人の千葉自然大学校というのがあり

まして、そこが、土井先生のおっしゃることの自然体験指導者養成講座を２年かけて育成

しています。それで、資格を与えているんです。そこはカリキュラムがしっかりしていま

す。キャンプだけではなく、千葉県の地形から、環境から、いろいろな学習をしておいて、

ワークショップでは子供の遊びとかを含めてやっています。これはもうできてから１０年

ぐらいになりますかね。君津亀山少年自然の家とか大房岬自然の家を拠点にして、そこが

管轄していますから。 

 そういうものがありますので、ゆくゆくは船橋バージョンもこういう中で考えていくと

いうのは、今回、間に合いませんが、視野に入れておくということは大事だと思っており

ます。ありがとうございました。 

 非常に貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。では、本日の議事はこ

れで終わりたいと思います。 

 なお、議事録の署名を土井委員と栗原委員にお願いしたいと思いますが、両委員、よろ

しいでしょうか。 

（両委員 了承） 

○明石委員長 

 では、よろしくお願いします。 
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 これで、本日の協議会は終わりたいと思います。委員の皆様には議事進行にご協力いた

だきましてありがとうございました。 

 

午後３時３８分閉会 


