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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４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。 

 初めに、本日は佐谷委員が欠席とのご連絡がありましたので、ご報告いたします。 

 次に、事務局より資料の確認がありますので、事務局、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。本日の資料は５点ございます。まず、レ

ジュメ、席次表、名簿がクリップどめされたものが１点、それから、資料１と書かれてお

ります「ふなばし市民大学校学部・学科構成（案）」という資料があります。次に、資料

２と右上に書いた「ふなばし市民大学校学部・学科カリキュラム内容（案）」、４点目に、

資料３として、生涯学習コーディネーター、旧一般教養学科、こころとからだの健康学科

のカリキュラム（案）がホチキスでとめたものがございます。５点目に、「第４回カリキ

ュラム検討委員会に向けて」ということで、右上に「資料４」と書いたＡ４の横向きの資

料、合わせて５点の資料をお手元に配っておりますが、不足等ございましたらお申し出く

ださい。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。 

○明石委員長 

 本日、船橋市情報公開条例第２６条の規定により、船橋市の設置する附属機関等の会議

は原則公開とされていますことから、傍聴人の受付をいたしましたところ、１名より傍聴

したい旨の申し出がありましたことをご報告いたします。 

 それでは、傍聴人の方のご入場をお願いいたします。 

（傍聴人 入室） 

○明石委員長 

 傍聴人の方に申し上げます。お渡しいたしました傍聴券の裏面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ことをお願いいたします。 

○事務局（田久保） 

 委員長、申しわけございません。先ほど申し伝えるのを失念しておりました。 

 本日の内容について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

きますことをあらかじめご了承くださいませ。よろしくお願いいたします。 

○明石委員長 
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 そうですね。わかりました。 

 それでは、これより議事に入りたいと思います。 

 議事は、「ふなばし市民大学校の学科改変及びカリキュラム内容について」でございま

す。学部・学科編成とカリキュラム内容の方向性や概要についての検討は今回が最後とな

りますので、各委員から忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。 

 まず、事務局から資料のご説明をお願いいたします。 

○事務局（田久保） 

 それでは、事務局からご説明させていただきたいと思います。 

 資料３をごらんいただきたいと思います。９月の第３回カリキュラム検討委員会で指摘

事項が多かった３点につきまして、事務局で協議をした内容と資料でございます。 

 まず、資料３の１枚目、生涯学習コーディネーター養成学科ですが、前回、何をコーデ

ィネートするのかとか、学び直しのコーディネーターなのか、それとも個人の学びなのか、

どこに照準を合わされているのかが不明確であると。また、コーディネーター養成を目的

にすると、ほかの学科と内容も変わってくるのではないか、そのほうが望ましいのではな

いかというお話がございました。その点を受けて、市民大の本課であります社会教育課と

ともに協議した結果、こちらの生涯学習コーディネーターというのは、船橋市の生涯学習

の担当をしております私ども社会教育課の最も重要な人材育成の部分になるということで、

やはりボランティアというより生涯学習コーディネーターを人材育成したいと。それはど

ういう人なのかということは、簡単に一言で言ってしまえば「学びの仕掛け人」という名

称に当てはまるような人材、地域にとってハブのような人材を養成することが大事で、ほ

かのボランティアを育成する学科とは違うすみ分けになるのではないかというふうに考え

ております。 

 その背景には、船橋市は公民館が非常に多く、以前から県内で社会教育が盛んに行われ

ているところが誇りでもあります。船橋市は地域での活動が盛んでありまして、また、近

年は行政に頼らない市民力によるさまざまな活動が活発化していることから、今後も新た

な市民力を創出する、そういう人材を養成することを目的に生涯学習コーディネーター養

成学科という学科で実践をしていくことを進めていこうというような話になりました。 

 個人の学びやキャリアを生かすことができる人材の入学ももちろん期待しておりますが、

既に地域で活動している方が、市民の学び直しの機会としてこちらの学科に入っていただ

ければすごくいいのかなと考えております。いろんな活動をしている方と知り合ってその
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活動を見ておりますと、皆さんに共通することは非常に多彩な人材のネットワークをお持

ちでした。そういうところもひょっとしたらこういう学科をきっかけに人材が育成でき、

コーディネーターの人と人とがつながっていく機会になるのではないかと考えております

ので、ほかのボランティアの養成学科とはすみ分けたいということを生涯学習の担当課と

して考えております。この学科にしたからすぐに募集が増えるというのは現実的に難しい

部分もあるかもしれないですが、そこはこれから養成した人材をどのように活用していく

かという仕組みもあわせて検討していくという課題も実は持っておりますので、今後とも

力を入れていかなくてはいけないと考えて、この学科にいたしました。 

 次のページをお願いいたします。次は、赤字で「文化とくらしの教養学科（案）」と書

いておりますが、これはまだ名称は決まっておりません。旧一般教養学科という学科にな

ります。こちらのほうは、前回の委員会で「こころと学びの教養学科」という名称でした

が、学術的に「こころ」と「学び」を並列するのはなじまない部分があるということで、

もう一度名称を考え直しましょうという課題をいただきました。今回、事務局の中で分類

を立てましたので、中分類の項目を包括するような名称は何かないものかということで協

議をした結果、私どもの中では「文化とくらしの教養学科」という案を本日ご提示させて

いただきました。 

 それから、もう一点、こちらにつきましてはシニア向けのカリキュラムに少し偏ってい

るのではないかというご指摘を前回いただきまして、このカリキュラムの詳細の中で赤字

に訂正したものが３回目のカリキュラムと変わっております。本当は純文学を入れていけ

ればとは思ったのですが、皆さんに気軽に読んでもらい、関心を持ってもらえるものは何

なのかというところで、「日本永代蔵」、経済の話のサブタイトルをつける予定でございま

すが、元祖経済小説というように銘打って「日本永代蔵」を入れております。 

 また、次の歌舞伎・浄瑠璃は、皆さんお好きな分野、世代を超えて好まれるジャンルで

はないかということで入れてみました。 

 また、下の健康の部分も、実技を前回よりは少し変えて入れております。気軽にできる

ポールウォーキングですとか、今ブームになっております。特に高齢者に限らず若い方も

されておりますので入れております。来年はオリパラを迎えますので、その種目のボッチ

ャ、手軽にできるダーツ、ヨガを組み入れた３Ｑ体操、若い方もやっていただけそうな内

容かということで、この赤字で書いたカリキュラムを前回と変更しております。 

 次に、３枚目、こころとからだの健康学科についてでございます。こちらは、前回、音
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楽の内容をもう少し入れたらいいのではないでしょうかと、トーンチャイムですとか手づ

くり楽器、それから、演奏などの音楽の要素を入れたらいいでしょうというご意見もござ

いました。やはり船橋といえば音楽ということもございますので、音楽脳活①・②・③と

しておりますが、具体的には発声を使って腹式呼吸の訓練をしたり、楽しもうというよう

なことを、この音楽脳活①・②・③に入れる予定でございます。 

 以上が資料３で、前回の第３回カリキュラム検討委員会での指摘事項について改変した

ものでございます。 

 それから、資料１をご覧下さい。こちらは、学部・学科が全体的に書かれた内容の資料

でございます。前回の委員会の中で、かたい言葉を使用すると具体的な内容がわかりづら

いので、応募するときにも敬遠されがちであると。それから、ネーミングはカリキュラム

の特色を書くことが必要なので、再度検討の余地がありますというご指摘をいただきまし

た。特に生涯学習コーディネーター養成学科は、何をするのかがこれだけではわかりづら

いというところで、かといって、私どももなかなか名前が見当たらず、このコーディネー

ター養成学科のサブタイトルとして、前回、委員長からご発言いただいた「学びの仕掛け

人」というのが非常に近いのかなというところで、サブタイトルをつけて親しみやすくし

てＰＲをしていこうと考えているのが１点。 

 それから、旧ボランティア入門学科も、これからはただのボランティアというよりも市

民協働の視点も少し入れたかったので、「まちづくり」という名前を入れ、これも「地域

活動」と入れるとどうしてもかたくなってしまいますので、後ほど資料４でもごらんいた

だきますが、少しボランティアの名称も検討していきたいと思っております。 

 その他、市民大のキャラクターを作ったり、皆様にわくわく感、どきどき感があるよう

なＰＲができればということで、付加価値を何かつければもっと親しみやすくなるのでは

ないかというご意見もいただいて、今回は間に合わなかったのですが、これは今後検討す

る余地はあるというふうに考えております。 

 それから、前回、パソコンの修了した姿はどこまでを達成目標にするのか、ホームペー

ジができるぐらいの力がつければいいというようなお話もありました。実際に入門の皆さ

んの力ではホームページまではなかなか難しいのですが、パソコン入門学科の方たちが１

年間でここまでできるようになりましたという報告書をつくっておりまして、きょうは参

考までに各委員の皆様のお手元に置いてございます。一応、それが学生さんたちができる

最高水準のレベルになっておりまして、ここから一気にホームページまでは難しいかと考
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えています。今後、クラス分けなどは検討することになっていくと考えておりまして、本

日は成果目標だった報告書をご覧いただこうと思いまして持参いたしましたので、お目通

しいただければと思います。 

 以上、私からの資料の説明を終了いたします。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 まず、お手元に資料３があります。この資料３の懸案事項を第３回でかなりご意見をい

ただきました。きょうは資料３の生涯学習コーディネーター養成学科（案）と文化とくら

しの教養学科（案）、それから、こころとからだの健康学科（案）を検討していただいて、

それなりの意思決定をしていただきたいと思っております。それがまず第１の課題で、そ

の後、先ほど事務方が言われました全体的な事柄も含めて、第３回で出てきた検討事項を

次の場面でやりたいと思います。 

 まず、検討に入る前に、きょう欠席の佐谷委員よりこういう意見が出ております。 

 生涯学習コーディネーター養成学科について。生涯学習コーディネーター養成学科は、

生涯学習に関する初心者向けなのか、何らかの経験者向けなのか、要するに、ビギナーを

やるのか、経験を踏まえた方を対象にするのかがはっきりしていないと。佐谷さんは、経

験者に絞って組み立ててもいいのではないかとのご意見であります。経験者は生涯学習の

講座を企画運営した人に限らず、市民活動の中で講座を企画した人も含めてよいと。多様

な、さまざまな経験をした方を経験者として押さえてもいいのではないかと。「ご検討を

よろしくお願いします」というご意見をもらっております。 

 それを参考にしながら、資料３の生涯学習コーディネーター養成学科の大分類と中分類

と講義項目が上がってきておりまして、内容も赤が入ってきております。こういう形と、

まちづくりボランティア養成とのすみ分けをこれでできるかどうか、ご意見をいただけれ

ばと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○事務局（田久保） 

 委員長、申しわけございません。補足の説明をさせていただきます。 

 実は、資料３の生涯学習コーディネーター養成学科のカリキュラムは、第３回目以降に、

前回の意見を受けて土井委員に新たに組んでいただいた内容となります。本当は全てを赤

文字で書かなくてはいけないような内容で、前回の内容とは大幅に変わっておりまして、

非常にレベルの高いものになっております。 
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○明石委員長 

 そうですよね。個人的には非常によくできていると思って、これでオーケーかと思った

のですが、皆さんの意見をお聞きしないと。 

 構図が、大分類、中分類、講義項目とうまく分かれていて、大分類が３つ、「生涯学習

の基礎力」と「生涯学習コーディネーターの具体的な学習と課題」と「コーディネーター

としての社会的基礎力」、ここが生涯学習では一番関心を呼んでいるところです。口では

コーディネーターとかファシリテーターを養成すると言うけれども、こういう項目立てが

なかったんです。今回は大分類で３つ出てきております。大分類と中分類がよく分かれて

きていて、個人的にはこの辺が非常に興味がありまして、特に一番最後の「コーディネー

ターとしての社会的基礎力」というのは非常に新鮮味がありまして、ここをうまくやらな

いと回っていきませんよという意味でこれが出てきているのですが、栗原委員、ぱっと見

られていかがでしょうか。感想でもよろしいですが。 

○栗原委員 

 私も大変よくできていると思います。今、明石委員長がおっしゃいましたけれども、大

分類の「コーディネーターとしての社会的基礎力」というところで、実際、私も今まで生

涯学習コーディネーターの人たちとかかわる機会もあったわけですが、その中で、どのよ

うな形で私が関わっていったら良いのかと。その人が市民大でどのようなことを学んでき

て、例えば公民館活動の一環としてコーディネートをされる、生涯学習施設と関わりを持

っていく中で、いろいろなタイプの方がいらっしゃるわけですね。そういった方たちに何

か問題があったということではないのですが、こちら側がどのような形で関係を保ってい

ったらいいのかと戸惑うこともなかったわけではなかったです。そういったときに、やは

りこういうところをきちんとやっていただけると、卒業されてから実際に活動されるとき

に、一つ基礎的な力が高まっているのではないかと思いました。 

○土井委員 

 これは社会通信教育という文科省の認定を受けているというふうに書いてありましたけ

れども、いわゆる通信教育の中に、この生涯学習コーディネーター研修というカリキュラ

ムがありまして、そのカリキュラムの内容を見ていくと、これが全部できたらすごいと思

ったわけです。かなり具体的な内容が絞られて、私は専門ではないので分からない部分も

あったのですが、この中で私なりに考えられることを組み直してみたんです。こういう大

分類とか中分類ということは示されていなかったのですが、恐らくこういう示し方をして
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内容を絞って、取捨選択をして並びかえてみたらどうかと思ったわけです。その結果がこ

の形になりました。書きながら、この表現ではわかりにくいと思うところは多々あったの

ですが、へたに直すと僕自身が専門ではないので、あとは専門の方に手を入れてもらえれ

ばいいのではないかという形で組んでみたわけです。下のほうは私の思いがかなり強くて、

絶対こういうのは入れた方がいいと思ったものを入れました。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 鈴木先生、いかがでしょうか。この資料３のコーディネーター養成学科で。 

○鈴木委員 

 とてもよくできていますよね。土井先生を中心になさっていたと思うのですが、ここま

で至るには大変だったと思います。 

 この生涯学習コーディネーター養成学科を受講して終わると、その次のステップという

のはどこになるのですか。受講して終わった方々が、どういうところで活躍できるのかと

いうのは。 

○事務局（田久保） 

 拠点が公民館にはなるのですが、公民館活動というわけではなく、生涯学習の様々な活

動をしている人のつなぎ役でしょうか。それをするためには公民館に人材を周知してもら

わないと、勝手に出入りはできませんので、まずその辺の仕組みができた上で、ここの公

民館にはこういうコーディネーターがいるので、何か活動をしたいときにはこの人のとこ

ろに行けばいいと、そういう存在になってくれるといいなというように考えているところ

です。 

○社会教育課長 

 補足ですが、前回のときにここが一番議論になりましたが、明石先生の方から、そうい

う学びのハブになる人は必要だというお話でした。ただ、そこは一朝一夕ではできないと。

国としてもそこはなかなか難しいところだということなので、こちらの方でカリキュラム

を組んでいただいて、実際には公民館やほかの社会教育施設に入っていただいて、その中

で活動していくうちに、どんどん力をつけて、自らがハブになれるように。ですから、こ

の講座を１年やれば、全部コーディネートできます、というのは難しいところなので、そ

こは今、田久保のほうからもありましたように、公民館なり各社会教育施設に協力を仰い

で、そこで活躍してもらいながら、どんどん人脈とかスキルを高めていってもらいたいと
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考えております。 

○明石委員長 

 今、鈴木先生のご発言は一番大事なところなので、市民大を修了したときに、次のアウ

トプットは何が見えるかということをある程度は意識しておかないといけない。そうする

と今、課長が言われましたように、１つは公民館における学習相談とか、公民館のスタッ

フと共同でアドバイスできるようなポジションになるかと。要するに、ラインよりもスタ

ッフとして位置づけたい。ある意味では、市民大のスタッフになってもいい。たくさん学

習していますから、その相談を受ける。 

 ３つ目が、いろいろなＮＰＯが活動していきますが、やはりＮＰＯを育てていく場合に、

このようなコーディネーター養成の力があるとＮＰＯを立ち上げてもうまく回りますと。

２０２０から文科省は社会教育主事ではなくて社会教育士というのを出します。その社会

教育士の大きな役割がこの学習コーディネーター力で、そういうものがあればいいという

面も出てきますから、できればコーディネーター養成学科を修了した方は社会教育士の講

座を受けて資格をとっていただく、そういう道にもなるということが考えられますよね。

そういう意味では、これは土井先生のおかげでよくでき上がってまいりまして、これは非

常におもしろいです。 

○土井委員 

 さて、これで本当にこの講義全部の講師が埋まるのかと。 

○明石委員長 

 私もそう思います。内容は良い、骨組みは良いけれども、誰が担当するのか。 

○土井委員 

 その見通しは明石委員長にお願いして、人集めしていただかないと無理かと思いました。 

○明石委員長 

 この内容を見ますと、船橋のいろいろな地域活動をしている人のことを相当知っていな

いと困りますね。どういう人物を知っているか。要するに、講座のタイトルも大事だけれ

ども、講師に誰が見えるかによって全然変わってきますよね。例えば、真ん中の本の読み

聞かせボランティア体験とか、文化施設ボランティア体験とか、絵画彫刻陶芸音楽等の活

動と生涯学習とか、この辺りはやはり人が浮かんでこないと難しいと思います。このプラ

ンが終わった後、次の第５回で組織をつくりますよね。組織で誰を持ってくるかによって

変わってきます。それは次回検討しないと難しいかと。多分それが一番難しいと思ってい
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ます。 

 それから、これは次の「文化とくらし」にも関係するのですが、中分類の文言を、ここ

でいうと一番下の「自分を見る目・他人を見る目を高める」とあるでしょう。こういう動

詞形で終わっていきたいと思っているんです。大分類は名詞形で終わっていいんですよ。

中分類では動きをつくる。例えば、２番目は「ネットワークと課題解決学習の技法を身に

つける」、次は「参加型学習とファシリテーションを体験する」。その下の３番目は「高め

る」だから良いです。一番上は「学習の理解と支援をする」。学習の理解と学習の支援を

するんだけれども、学習が２回来たら困るので「学習の理解と支援をする」とか、そうい

う動詞形にした方が動きがあります。 

 次の２ページも、よくできていると思いますが、内容に行く前に大分類は別として、中

分類でせっかく「地元を知る」とあるでしょう。これは非常にわかりやすい。そうすると、

次は「教養」だけではだめなので、「教養を深める」か「教養を身につける」か、どちら

が良いか分かりませんが、個人的には「教養を深める」が良いと思います。次は「人間関

係を理解する」。次は「金融を知る」で、まず金融を知らなければ困ると。あと「健康を

保つ」、次は「暮らしを開く」とか、そういうふうに動詞形で終わると中分類が生きてく

るという感じがします。 

 そうすると、次のこころとからだの健康学科でも、ここは理解しなければわからないの

で、「こころとからだの仕組みを体験する」、「創作活動を楽しむ」、「運動・音楽体験を楽

しむ」としたら、この内容が見えてくる。そういうふうに中分類はできれば名詞形ではな

く動詞形で終わる方が動きが出てくるという感じがしました。 

 鈴木先生、一番最後の「創作活動を楽しむ」と「音楽体験を楽しむ」でいいですかね。

もっといい言葉がありましたら。 

○鈴木委員 

 いいんじゃないですか、そういう動きがわかるので。経験とか体験とか、何気なく日ご

ろ使っている言葉ですけど、大切な言葉ですね。 

○明石委員長 

 多分、こころとからだの仕組みを体験しなければいけない。 

○鈴木委員 

 さっきの話に戻るのですが、これを受講して１年過ぎるとすぐに何かができるのではな

いかもしれないけれども、受講者にとっては、それを受講して修了すると、こういうこと
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が次に待っているんだというものが欲しい。そうすると、この１年間というのはそこに向

かってできるんですよね。これだけ見ていると、一番最後のまとめのところに向かってい

るような感じで、この１年というのは次のステップがあるんだという、例えば公民館で何

かを支援する支援しないは別として、１週間に１回ぐらいはその方に公民館に来てもらっ

て様子を見てもらうとか、サークルでも何でもいいので、そういう関わり方が見えると非

常に良いと思います。 

○明石委員長 

 そちらも大事なご指摘で、例えば、まちづくりボランティア養成がありまして、次にふ

なばしマイスターがありまして、次に生涯学習コーディネーター養成があります。多分こ

の３つは、１年間終わったときに次のステージで何が見えるかというのは置いておかない

といけない。いきいき学部はそれでいいんでしょうけれども、まちづくり学部の場合は、

鈴木先生がおっしゃるように、ある程度次のステージが見えてこないとモチベーションが

高まっていかないというのはありますよね。とりわけ、まちづくりボランティアと生涯学

習コーディネーターとふなばしマイスターというのは、その辺を議論できればと思ってい

ます。 

 いきいき学部は個人的に学ぶので自己完結型になりやすいけれども、まちづくり学部の

場合は自己完結ではなくて次のステップアップのイメージが出てくるといいですよね。例

えば、ふなばしマイスターというのは、船橋のお祭りはいくつあるでしょうか。春、夏、

秋、冬にお祭りとか文化祭がありますよね。船橋を知ってもらうために、あるときはそこ

に登場願いますと。栗原さんのところの博物館を含めて、船橋のお祭りとか文化祭とか各

施設のお祭りがたくさんありますよね。その企画委員会というのを立ち上げたときに、優

先的に委員になる資格がありますとか。 

○事務局（田久保） 

 補佐、公民館の文化祭に今の生涯学習サポート学科のＯＢの方が関わっていることはあ

りますか。 

○社会教育課長補佐 

 生涯学習コーディネーターに関して言えば、修了後は、生涯学習コーディネーター連絡

協議会という卒業生で組織された団体があります。その団体のほうでほうで、船橋は５つ

の行政ブロックに分かれているのでブロックごと、それからさらに、公民館ごとに班みた

いなものをつくって、そこで活動ができるようになっています。 
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 その連絡協議会では、公民館によって違うのですが、ある公民館では毎年新しい人が入

ったら公民館職員と打ち合わせをしたり、先輩の修了生と一緒に公民館でいろいろな事業

を企画したりボランティアの体験ができたりというような形になっていて、修了した後、

さらにコーディネーターとして活躍できるよう仕組みはあります。 

 マイスターについてもいくつかあると聞いているので、今、鈴木委員がおっしゃったよ

うに、それぞれの学科の修了生がこういった団体で活動ができるという事を、入る前、そ

れから活動中も意識してもらいながら勉強していただくというのは必要だというふうに思

います。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 そういう意味では、生涯学習コーディネーター養成の方はイメージが湧きました。あと

は、マイスターも何かそういうのがあれば。何かありますか。 

○事務局（大武） 

 現在の活動状況をご報告いたしますと、船橋の名所かるたをつくって市内小中学校全校

に配り、かるた遊びの活動を展開している団体が修了生の中でできたり、地域の中で定期

的に月１回地域の住民を集めて、自分たちが学んでおもしろかったことや興味のあること、

時代の流れに沿ったものを、講師を呼んで講座を開催するという地域に根差した講演会活

動のようなものを行っている団体ができたり、まちを歩いて地域を案内する団体ができた

りということで、どういう活動という決まったものはないのですが、修了生たちが独自に

考えて活動を展開しています。 

 今後の方向性としては、観光協会の方で観光ツアーを修了生と一緒につくっていきまし

ょうというお話をいただいているので、そちらの方面も少しずつ拡大して観光協会の方と

もタイアップしていけると考えているところでございました。各事業、お祭りとか神楽と

か、そういったものも学生が報告書等で研究して調べている分野でありますので、ぜひ道

を展開していきたいというふうに、今聞いて考えたところでございます。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 今のお話をお聞きして、ふなばしマイスターの場合は、例えば、小学校３年生の社会科

の副読本を社会科の得意な先生が集まって市の行政とつくるんです。そこでも必ず協力員

として入れるとか、船橋の観光ガイドの資格を持つとか、船橋市の観光企画課の協力員で
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もいいから、何か別なグループをつくって、卒業したら活躍する場所がこれだけあります

よとリストアップしてくれるとモチベーションが高まる。できれば、私は広報にもふなば

しマイスターの方が入って、市の広報のアドバイザーにも行けるとか。スポーツコミュニ

ケーションもリーダーを育成しますよね。ここも、例えば早朝のラジオ体操が脚光を浴び

ているから、ラジオ体操の基礎力３級以上を持っているとか。 

○事務局（田久保） 

 既にやっていらっしゃいます。 

○明石委員長 

 そうすると、まちづくり学部の受講生が何のためにやっているかというのがわかる。や

はり活躍する場所がないと、まちづくり学部に行く意味がないという感じがします。 

 貴重な意見をありがとうございました。 

○土井委員 

 ただ、気をつけなくてはいけないのは、実際に卒業するとその協議会のようなところに

入るということが、きちんと決められたルールではないのに、あたかも決められたルール

のような感じで押しつけられている。それが嫌で入らないと思う人が現実にはたくさんい

るということです。今までの卒業生の人たちが一生懸命やっていらっしゃる、その思いは

すごくよくわかるのですが、あまりにも組織が新陳代謝をしていない。そのために逆に敬

遠され始めているという実態が本当はあるのだろうと思っています。受け皿としてそうい

うのがありますよということではなくて、あくまでも受け皿の一つですよということを、

確実にきちんと明記しておかなくてはならないと思うのです。それは生涯学習コーディネ

ーターだけではなくて、スポーツコミュニケーションにおいても同じことだと。実際に入

校生の人たちが入って、卒業するころになって戸惑うことが現実にあるということは、か

なり重く考えておかなくてはならないと思います。 

○明石委員長 

 大事なご指摘で、１つは、講座を担当する主任講師の方のスタンスと、既存の団体を持

っている文化がありますよね。その辺を注意しないと、入らなければいけない、入らない

とはじかれるような、こんなはずではなかったというのが１点あります。もう１点は、既

存の団体がないような姿をたくさん列挙しなければ意味がないのです。１つ、２つの場合

は既存のほうに入り兼ねないので、極端に言うと１０個ぐらいあれば、逆に作っていけば

良いのです。 
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 だから、毎年毎年やってみて、これしかないではなくて、これもできますよという形で

示していかないと、土井先生がおっしゃるようなことが特に日本人の場合はあるんですよ。

ある文化ができて、そこに入らないと何となくはじかれるような、「もうやめた」という

のはよく聞きます。そういうことも念頭に置きながら考えないといけないと思っています。

ありがとうございました。 

○鈴木委員 

 要するに、卒業する段階でこういうこともできるし、こんなふうにもなれるしという選

択幅をきちんとつくっていけばいいので、これを卒業したらここの組織に入ってもらって、

次はこんなことがあるんです、ではなくて、選択は本人の自由なので。その辺りの伝え方

やニュアンスを、受けとめ方でどうにでも変わるので、その辺りをきちんと押さえておけ

ば良いと思います。 

 例えば僕も公民館に勤めたことがありますが、今、鈴木補佐が言ったようなそういう組

織は夏見の場合はなかったですね。そういう方は何人かお手伝いいただきましたけれども、

毎回そういう会議に来てもらったりというのではなくて、いろいろアドバイスをもらった

りしていました。主に言うと、どこの公民館にもあった寿大学のほうの運営や計画という

ところに加わっていただいていました。公民館によっても組織がいろいろあるので違うと

ころもあると思うけれども、２６公民館もありますから選択幅はたくさんあるだろうし、

図書館にしても社会教育施設にしても特色があると思うので、例えば地元ではない公民館

に行くこともいいだろうし、そういう幅というものがもっと広がってくれば。かといって、

絶対それをやらなければいけないということでもないし、そういう選択幅があればいいと

思います。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 では、次の文化とくらしの教養学科（案）ですけれども、かなり事務局も悩んでいるら

しくて、いろいろな案が出ました。何となく座りがいいかなと思っていますけれども、

「文化とくらしの教養学科」でいかがでしょうか。 

 先ほど申しましたけれども、中分類も少し動詞形に直して、赤が入ってきておりますけ

れども、こういう感じで個々の教養学科は講師の人物が浮かんできていますよね。生涯学

習コーディネーターは土井先生がおっしゃるようにあまり浮かんでこないから、そういう

心配があるんです。文化とくらしのほうは大体これで決まりかなという面がありますよね。
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ここまで行くと動きが見えてくるかなという感じがしますけれども、ポールウォーキング

とかボッチャ、ダーツ、３Ｑ体操とか出て、かなり事務局のほうで頑張ってくれたようで

す。 

○土井委員 

 この学科の名称の順番ですが、「文化とくらし」、「くらしと文化」、どっちなんだろうな

と思いました。 

○明石委員長 

 これは鈴木先生にお聞きしたい。音楽的にどちらのほうが耳に残りやすいか。受講生が

言いやすい、それしかないんですよ。 

○土井委員 

 どっちですかね。 

○鈴木委員 

 できれば、僕の好みで言うと、何とかと何とかと何々というよりは、何とかの何とスト

レートに行くのが僕は好きで、例えば、「文化」か「くらし」のどちらかを省くなり、く

らしの中に文化が根づいてきているという考えもあるだろうし。 

 文化とくらしの教養学科、くらしと文化の教養学科、これで考えてくれと言われたら、

「くらしと文化」「文化とくらし」、皆さんどっちのほうがいいですか。僕だったら「文化

とくらし」でも違和感はないけど、「くらしと文化」のほうが語呂的にはすっきりいくの

かなと思いますが。「くらし」のほうが身近にあるものじゃないですか。「文化」というと、

そこに深いものがずっとあるので。 

○明石委員長 

 この中分類を見ると、これは「くらし」ですよね。 

○鈴木委員 

 ですよね。 

○明石委員長 

 栗原委員、女性の感覚から。 

○栗原委員 

 そうですね。「文化」というとちょっとかたいというか難しい。難しくはないのかもし

れないけれども、ちょっとかたいなと思います。「くらし」のほうが日常生活の中におい

て根ざしているものという感じがして、「くらしの教養学科」のほうがすっきりするとい
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う感じがします。 

 あと、先ほどの中分類で、地元を知る、教養を深めるというような形で、やさしい言葉

で語りかけるようなタイトルがついていると、とてもわかりやすいと思います。 

○明石委員長 

 そういう意味では鈴木先生がおっしゃるように、例えば入った受講生が何学科ですかと

言うと、何とかと何とかというのは縮めるのが難しい。くらし学科とか文化学科とか１つ

のほうが言いやすい。それとも、よく言うのは、２つの場合は両方の頭文字をとって合わ

せるけど、これも非常に説明が難しい。例えば千葉大で法経学部というのがありました。

法律学科と経済学科があって法経と言われて、非常に難しい。今は、また法政経とまた別

に入れていますが、これがまたわかりにくい。だからやっぱり１つのほうがわかりやすい

と思います。 

○鈴木委員 

 ストレートに「くらしの教養学科」でもいいと思います。 

○明石委員長 

 そうですね。では、これで行きましょう。 

○鈴木委員 

 くらしの中に今までの文化というものが動いてきているんだという感覚を持っているの

で。 

○明石委員長 

 美術館・博物館とか芸術文化とか、文化も入ってきていますから、教養の中に結構文化

が入ってきますよね。 

 土井先生、よろしいでしょうか。 

○土井委員 

 「くらし」というのを入れると、イメージとしては船橋地域のという感じで、その中の

教養学科という感じが出てくるかなと思いますね。一般的な一般教養学科になると、別に

船橋だけではなくてもっともっと広くなってしまいますけど、「くらし」というのを入れ

ることによって、そこのところが絞られるというイメージがありますね。 

○明石委員長 

 それでは、ここは「文化」を取りまして「くらしの教養学科」としていきたいと思いま

す。 
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 内容とキーワードは、なかなかいいですね。 

 では、次、３枚目のこころとからだの健康学科。これは２つあるけれども、こころとか

らだというのは非常に大事なことなので、これは「こころとからだの健康」でいいと思い

ます。 

 今回、大人の折り紙とかを入れたり、「運動・音楽体験を楽しむ」では、音楽脳活とあ

りますが、これはいいんでしょうかね。名前を鈴木先生にお聞きしたほうが。 

○鈴木委員 

 音楽脳活って、どこから来た文言ですか。 

○事務局（田久保） 

 音楽で脳活ができたらいいなと思って書きました。実際は、ここはタイトルを別々にし

て、先ほど申し上げましたようにドラムサークルをやろうとか、腹式呼吸をマスターしよ

うとか、合唱を楽しもうとか、これから具体的なテーマになるので、鈴木先生と相談して

みようかなとは思っております。 

○明石委員長 

 それはお願いします。 

○事務局（田久保） 

 詳細はもう少し具体的にする予定です。 

○鈴木委員 

 リトミックとはどんなことを考えていますか。余談で申しわけないですが。 

○事務局（田久保） 

 音楽に合わせて体を動かすことを考えているのですが。 

○鈴木委員 

 リトミックというのは、音大でいうと国立音大が最初に取り入れたんです。欧州に行け

ば、小さい子がみんなリズムをとって踊ったりしますが、リトミックの最終的な目的とい

うのは指揮が振れるということです。だから、さっきの話ではないですけれども、そこま

で行くためにやっているのではなくて、最終的な目的というのは、棒が振れるというとこ

ろまで行くのがリトミックの長い線なんです。リズム感を養ったりするのは、日本の大学

で学んだ子が欧米に行くと、小さい子と一緒にリズムをとってみると一番下手なんですよ。 

 これは慣れてくると非常に盛り上がります。とても健康にもいいし。さきほど言った腹

式呼吸とか何々とか言わずに、音楽そのものにいろいろな要素があるので、息の使い方や
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吐き方、手の振り方や足のステップの仕方という、要するに音楽とともに遊びながら楽し

みながらつくっていく、そういう内容になっていると思います。ただ、作曲とか作詩にな

るとまた別の話になってくるだろうけれども。まだ具体的でなくてもいいのですが、そん

な形で何かをやるときには必ず脳は使っていますから、あえて脳活にしなくてもいいかな

とは思います。 

○明石委員長 

 その辺は少し鈴木先生のお知恵をおかりしながら。 

 少し気になったのは、運動はダーツやポールウォークは軽スポーツですよね。もっと運

動系のほうも、例えば中国の太極拳など、そういう体を動かす事が体の健康でしょう。だ

からスポーツ的な軽スポーツも大事だけれども、体を動かすような、例えばＮＨＫが３時

にやっている座ってやるラジオ体操もあるじゃないですか。そういうのも含めて。 

○事務局（田久保） 

 一応そのような内容は３Ｑ体操にヨガの要素を組み入れています。それから、気功も取

り入れた体操をするものですから、これを一つ動きを入れてみました。内容はこれからも

う少し調整をしようと思います。 

○明石委員長 

 こういう構成ならば７０歳を超えた皆さんも参加できるかなという感じがします。要す

るにキーワードは、結果として健康寿命を延ばすんですよという、人生を楽しむようなこ

とに持っていきたいということだと思うんです。特にいきいき学部だから、楽しくなけれ

ばいけない。おもしろく楽しいというのがいきいき学部のキーワードかなと思っています

から、これは大分類も中分類もなかなかよくできているという感じがします。 

 資料３はこれでよろしいでしょうか。 

 あとは、皆さん方、全体を見られて、もう一度資料１を見ていただけますか。これが全

体のカリキュラムマップでございますけれども、まちづくり学部といきいき学部があって、

学科名称がまちづくりボランティア養成とスポーツコミュニケーション、生涯学習コーデ

ィネーター養成、ふなばしマイスター、くらしの教養講座。それから、パソコンは何て入

れるのか、入門なのか。園芸は継続で、こころとからだの健康と。パソコンはさっき説明

がありましたけれども、こういう良いものを作っているんですね。ほかの学科もみんなこ

ういうものを作っているんですか。 

○事務局（田久保） 
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 ほかの学科は自分たちで写真を撮りためたものをアルバムにしたりするのですが、パソ

コン学科につきましては、写真も取り入れて文章も自分たちでワードでつくっています。

詳しくは担当から説明いたします。 

○事務局（大武） 

 １年間の集大成としてチラシとか年賀はがきづくりというところを目標に授業を行って

きているわけですが、さらに一歩進んだ１年間の集大成として、自分の好きな興味を持っ

たことについて自由にまとめてみましょうというのがこちらの冊子になっています。これ

はクラス会で作成しておりまして、学生が独自にみずからつくっているものになっていま

す。 

○明石委員長 

 ちょっと皆様の知恵が欲しいのは、パソコンだけの場合は、学科名でパソコンの何かと

いうのがないと、パソコンというのは幅が広いので、パソコン入門なのか、ＩＣＴの全体、

スマホ等もやるのか、その辺りはすみ分けをはっきりして絞らないと、パソコンだけでは

ピンと来ないかと思います。今は現金を使わずカードを使う時代の中で、パソコンという

のはどのような位置づけなのか。設置目的ではパソコンの初心者だから、そうなればパソ

コン入門とか、パソコンを習うとか、パソコンを使いこなすなのか。初心者の場合はパソ

コン入門だろうと思いますが。 

○鈴木委員 

 マイクロソフトを使っているとワードとかエクセルというのが、私たちは入門というと

そういうふうになるけれども、そこまでまだわからない方もいるだろうし、入門となった

ら最初からやるのかなという感じは受けます。だから、入門と初級というのはちょっとニ

ュアンスが違いますよね。入門となると、やっていない人がちょっとやってみようかなと

いう人が多くなる、初級とか中級というと、どこからが初級でどこからが中級だとなって

くるので。でも、自作で作れるなんてすごいですよね。いい冊子ができて。例えばホーム

ページは無理としても、アカウントをつくってメールのやりとりができるとか、そういう

ことはやっているんでしょうか。 

○事務局（大武） 

 アカウントまではしていないですが、メールを送受信してみようという授業はあります。 

○土井委員 

 でも、やはり入門とか初級とかの文言が学科の前につくというのは、あまりマッチング
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しないかなと思います。パソコン学科で、中身が初級講座とか入門講座というのがあると

いう書き方をするしかないという気がしますね。 

○明石委員長 

 パソコン学科ね。 

○土井委員 

 入門学科というのは、ちょっとないですよね。 

○鈴木委員 

 ないですね、入門学科というのは。 

○明石委員長 

 そうすると、広い意味でパソコン学科ですね。だけど、設置目的のところははっきり書

いたほうがいいかなと思います。 

 この修了後の活動というのは、いつ作ったのでしょうかね。資料１のそれぞれの修了後

の活動がありますよね。パソコンを見ると、「指先を使った作業や新しい学びが生活に潤

いをもたらす」とあります。指先を使った作業というのは、この辺りはもう一度見直した

ほうがいいですね。パソコンの大きなねらいというのは、交流を深めることなんですよね。

ひとりぼっちではなくて、あくまでツールだから、交流を深めて新しい世界が広がるとい

うような観点で押さえたほうがいいという感じはします。 

 それから皆さん、もう一つ、資料２の一番最後を見てくれますか。ライフデザイン学科、

新規の中で、ここも見たら中分類はほぼ動詞形で終わっていますよね。「再発見する」「棚

卸し」「予測する」「描く」「学ぶ」、みんな動詞になっているから幸いよかった。 

 そういう意味では、今回、学科名が結構新しく変わったということを念頭に置きながら、

その一番代表はライフデザイン学科というのができたという、これがやはり今回の大きな

目玉かなという感じがしております。 

 最後に、授業回数は統一する方向で行くんですよね。３０回なら３０回で。 

○事務局（田久保） 

 はい。これから統一をしていきます。次回にお話しさせていただきたい修了要件と絡ん

できますので、授業回数は全て統一をしたいというふうに現状は考えています。 

○鈴木委員 

 ３０回ということですよね。 

○事務局（田久保） 
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 回数は３０回か、もしくは、今、３０回では終わり切れない学科が出ているので、少し

増える可能性はありますが、今は多いところは４０数回、少ないところが３７～３８回と

いうばらつきがありますので、そういうことのないようにしようと思っています。 

○土井委員 

 これに共通講座が年何回かありますね。 

○事務局（田久保） 

 はい。いきいき学部は共通講座が入っていくと思うのですが、まちづくり学部のほうが

いろいろ課題というか問題点がありまして、まず、夜間のスポーツコミュニケーション学

科の学生はほぼ半分が仕事をしていて、日中に行われる共通講座に出てこられないという

現状があります。それから、ほかの学科も違う曜日に出てくるということで、どの学科も

参加者が少ない現状ですので、今回ボランティアのまちづくり学部につきましては、共通

の内容をカリキュラムの中に入れ込んで、それぞれの学科で話をしていけたら良いと考え

ています。それを入れると回数もまた調整が必要かと思います。 

○明石委員長 

 細かいことですが、右端の学費で、大体が１万円だけれども、ライフデザインだけ２万

円ですね。倍増したのは、キャリアカウンセラーが来るからですか。 

○事務局（田久保） 

 そうですね。今回この学科はこれから人生１００年に向けてセカンドキャリアをつくっ

ていく人たちにとってきちんと学習をしてもらうためには、それなりの講師をお呼びしな

いと成果があらわれないかということで、キャリアデザインのコンサルタントを使うとど

うしてもほかの学科よりも割高になってしまいます。それだけいい学科にしようというこ

とです。 

○明石委員長 

 そういう質を高めるからプラス１万円だと。委託するキャリアカウンセラー協会はいろ

んな協会がありますよね。これだけ３０時間をクリアすると、その団体の持っている資格

認定を自動的にしてくれるのかと思ったんです。だから資格認定の検定料としてプラス１

万円かと思いましたが、そうではないんですね。 

○事務局（田久保） 

はい 

○明石委員長 
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 実は、この前も言ったかもしれませんが、私の敬愛短大では、子供たちの絵本が好きと

いう人のために、絵本専門士というのがあります。その認定絵本士というのを２年間で取

れるんですよ。うちの場合もある先生が子供の文化とか読書とかについて１５回授業をし

ます。１５回のうちの１時間だけとって、いろいろな先生から集めてきて３０時間受講す

れば認定絵本士の基礎資格が取れるんです。それで３年間保育士と幼稚園教諭をやってレ

ポートを出せば絵本専門士になれるというのがあるんです。 

 そうすると、このライフデザインはわかりませんけれども、そういう国家試験に準ずる

ようなキャリア認定とかがあれば基礎資格として取れるとか。いきいき学部の場合はいい

けれども、今後は自分の資格が欲しいと言う方が増えてくるじゃないですか。その場合の

資格を、ふなばし市民大学校の修了証という資格もあるけれども、ある団体の、公的法人

ぐらいのものを想定してタイアップしてやるとか、今回は難しいけれども、ゆくゆくはそ

ういう道があってもいいと思っていますけれども、ただ質が高いから２万円なんですね。 

○事務局（田久保） 

 はい。ただ、まだ決定ではありませんが、相談している講師は資格認定をする関係団体

にも所属しておられるので、この講義の中で学生のキャリアとそれにつながりやすい資格

への導入部分の講義や資格認定につながるお話はしてくださるので、資格取得までは行き

ませんけれども、きっかけづくりにはなっていくと期待しています。 

○明石委員長 

 例えば、土井先生が詳しいのですが、日本レクリエーション協会がありますね。あそこ

はレクリエーション協会の指導員１級、２級は、うちのある先生の体育の授業を２単位取

れば１０単位のうちの２単位になりますとか、それは協会の厳しい審査があるんです。だ

から簡単には行きませんけれども、これだけ中身があれば、ある協会が要求する水準まで

行けるならば、基礎資格としてとか１０単位分の２単位になるとか、そういうのもあると

いい。個人の自由で申請してもしなくてもいいんですが。 

○事務局（田久保） 

 今後の検討課題にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○明石委員長 

 土井先生の場合は、体育の資格でそういうものがたくさんありますよね。 

○土井委員 

 はい。ただ、レクリエーション協会のようなものは、あまりにも乱発し過ぎていて、あ
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まり意味がないです。 

○明石委員長 

 別の問題ですけれども、放送大学は今まで教養中心で、教員免許も取れないし何もない

から、少し学生が減ってきているんです。横ばいで。何とかそういう資格を取れないかと

いうことを考えています。それぞれの機関が生き残りをかけてどうするかと考えています。

船橋の場合もそこまで行きませんけれども、せっかく新しい市民大学校をつくるんでしょ

うから、そういう可能性を残しておくことも大事だと思っております。 

 あと、先生方、全体を含めまして、きょうで学部学科カリキュラム構成の検討は最後で

す。かなり事務方も頑張っていただきまして、中身が固まりつつあります。完全とは言え

ませんが、ある程度の素案が出てきております。 

○事務局（田久保） 

 委員長、実は事務局の中でもう一つの悩みが、資料４の中に入っておりまして、かたい

言葉を使用すると内容がわかりづらいという指摘を前回いただいた一つが生涯学習コーデ

ィネーターなのですが、もう一つが、旧ボランティア入門学科の名称も、現状はまちづく

りボランティア養成学科という名称になっておりまして、これもちょっとどうなのかなと

いうところで、先日、本校の運営協議会の中でも、この名称のご意見がありまして、その

中でやはりわかりづらいのではないかというお話も頂戴しましたので、この場で委員の皆

様のご意見をお伺いできればと思います。 

○明石委員長 

 ボランティア入門がまちづくりボランティア養成になったんですね。 

 いかがでしょうか。この「まちづくり」という言葉を入れるか入れないかですね。全体

的に学部名称がまちづくり学部だから、あまり入れないほうが普通はいいかもしれない。

入門というと、先ほど鈴木先生がおっしゃったように初期のものなので、もうボランティ

ア養成学科で良いと思います。 

○事務局（田久保） 

 ストレートな表現ということですね。 

○明石委員長 

 はい。その方が生涯学習コーディネーター養成とすみ分けができますよね。ボランティ

アは広いので、まちづくりだけではなくて介護ボランティアもあるし、いろんなボランテ

ィアがありますよね。そうすると、結果としてそれがまちづくり学部の中にあるんですよ
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というふうに捉え直す。例えば、オリパラでも競技ボランティア、都市ボランティア、も

う一つ、試合を見に行きましょうかという観客ボランティア。都市ボランティアというの

は、まちを案内するとかということなのですが、そういう意味ではボランティア養成で、

中身はまたブレイクダウンしていく。もしコースがあれば、ここだけはコースを設けると

か。 

 あとはよろしいでしょうか。 

 最後に、また次回もありますけれども、修了証書を渡しますよね。修了証書の文言はど

うなるんでしょうか。要するに、ふなばし市民大学校修了証なのか、次にまちづくり学部

修了証とか、今までの修了証の名前はどうなっているんですか。 

○事務局（田久保） 

 学科名が入っていたような気がします。 

○明石委員長 

 例えば、千葉大でいうと千葉大学の卒業生で教育学士とか経済学士とか、そういうのが

つきますよね。だから、ふなばし市民大学校修了で、まちづくり学部修了とかいきいき学

部修了とか、今まで学部名と学科とどこまで書いていたんですか。 

○事務局（田久保） 

 学科名まで。 

○土井委員 

 これは卒業証書になっていますね。「市民大学校第何期パソコン学科を修了したのでこ

れを証します」というふうに。 

○事務局（大武） 

 それはご自身で勝手に書かれたもので。 

○鈴木委員 

 個人でつくったものです。 

○土井委員 

 そういうことですか。 

○明石委員長 

 わかりました。その辺りはもらったときに、やはり賞状というのは大事なので。それは

当然、番号はついていますよね。 

○事務局（田久保） 
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 はい。 

○明石委員長 

 今回の新規のライフデザインの場合は１番から行くんですよね。 

○事務局（田久保） 

 そうですね。 

○明石委員長 

 その辺りも会員番号というか、大事なんです。 

○事務局（田久保） 

 番号は年度ごとの番号なので……。 

○明石委員長 

 それは通し番号がいいですね。 

○事務局（田久保） 

 そうなんですね。 

○明石委員長 

 例えば千葉大の名誉教授は、私も番号があるんですよ。バッジの裏に彫っているんです。 

○鈴木委員 

 バッジがあるんですか。 

○明石委員長 

 後ろに番号が彫られているんです。自分で何番だとわかる。 

 やっぱり会員制って大事なんです。メンバーシップで。昔あったでしょう。テレビに出

るタレントのおニャン子クラブさんも会員番号があったんだから、その辺もこだわってく

れると。 

 それで、次回やりますけれども、入校式のときには船橋市の市の歌を歌ってくれるんで

すか。市歌はありますか。 

○事務局（田久保） 

 市歌はあるのですが非常に難しいと。鈴木先生、そうですよね。４拍子と５拍子が混在

していて非常に歌いづらい歌というふうには聞いていますが、市になった昭和１２年に公

募をしてつくった市歌はございます。 

○鈴木委員 

 どんなメロディですか。 



 25 

○事務局（田久保） 

すぐには出てこないです。 

○明石委員長 

 そうですか。例えば都内の教員、東京の方はほとんど都歌を歌えないです。神奈川も県

歌は歌えないけれども、横浜の市歌は教員の７割が歌えるんですよ。教員研修ではみんな

歌うんです。ぜひ、入学式のときに大学校の校歌、学歌と市歌はぜひ先生の力をおかりし

て。 

○鈴木委員 

 大学校の歌ってあるんですか。 

○事務局（田久保） 

 大学の歌はないです。 

○明石委員長 

 ないのであれば、ぜひ作曲してもらって。そういうのをつくっていかないと、メンバー

シップってあるんですよ。入学式と修了式は大事にするとか。多分、全員が集まるんでし

ょう？ 

○鈴木委員 

 音楽とか歌というのは、学校でいうと校歌みたいなものを、子供でも大人でもそれを歌

うことによって、愛着心というか愛校心というのが出てきますので、それを一緒に共有で

きるというのは、ないよりはあったほうが。 

○明石委員長 

 ぜひお願いしたい。なければみんなで公募して。 

○鈴木委員 

 課長が詩を書いてくれれば、すぐにメロディをつけますから。 

○明石委員長 

 作曲は鈴木先生にお願いして、歌詞は公募してもいいし、逆にみんなでつくってもいい

んですよ。例えば千葉市の打瀬小学校は、入ってきた保護者と子供たちがみんなで作詩し

たんですよ。要するに自分たちでつくった作詩でプロにお願いした。ぜひ鈴木先生に作曲

してもらってください。ちょっとお金が高いかもしれないけれども。 

○鈴木委員 

 歌とか、入学式にバッジをもらえたり、人間というのはそういうので連帯感が生まれる。 
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○明石委員長 

 校旗、旗はあるんですか。 

○事務局（田久保） 

 ございません。入学式は船橋市の市旗と国旗しか揚げていないです。 

○明石委員長 

 それなら旗も。やっぱり小・中・高校、大学、短大、みんな校旗があるんだから、そう

いうシンボル的なものがないと、もったいないと思います。２つの学部がうまく舞うよう

にデザインしたものがあってもいいし、まちづくりといきいきと２つの学部を象徴するよ

うな校旗があるとわかりやすい。ぜひそういう歌と旗とバッジの件で考えていただきたい。 

 千葉大生が学歌を歌うのは、４年間で２回しかない。入学式と卒業式しか歌わないから、

全然覚えていない。卒業して社会人になりますよね。３０代の連中が一杯飲んだときに各

出身大学の学歌を歌おうというときに、明治、早稲田、慶応、一橋は歌えるそうです。千

葉だけは歌えない。みんな下を向いている。それで大学に注文が来て、とにかく学歌を４

回歌わせろと。それで、ホームページに全部アップしているんです。うちの合唱部と管弦

楽でアップしています。 

 それから、次の市民大学校のホームページもつくっていかなければいけない。大学校の

独自のホームページをつくって、市とリンクさせる。 

 ぜひ鈴木先生の知恵をおかりして。 

○鈴木委員 

 あればいいですよね。１回できれば消えるものでもないから。 

 話は別ですが、船橋の習志野台第二小学校というのは、校歌があったんですけど、周年

行事のときに有名な宋左近さんに依頼をして、校歌「青空」というのをつくったんです。

これがとても長い曲で、中に掛け声があったりして、今は初代の校歌ではなくて、ほとん

どその校歌です。そういう学校も一つあります。周年行事のときに委嘱をしてつくって、

何かあるとそれを子供らが歌っている。校歌っぽくない校歌ですけど、すごくいい感じで

す。だから、市民大学校も何かエネルギーを発信する活力ある歌があると。 

○明石委員長 

 そうすると周年というのは、できて１５回ですか、それともパソコンだけが１５回です

か。 

○事務局（田久保） 
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 いえ、今年度は全員１６期になります。なので、もう少ししたら２０周年を迎えるので、

今のお話も検討できると良いと思います。 

○明石委員長 

 周年行事として考えていくと、あっという間に来ますから、この後３年かけて歌をつく

っていこう。 

○土井委員 

 ホームページは欲しいですね、本当に。 

○明石委員長 

 やはりホームページはね。 

○土井委員 

 カリキュラムもそこに行けばすぐ検索できるとなれば、かなり違ってきますよね。 

○明石委員長 

 それも早く。課長、ぜひ。 

 それでは、あとなければ、時間的に少し早いのですが、これで第４回を終わってよろし

いでしょうか。ありがとうございました。 

 次回が最後となります。５回目は今後のカリキュラム編成の仕組み、組織体制と運営に

関する点について協議し、組織図を考えていきたいと思っております。 

 それでは、以上をもちまして議事を終わりたいと思います。 

 なお、議事録の署名を鈴木委員と栗原委員にお願いしたいと思っておりますが、よろし

くお願いいたします。よろしいでしょうか。 

（両委員 了承） 

○事務局（田久保） 

 きょうで学科学部のほうのまとめが最後になるのですが、本日の微調整等は事務局のほ

うでまとめるということでよろしいでしょうか。 

 

○明石委員長 

 あとは事務局に一任したいと思います。よろしいですね。細かいことは事務局のほうで

お願いしたいと思います。 

 本日の協議会はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 
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午後３時３７分閉会 


