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午後１時０１分開会 

○明石委員長 

 定刻となりましたので、これより令和元年度第５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、説明をお願いいたします。 

○事務局（田久保） 

 それでは、お手元の資料のご確認をお願いいたします。まず、本日の会議次第と席次表、

資料が４種類ございます。資料１「令和２年度ふなばし市民大学校学生応募状況」２点目

が資料２「令和２年度ボランティア養成学科カリキュラム」資料３「運営体制について」

と、本年度の募集案内を皆様の机の上においてございます。不足等ございましたらご連絡

をお願いいたします。 

○明石委員長 

 今回は傍聴人がおりませんので、これから議事を進めたいと思います。議事は、「令和

２年度ふなばし市民大学校応募状況について」です。まず事務局から資料１の説明をお願

いいたします。 

○事務局（田久保） 

 資料１の説明をさせていただきます。１２月１日から１月２４日までの間、ふなばし市

民大学校令和２年度の１次募集の結果を資料にまとめたものでございます。 

 結果は、２学部８学科、特別講座１講座１次募集の結果は、定員５２０人に対し、応募

者総数５４４人でございました。昨年は定員５５０人に対して応募者５２９人でしたが、

今年は少々定員を上回り、定員に対する応募者の割合は昨年から約１０％のアップという

結果となりました。 

 今年の特徴としては、まちづくり学部では生涯学習コーディネーター養成学科とふなば

しマイスター学科が、１次募集の段階で定員を上回る募集があったこと、また、昨年、若

干少なめだったボランティア学科も昨年を上回る応募者数が現在のところでございます。

ふなばしマイスター学科については、定員３０人のところ５６人という定員の２倍に近い

応募者がございました。 

 また、昨年度先んじてＰＲ活動を行ったスポーツコミュニケーション学科は、現在、定

員の半数の１５名となっております。 

 いきいき学部については、新設のこころとからだの健康学科が、午前、午後２クラスと
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も定員を上回る結果となっております。また、同じく新設のライフデザイン学科も、現在

２９人の応募となっており、２次募集で若干名を募集いたします。 

 次に、資料１の２ページになります。年齢別の応募状況となっております。 

 来年度は、いきいき学部の対象年齢を１８歳以上にしたことが非常に大きな変革となり

ました。 

 結果は、いきいき学部の応募者３８８人に対し、６０歳未満の応募者は２２人で約６％

の割合でございます。ただ、なかには子供の教育費にお金がかかり、自分の勉強ができな

いと思っていたところ、今回の募集を見て応募をしたとか、また、６０代以上の方からは、

応募者の対象年齢が１８歳以上になって、老人大学と違って若い方と交流ができることを

楽しみにしているというコメントもございましたので、人数としては多くはなかったので

すが、１８歳以上になったことへの反応はあったのではないかと見ております。 

 今回の募集における広報活動は、学部学科説明会を１２月７日、８日の２日間で行い、

約８０人の方にご参加いただきました。 

 また、例年行っている「広報ふなばし」１２月１日号に募集開始の記事の掲載、それに

加えまして今年度は関係団体のご協力をいただき、各戸配布で１９万２千５百部配布する

船橋市自治会連絡協議会「自連協だより」に、ふなばし市民大学校のカリキュラムを刷新

という記事を掲載していただきました。また、社会福祉協議会でも同様に「ふなばし福

祉」に記事を載せていただき各町会に回覧していただきました。 

 取材は、「船橋よみうり」という地域新聞からありました。こちらは船橋、鎌ケ谷、習

志野で約１０万部配布しております。また、ウェブでは今年初めてでしたが、「Ｍｙｆｕ

ｎａねっと」というタウン誌のウエブ版の取材もあり、ウェブでも周知ができました。こ

のウェブの記事を見たという反応も多少はございました。 

 以上５点の方法で広報活動をいたしました。若い方からは、興味はあるがウェブなどで

の情報が少ないというご意見もございましたので、今後の課題となっております。 

 資料１についてのご説明は以上です。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。こういう応募状況でございますけれども、何かご意見、ご質

問ございますか。 

 これはとても興味深いデータで、ライフデザインに６０歳未満の方が多いことは非常に

新しい兆しです。特別講座に１３人の応募が来ていることは非常に大事にしていただきた
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いです。 

 次に、まちづくり学部といきいき学部で男女比が異なること。まちづくり学部は男性が

78人で女性が49人、いきいき学部は女性が214名で男性が174名です。これは新発見で、特

に女性はこころとからだの健康が突出している。何故、男性はこころとからだの健康にも

っと関心を持たないのかと思います。本当は、健康寿命を延ばすためにはもっと男性たち

にＰＲしていきたい。このような性別による差があるという事は知らなかったです。 

 動きがあるというのは、まちづくりというのは外にアクティブな方向ですよね。女性が

多いと思っていました。中学生、高校生のボランティアですと、女子中学生、女子高校生

が８割、男子学生が２割です。それが市民大学校になると、男性の方のほうがアクティブ

になってきているような、興味深いデータだと思いました。 

 うれしかったのは、ふなばしマイスターコースは非常に人気があります。ここで育った

人材を大事にしていくといいという感じがしております。やはり内容がよかったのでしょ

う。また、次の資料２で検討します。 

 こういった応募状況がございましたが、よろしいでしょうか。 

 では、資料２のカリキュラム編成案でございます。事務局からご説明をお願いします。 

○事務局（田久保） 

 それでは資料２の、カリキュラムを編冊したＡ４の資料でございます。この委員会で委

員の先生方にご教示いただいたご意見を具体化して、学生に配布する内容にしたものです。 

大きく変わった点について、それぞれご説明させていただきます。 

 まず１ページ目のボランティア養成学科でございます。福祉分野だけではなく、市民ボ

ランティアの皆様も市民協働の主体となり、まちづくりに参画していただくための基礎知

識や実習を行うようなカリキュラムにいたしました。講師には、船橋市を含め各自治体や、

自治体のサポートセンター等でのまちづくりの実践者をお呼びして講義をしていただきま

す。また、船橋市と千葉市の美術館学芸員の協力を得て、今年リニューアルする千葉市美

術館のリニューアル企画展でボランティアがギャラリートークをなさるので、その現場視

察をした後、学芸員から講義を受けるような内容を予定しております。 

 また、市民協働課の協力を得て、実習団体のマッチングを行い、修了後のボランティア

活動につなげるという活動を昨年より少し強化を図っております。 

このカリキュラムの中には出ておりませんが、内容によっては敷居が高いという方もい

らっしゃいますので、身近にできるボランティアもご案内したいということと、地域のボ
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ランティアにつながりやすい仕組みを作る試行として、居住区の地区社会福祉協議会での

インターンのような形で活動に参加していただくような流れをつくる予定でございます。 

 ２ページ目は、スポーツコミュニケーション学科でございます。こちらは昨年大きく変

えましたので、今年度は大きく変えておりません。ただ、資格取得をするカリキュラムの

時間が増えた関係で、昨年行っていた科目を少し減らしました。 

 次に３ページ目の生涯学習コーディネーター養成学科でございます。こちらにつきまし

ては、明石委員長と土井委員にご指導いただきまして、現役の生涯学習分野の若手研究者

の先生方に私どもの趣旨をご理解いただき、大学の授業でお忙しい中、講師としてお越し

いただくことになりました。その結果、内容が充実し、期待も大きかったのか１次の応募

者が増えたというのは、大変うれしい結果だと思っております。 

 １２月１日に配布した募集案内では、生涯学習コーディネーター養成学科の内容が非常

に難しいものになっておりましたので、これをご覧になった応募者の方からどういった反

応があるのか、とても心配していたところでしたが、この結果を受けまして、ご覧になっ

た方の期待も非常に大きいと感じております。 

 このカリキュラムの内容は、生涯学習やコーディネーター理論、概論はもちろん、「人

を知る まちを知る 現場を知る」というように銘打ちまして、フィールドワーク、ワー

クショップを行い、楽しんでこの授業を受けられるような形で進めていきたいということ

で、各先生とこれから詳細を詰めていこうと思っております。 

 ただ、非常に重要なことは、私ども市民大学校は、１年間かけて人材育成をする部門で

すが、修了後の人材活用が非常に重要になりますので、人材育成をする市民大学校、生涯

学習の本課の社会教育課、それから修了生の団体が三位一体で連携をしていく必要があり

ます。この仕組みを再構築し、市民大学校の授業にも三者が関わりながら進めていくこと

で、修了生がスムーズに地域に入っていけるようにと考えております。 

 次に、４ページ目のマイスター学科でございます。先ほど委員長からもお話がありまし

たが、今回、マイスター学科の応募が非常に増えたのは、観光協会とのコラボ企画を広報

で告知し、取材もあり、そういった影響もあってか、マイスター学科の名前が出る機会が

多かったので、その反響があったのだろうと考えております。 

 しかし、令和２年度は授業時間が不足し、観光ルートを作成することが困難になってお

ります。今年度は講師のご尽力が非常に大きかったのですが、観光ルートを作成するとな

るとどうしても２年間の授業を考えなくては充実した内容にならないため、これも今後の
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大きな課題と考えております。 

 次は５ページのいきいき学部のくらしの教養学科でございます。今年度まで「一般教

養」といった内容でしたが、この委員会のご指導を得て５つの柱を作り、それを具現化し

たカリキュラムになっております。特に、本校マイスター学科修了生でもある編集者の方

にもお願いをして、書籍に関する座学だけではなく、書店もしくは印刷会社のご協力を得

て、現場学習、書籍を作る裏方の仕事なども見学することで、より興味を示してもらえる

のではないかというような話もあり、今までとは違う内容の教養学科になっていくのでは

ないかと期待をしてつくっているところでございます。 

 続きまして、６ページでございます。こころとからだの健康学科も、こちらの委員会で

いろいろと先生方にご指導いただき、また、鈴木委員に講師としてご協力いただくという

こともございまして、バランスよくこころとからだと実技とを組み込めたのではないかと

思っております。私どもカリキュラムの専門家ではない職員がつくっておりますので、今

後の課題等ございましたら、この後、委員のほうからご指導いただきたいと思います。 

 次、７ページのパソコン学科はほとんど今年と変わっておりませんが、インターネット

やＳＮＳの作り方などは昨年より力を入れる部分になっております。 

 以後、８ページ、９ページの園芸学科につきましては、本年度と同様のカリキュラムで

専門家の講師と相談をして作っております。 

 最後になります、１０ページでございます。こちらは、キャリアデザインの講師に年間

を通してご指導いただくことになっており、講師から、分野とステップを入れたいと要望

がありましたので、このページだけ少しつくりが違っておりますが、こちらも講師と打ち

合わせをした内容に加えて、本市の商工振興課、それからファシリテーターの方にご協力

いただき、後半にお話しいただくという内容になっております。 

 以上、大きく変わった点につきまして、ご説明させていただきました。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。カリキュラムの編成について、ご質問、ご意見がありました

らお願いいたします。 

 園芸学科は１と２があってカリキュラムが２つあります。くらしの教養やこころとから

だの健康も１、２があり、パソコンも1から４がありますが、これらはカリキュラムは同

じものということですね。 

○事務局（田久保） 
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 園芸はそれぞれ別のカリキュラムですが、くらしの教養、こころとからだの健康、パソ

コンは曜日と時間は異なりますが、内容は全て同じでございます。 

○明石委員長 

 くらしの教養１と２は、１よりも２の応募者が少ないですが、これは曜日によるもので

しょうか。 

○事務局（田久保） 

 時間帯によるものかと思います。どの学科も同じですが、午後は比較的少なくなってお

ります。 

○明石委員長 

 今後、そのような基礎データをたくさん取っておいて、市民大学校の学習ニーズは午前

と午後ではどちらがあるのかとか、この校舎は駅からの距離があるので、交通アクセスの

問題も含めて基礎データを持っておくと、せっかくいいカリキュラムでも応募が増えない

のはなぜかとか、そういう分析ができますね。 

 スポーツコミュニケーションは、昨年は定員オーバーしましたが、今年は減っているの

は、内容が変わったのですね。 

○事務局（田久保） 

 内容はほぼ変わっていません。本来でしたらスポーツコミュニケーション学科も今年度

に変える流れでしたが、昨年度、本市がパラスポーツ協議会を立ち上げて、その人材育成

の一端を私どもも担う目的があり、一歩先んじて集中してＰＲができましたので、応募も

非常に多くなったと考えています。 

○明石委員長 

 今の話をお聞きして理解できました。今年オリパラがあるけれども、その人材育成は前

の年のほうがニーズは高いですよね。ある意味では、スポーツコミュニケーション学科は

人材育成ではなく、オリパラのレガシーをどう残すかという形に持っていかなければなり

ません。 

○事務局（田久保） 

 私どもも今回のオリパラ、特にパラリンピックのレガシーという意味では、障がいスポ

ーツの指導者育成ということが一つの目標と考えまして、そこで今回の初級障がい者スポ

ーツ指導員資格取得を導入した部分がございます。この後は、その方たちが実際に現場で

活躍できるようになっていっていただきたいと期待しているところです。 
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○明石委員長 

 ありがとうございました。ほかに何かございますか。 

 こちらに講師のリストが、かなりありますが、募集要項の段階では講師の名前が載って

いません。本来は、講師の名前があるほうが希望者が増えるので、次回からは入学案内に

講師の名前を入れるのが良いでしょう。やはり受講生というのはタイトルと講師で集まる

ものです。 

○事務局（田久保） 

 今回は、令和２年度ふなばし市民大学校募集案内の作成スケジュールの都合で間に合い

ませんでしたが、来年度は今回のカリキュラム、講師名を掲出することで期待感が違って

くると考えております。 

○明石委員長 

 よろしくお願いいたします。他はよろしいでしょうか。 

 では、議事の３で「今後のカリキュラム編成体制について」でございます。まず資料説

明をいただきますが、本件の協議事項に、カリキュラムアドバイザーとして土井委員が含

まれていますことから、先にスポーツコミュニケーション学科カリキュラムアドバイザー

について皆様のご意見を伺い、その後、土井委員に一度退席していただいた後、皆様にご

意見をいただきたいと思います。それが終わりましたら、また土井委員に入室いただいて

協議に加わっていただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、土井委員、ご退席をお願いいたします。 

（土井委員 退室） 

○明石委員長 

 それでは、説明をお願いします。 

○事務局（田久保） 

 それでは資料３になります。こちらの内容が、本日、委員の皆様にご意見を頂戴したい

大きな部分でございます。 

 今回、カリキュラムを改変するに当たり、過去の委員会でも誰がカリキュラムに責任を

持つのかというお話が何度も出ておりました。そこで、カリキュラムを定期的に見直した

りブラッシュアップするためにご専門の方に入っていただき、資料のとおりの組織や仕組

みを構築し、共に進めていきたいと考えているところでございます。 

 資料３の２ページには、候補の先生方のお名前を挙げております。本来でしたら、まち
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づくり学部の学部長のお話から始めさせていただきたいのですが、土井委員が体育学のご

専門ということですので、スポーツコミュニケーション学科のアドバイザーとして、カリ

キュラムについてご教示いただきたいというのが事務局の考えでございます。そちらにつ

いてご協議をお願いいたします。 

○明石委員長 

 資料３の２ページ下段、スポーツコミュニケーション学科の中に土井委員が入っており

ます。まず、こちらについて皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

○佐谷委員 

 もう少し体系的な話からしたほうがいいのではないでしょうか。 

 私がまず気がついたところで言いますと、まちづくり学部のほうは学科アドバイザーが

いますよね。いきいき学部のほうは学科アドバイザーがいないというのは、これはどうい

う整理なのか、その辺りの話を土井委員がいないときにしてもいいのでしょうか。 

○事務局（田久保） 

 では、土井委員にも一旦入っていただきます。 

（土井委員 入室） 

○明石委員長 

 そういった意味で具体案に入る前に、少し１ページの説明をしていただくといいですよ

ね。先ほど質問がありましたけれども、いきいき学部にカリキュラムアドバイザーはいる

けれども、学科のアドバイザーはいない。それはどうしてでしょうかというご質問です。 

○事務局（田久保） 

 組織での位置づけは事務局の直下になります。まちづくり学部は専門性が高く、行政職

では体系立てたカリキュラムを作成できませんでした。今回は、そういう意味で専門性の

高いこの分野については、それぞれの専門家についていただきたいということで、各学科

にアドバイザーをつけました。 

 いきいき学部につきましては、専門性の高いパソコン学科は民間委託しており、園芸学

科はアンデルセン公園や花卉農家の専門家にカリキュラムをご相談しながら作っていくと

いうことです。組織的にこの下にということであれば、それぞれの学科、パソコンと園芸

の先生のお名前も入ってくるかもしれないのですが、カリキュラムを先生方に一任してい

る学科があるので書いておりません。 

 そこで、いきいき学部アドバイザーにはくらしの教養とこころとからだの健康学科につ
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いて見ていただきたく、このような形態にいたしました。 

○明石委員長 

 今の説明でも分かるのですが、事務局としてアドバイザーの位置づけをどうしているの

かはっきりしていると分かりやすいです。アドバイザーというのは、まちづくり学部全体

のカリキュラムアドバイザーがいるのだけれども、それとどう違うのか。学部のアドバイ

ザーというのはもっと責任が大きくて、各学科のアドバイザーは講師の人選を行うのか、

要するにアドバイザーの役割が見えにくいと思います。 

○事務局（田久保） 

 そのアドバイザーの役割や、カリキュラム編成の流れも、本日、ご協議いただきたい部

分でもあります。 

 私どもは、まちづくり学部と銘打っているこの４学科がいかに融合してまちづくりにつ

ないでいくかが重要と考えておりますが、現状は単発でそれぞれの学科がそれぞれに動い

ています。そこをどのように融合させていこうとか、大局的な部分をこのまちづくり学部

のアドバイザーにはご覧いただきたい。 

 それぞれの学科のアドバイザーにつきましては、特化したその学科カリキュラムについ

ての私たちへのアドバイスや講師の人選、アンケート結果の分析や、そこへのアドバイス

等、そのような内容を考えております。 

○佐谷委員 

 私も学部と学科のアドバイザーの役割というのがはっきり分からないのですが、いきい

き学部のカリキュラムアドバイザーというのが、こころとからだの健康とくらしの教養の

学科アドバイザーを兼任するということでいいですか。 

○事務局（田久保） 

 はい。 

○佐谷委員 

 それでもいいのかもしれないですが、パソコンや園芸もプログラムに関しては専門のこ

とがあるかもしれないですが、もう少し社会貢献的な内容を組み入れても良いのではない

でしょうか。例えば、園芸では花壇のノウハウを学んだ人が公園の花壇の手入れをしたり、

パソコンでは操作を学んだ人が、また地域でそれを教えたりと、いろいろな方法で学んだ

事を生かした地域貢献ができると思うのです。 

 そういった趣旨を、学科のカリキュラムを組む人にも理解していただいて考えてもらっ
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たほうがいいと思います。いきいき学部は単に教養だけ、まちづくり学部は市民活動や社

会貢献活動を生み出すというような、あまりはっきりとした住み分けを作らなくてもいい

と思いますので、そういう中では学科アドバイザーも含めてカリキュラム編成会議という

ものを行うほうがいいと思います。 

 いきいき学部のカリキュラムアドバイザーが２つの学科を兼任するというのは、それで

もいいと思うのですが、位置づけ的には、まちづくり学部といきいき学部の形をそろえて

もいいのではないかという気はします。 

 もう一つ聞きたいのは、ライフデザインのような特別講座は、どこでカリキュラムの議

論をすることになるのですか。 

○事務局（田久保） 

 カリキュラム編成会議の中で議論するような形になる予定です。 

○佐谷委員 

 先ほどの話ですと、まちづくり学部のカリキュラムアドバイザーが学科の編成を検討す

るというところがあったと思いますけれども、この２つの学部以外の、いわゆる全体を誰

がどう考えるかというところも、体制を含めて考えたほうがいいというところですね。 

○明石委員長 

 今のご意見は非常に参考になりまして、この枠組みを、学部は学部でいいけれども、い

きいき学部の中に学科をもっと出してきて、兼担の件は仕組みとしてはいいので、特別講

座は学科の下に置くと座りはいいですね。学部までいかないので学科と同列に別途、置く

と、皆さんが全体を理解しやすいと思います。 

 そうしますと、いきいき学部のパソコン学科と園芸学科は、専門家がいらっしゃいます

ので、アドバイザーの名前を入れておいたほうがいいと思います。 

 くらしの教養学科とこころとからだの健康学科は、もし学部のアドバイザーが兼任する

場合は、兼任というふうに持っていったほうがいいと思います。 

○佐谷委員 

 それでいいと思います。 

○明石委員長 

 そうすると、全体の収まりがいいという感じがします。 

○事務局（田久保） 

 はい、ありがとうございます。 



 11

○佐谷委員 

 この２つが、例えばライフデザインも、学部アドバイザーを中心に全体構成を検討して

いくということが分かるような形にするとどうでしょう。特別講座をこの２つの学部の下

に入れて、そこで少し議論していくというのが分かる形ですね。 

○明石委員長 

 そのような形でカリキュラム編成体制を修正していただくといいと思います。 

 では、土井委員、前後しましてすみません。 

（土井委員 退室） 

○明石委員長 

 まず、学部アドバイザー候補よりも先に、学科アドバイザーの候補として、スポーツコ

ミュニケーション学科で土井委員が入っておりますが、いかがでしょうか。 

 もうご専門ですからよろしいですね。（異議なし） 

（土井委員 入室） 

○明石委員長 

 土井委員、スポーツコミュニケーション学科のアドバイザーをお願いしたいと思います。 

 では、まず、２ページで学部のアドバイザー候補が、まちづくり学部では竹迫さん、い

きいき学部では山本さんがありますけれども、その説明をお願いします。 

○事務局（田久保） 

 それでは２ページ、（仮称）ふなばし市民大学校学部カリキュラムアドバイザー候補の

お二人についてご説明いたします。 

 まちづくり学部のカリキュラムアドバイザーとして、竹迫和代（たかばかずよ）さんと

お読みいたします。竹迫先生は、江戸川区で佐谷委員と一緒に講師をなさっておられるの

ですけれども、本校のマイスター学科でも講師をしていただいております。その関係で、

他市のこともよくご存じですし、生涯学習のご専門ということでもございます。さらに他

の自治体でまちづくりのファシリテーターをしていらっしゃることから、まちづくり学部

のアドバイザーをお願いしてはどうかということで候補として挙げさせていただきました。 

 次に、いきいき学部のカリキュラムアドバイザーの山本稔さんですが、こちらもこの経

歴の中にありますように、小学校の校長を務められていたということ、教員の研修機関で

ある船橋市総合教育センターの所長も歴任していること、それから最も大きい要素として

は、小学校社会科副読本である「わたしたちの船橋」の編集で長年、中心的な立場におら
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れたという経歴がございます。 

 今回の検討委員会の中でも、特にくらしの教養学科、マイスター学科の内容は、小学校

社会科副読本「わたしたちの船橋」の内容が良いのではないかというお話もありましたの

で、いきいき学部のカリキュラムアドバイザーとしてお名前を挙げさせていただきました。 

 委員長、続けて学科のほうもよろしいですか。 

○明石委員長 

 続けて学科のほうもお願いします。 

○事務局（田久保） 

 それでは次に、役割については先ほどお話しさせていただいたとおりで、カリキュラム

アドバイザーの学部全体、それから学部だけではなく、本校のカリキュラム全体を見てい

ただくような形で皆様にお願いしたいと思います。 

 次に、各学科のカリキュラムアドバイザーにつきましては、学部のアドバイザーととも

に本校のカリキュラムを全体的に見ていただければと思います。 

 ところが、一番上のボランティア養成学科ですが、まだお名前を挙げることができない

状況になっております。 

 スポーツコミュニケーション学科につきましては、土井委員にお願いをしたいと思いま

す。 

 生涯学習コーディネーター養成学科の越村康英さんは千葉大学、東京海洋大学、静岡大

学、日本体育大学で、非常勤講師をなさっておられまして、昨年から浦安市の社会教育委

員長にご就任されたと情報がありました。 

 越村先生は、公民館サークル立ち上げのご指導に長けていらっしゃるというお話を伺い

ました。生涯学習コーディネーター養成学科の後半は、イベントを企画運営しますが、こ

こに社会教育ご専門の越村先生にお越しいただくとともに、全体的な生涯学習コーディネ

ーター養成学科を見ていただけると期待しております。 

 最後の、ふなばしマイスター学科は、山本先生にいきいき学部のカリキュラムアドバイ

ザーと兼務していただきます。特にくらしの教養学科、こころとからだの健康学科につい

て、山本先生に見ていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。何かご質問はございますか。 
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 できましたら、２ページ最後の学科アドバイザーには、パソコン学科と園芸学科で現在、

お願いしている方のお名前と肩書を入れていただくと分かりやすいです。 

○事務局（田久保） 

 承知いたしました。 

○明石委員長 

 ボランティア養成学科については事務局にお任せするという形で、今、人事でなかなか

表に出にくいのですが、調整しているところでございます。 

○佐谷委員 

 少し男性が多いようなので、可能でしたら、ボランティア養成学科には女性がいいとい

うように思います。 

○明石委員長 

 いいですね。やはりニュアンスが違いますから、それはいい意見です。それも念頭にお

いて人選をお願いします。 

○佐谷委員 

 園芸学科とパソコン学科のお二人は男性ですか。 

○事務局（田久保） 

 園芸は、来年は女性になる可能性があります。 

○佐谷委員 

 分かりました。 

○事務局（田久保） 

 現在、講師のサブ的な立場の方が、メインになってくださる可能性があります。 

○佐谷委員 

 それはいいですね。 

○事務局（田久保） 

 引き続きボランティア養成学科もどなたかを選考したいと思います。 

○明石委員長 

 いろいろお聞きして、いい人があればお願いします。 

○事務局（田久保） 

よろしくお願いします。 

○明石委員長 
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 修了要件についてですが、「学長は、大学校の学科を修了したと認めた者に対し、修了

証書を授与する。」とありまして、下のほうには近隣と中核都市の修了要件を列挙してお

ります。 

○事務局（田久保） 

 資料３の４ページが、実際に学生にお渡しする修了証書です。最後の修了式でお渡しす

るのですが、「所定の課程を修了されましたのでこれを証します」という文言で書いてお

ります。所定の課程というのはこのカリキュラムを指すのですが、出席要件ですとかそう

いう具体的なものは、運営要綱の中には書かれてはおりません。 

○明石委員長 

 細かいことですけれども、修了証の番号についてですが、卒業証書も含めて必ず番号が

あるものです。これまでの修了生の１番から何人修了して今回は何番というデータは手元

にありますか。 

○事務局（田久保） 

 ございません。 

○明石委員長 

 なければ、今年度の新カリキュラムからあると良いと思います。 

○事務局（田久保） 

 通し番号は必要ということですね。 

○明石委員長 

 それは皆さん、何番目かということを気にしいます。昔、おニャン子クラブというもの

がありましたけれども、会員番号は重要でした。千葉大の名誉教授にも番号がありますか

ら、皆さん密かに、自分は何番目だと気にしています。番号で痕跡を残すというか、母校

愛というか、つながりのようなものをつくっていくといいと思います。 

○事務局（田久保） 

 もし書けるとすると、今年は１６期なので、１６期の何番などで。 

○明石委員長 

 良いと思います。 

○事務局（田久保） 

 それは可能なのですが、１６年前からの通し番号は厳しいと思います。 

○明石委員長 
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 そうすると、１６とハイフンして何番にする。 

○事務局（田久保） 

 それは可能です。 

○明石委員長 

 事務方で検討してみてください。大事な、公に出すものですから。 

○事務局（田久保） 

 承知しました。 

○明石委員長 

 それからお願いしたい事は、まちづくり学部といきいき学部のアドバイザーには、全体

の総括をうまくまとめていただいて、学習歴を束ねて次年度にはどういった学習にするか、

学科アドバイザーの会合を束ねてミーティングをどこかで持っていただきたいと思います。

ただ１年に１回だけではなくて、３８回ほどの中間報告をどうするとか、まとめをどうす

るのか。成果発表を学科で行うのか、学部全体で行うのか、そういった全体のことを学部

カリキュラムアドバイザーの役割として考えていただく。カリキュラム全体にも責任を持

つけれども、学習成果をどのような形で確認して発表するかも考えていただいて、学科と

は違う意味合いを持っていただくことになります。 

○事務局（田久保） 

 ありがとうございます。 

○明石委員長 

 これを見ると、カリキュラム編成会議の開催は年４回ですね。 

○事務局（田久保） 

 ４回を予定しています。 

○明石委員長 

 それは、学部アドバイザーが中心になって行うわけですね。 

○事務局（田久保） 

 はい。皆さんご同席で開催したいと考えています。 

○明石委員長 

 ２つの学部を含めてですか。 

○事務局（田久保） 

 はい。 
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○明石委員長 

 その辺りも、４回で何をやるか。 

○事務局（田久保） 

 まだ、具体的には詰めておりません。４回のうちの何回かは合同会議で、あとの２回は

単発とか、そういう形になってくるかもしれないのですが、どういうつくりになるかがこ

れから考えていくところです。大学ではこのようにしているとか、江戸川区などでも、ど

のようにカリキュラム編成会議を行っているかというところを、参考までにお聞かせいた

だけるととてもありがたいです。 

○明石委員長 

 ぜひ、カリキュラム編成会議でお願いしたいのは、学習成果を見える化することです。

どのような学習成果があったか、楽しかっただけではいけないので、その数量的な面と質

的な面で、成果を見える化するという事が今、非常に問われています。先ほど言われたよ

うに、パソコンのスキルは習得できたけれども、それを社会に還元する部分が弱いとか、

そのようなことも含めてお願いします。 

 それは学部のアドバイザーたちに集まっていただいて、学科の方の意見をくみ上げて、

数量的に処理していく。そういうところからやっておかないといけません。 

○事務局（田久保） 

 はい。 

○土井委員 

 アドバイザーという言葉が出てきていますが、ルームアドバイザーという名称は、まだ

使われているのでしょうか。 

○事務局（田久保） 

 ルームアドバイザーとカリキュラムアドバイザーと、アドバイザーのつく名称が複数あ

ることと、当初は専任講師とつけてはいましたが、この名称でいいのかどうか、ご協議い

ただけるとありがたいと思っております。 

○明石委員長 

 専任講師という名称があるのですね。 

○事務局（田久保） 

 今年度までは、ボランティア入門学科と生涯学習サポート学科に専任講師という名称で

いらっしゃっいます。 
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 ○土井委員 

 カリキュラムアドバイザーという言葉でうまく通じるような気はします。専任講師です

と本当にフルタイムティーチャー、フルタイムになってしまうので、あまりしっくりこな

かったんです。 

 ルームアドバイザーというのは、今後もずっと続いていくものですか。 

○事務局（田久保） 

 はい。クラス運営をお願いするルームアドバイザーは引き続きお願いする予定です。 

○社会教育課長 

 ルームアドバイザーに関しましては、どちらかというと放課後の仲間づくりをするとこ

ろの、ホームルームのアドバイザーという役割なので、そのままの名称を残す形で考えて

います。 

○土井委員 

 性格的にはチューターというのが一番しっくり来ると思います。 

 チューターは学校などいろいろなところで使われている名称です。クラスにもチュータ

ーという形で個別にいろいろなことを助言したり、支援したりするスタッフがいます。も

しアドバイザーという言葉がたくさん関わってくるようでしたら、そこのところの名称は

チューターという形で、ルームチューターでもいいと思います。 

○事務局（田久保） 

 いきいき学部ではクラス運営が一つの大きな目的になるので、ルームアドバイザーとい

う名称があります。まちづくり学部のほうは、ルームサポーターという名称ですが、クラ

スの私たち学科担当のサポートをする方をルームポーターと呼んでおりまして、学部によ

って呼び方が違うところがあります。 

○明石委員長 

 それは今回に関しては統一したほうがいいですよね。そうしないと、学生同士が混乱し

てしまうと思います。 

○事務局（田久保） 

 混乱すると思います。 

○明石委員長 

 それはぜひ事務方で検討してください。 

○土井委員 
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 ルームサポーター、ルームチューターでは、サポーターのほうが一般的で分かりやすい

かもしれないですね。 

○事務局（田久保） 

 年代からすると、チューターという言葉になじまない年齢の方もいらっしゃるかとは思

います。 

○明石委員長 

 皆さんにお諮りしたいのですが、１ページに、まちづくりカリキュラムアドバイザーと

学科カリキュラムアドバイザーがありますが、カリキュラムという言葉が２回出てきます

ね。これでは多過ぎるので、例えばまちづくり学部のほうはアドバイザーにして、学科の

ほうはカリキュラムアドバイザーにすると座りがいい。２回重なるのは何となく難しいの

で、できれば、まちづくり学部アドバイザーが学部長のような位置付けで、学科アドバイ

ザーは学科長のような位置付けではいかがでしょうか。学科はカリキュラムのほうが分か

りやすいと思います。 

○事務局（田久保） 

 はい、ありがとうございます。 

○明石委員長 

 鈴木委員、全体を見てどうでしょうか。 

○鈴木委員 

 さきほどから入学案内の願書を見ているのですが、とてもよくできていると思います。

生涯学習の学習という部分において、学校教育も社会教育も共通して言えることですが、

意図的、計画的という所がありますが、これを見ていると、目的があり、大分類があり、

中分類がありというところに、今度は各単位の勉強などがあるので、そこが願書を見てい

てよくできている点だと思いました。 

 もう一つは、今、お話に出ていたアドバイザーなどのいろいろな呼び名ですけれども、

最初に事務局から話があったように、受講する年齢層があるので、その人たちがすぐ理解

できるような表現がいいと思います。「何のことか」と質問されるのではなく、こういう

意味だと一言で分かるような、そしてあまり長くないような、そういった呼び方がいいと

思いました。 

 あとは、このカリキュラムを見ているととても内容が盛りだくさんだと思いますので、

例えば３時間くらいで一つの小単位の目的が達成できるような、どこかで一区切りにする
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といいと思います。いただいたメールを見ていると、１年間ですごいという印象があるの

で、内容のところを無理につけるのではなくて、例えば２・３時間同じもので、それを

３・４時間ぐらいの単位で達成できるような、一つのくくりをつけることができるのでは

ないかと思います。これは今回ではなくても、後々でも、できるといいと思います。 

 講師の先生にも連続して来られる方もいらっしゃるので、そういう時には特に、区切り

を入れるような考えで進められるといいかと思います。 

○明石委員長 

 今の鈴木委員のご発言は非常に大事な所です。各大学は、昔は前期１５時間、後期１５

時間とありました。それを今はセメスターで８時間、７時間に変えつつあります。ですか

ら、それこそ学科カリキュラムアドバイザーの方にお願いして、どこで区切りをつけるか

の凹凸をつけていただく。確かに学習内容は変わっていますけれども、どこかで簡単な定

期テストをするとか、学習成果をまとめるとか、何らかのくくりがあると学習成果が上が

ってくるのか、このように３８回ずっと区切りをつけずに流したほうがいいのか、その辺

りをぜひ、年４回あるカリキュラム編成会議で検討をお願いします。各学科で区切りがあ

ると思いますので、専門家にお任せして、前期・後期でいくか、セメスターでいくか、そ

の辺りを検討していただくと非常にいいと思います。私も３８時間は多いと思っていまし

たが、どこかで区切りをつけるというのはいい案だと思います。 

○土井委員 

 講師の都合が一番問題で、あまり細かくし過ぎると、今度は講師を見つけるのが困難に

なるという問題が出てきます。そこの兼ね合いは本当に大変だと思います。確かに受講者

側としてみれば、まとまっているほうがありがたいですし、カリキュラムを組むほうもそ

のほうがありがたいですよね。 

○明石委員長 

 例えば、４ページの生涯学習コーディネーター養成で、大分類で３つに分けてあります

ね。これはせっかく３つぐらいに区切って体系化されているので、ここでひと休みすると

いうのはどうでしょう。スポーツコミュニケーションも５つですね。せっかくこのように

作っているので、その辺りを各アドバイザーにお任せしてはいかがでしょうか。 

○鈴木委員 

 先ほど委員長から、学習の成果を数値的にもというお話がありました。なかなか数値的

というのは難しいのだろうけれども、例えば一つセンテンスを置いたときに、学校で言う



 20 

ところの学習成果の発表会のような、学んだことを他の人に伝えることをすると、同じこ

とを目的として学び合う人間同士でも、いろいろな考え方や見方もあるという発見になり、

共に学び合うということの重要性が感じられると思います。 

 私もこの席に座らせていただいて皆さんからいろいろなことを学んでいますし、ここに

来ないと学べないことがあります。だから雨でも、風が強くても、今日も頑張って行こう

か、あの人たちに会えるから、という仲間意識と同時にそのような向学心が上がってくる

といいと思います。 

○明石委員長 

 今の鈴木委員の話を受けまして、放送大学がありますが、その中で一番人気があるのは

スクーリングの授業です。ラジオとテレビでは眠ってしまっても後でビデオを回せばいい

のですが、スクーリングというのは、皆さんが顔を合わせて講師と学習者がディスカッシ

ョンするので、非常に人気があります。 

 おっしゃるとおり、まさに市民大学校は生の講師や学生とのライブがあるということの

良さを、学部アドバイザーの先生方にお願いしておいて、そのような場面をたくさん用意

していただきたいです。 

 資料３についてほかに何かございますか。 

○事務局（田久保） 

 資料３の３ページの修了要件の考え方についてですけれども、このままですと、本校は

何も要件を明確に示す部分がないものですから、そのあたりについてアドバイスを頂ける

と大変ありがたいです。本校では、「大学校の学科を修了したと認めた者に対し」と書い

ておりますが、どうするとそれを認めることになるのかというところで、出席率なのか、

それとも、そこまで厳密にしなくてもいいものなのか、その辺りの考え方を一度、私ども

も整理しなくてはいけないと考えております。 

 ただ、あまり厳しくし過ぎても、年齢的にも体調を崩しやすかったり、ご家族の介護で

お休みなさる方もいらっしゃるものですから、どこまで厳密にするのかというところを、

今、事務局の中では悩んでいる状況でございます。 

○明石委員長 

 近隣では、出席の７割から８割が多いですよね。 

○事務局（田久保） 

 そうですね。今年度のアンケートの様子だけなのですが、まちづくり学部は８０％程度、
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いきいき学部は７０％台の出席率です。皆さん、頑張って通ってくださっているのですが、

残念ながらご本人の体調不良やご家族の介護等で退学というような形になる方もいらっし

ゃいます。 

○明石委員長 

 やはり柔らかい縛りはあったほうがいいと思います。それが目標になりますから。あま

り厳し過ぎると大変なので、少し柔らかい感覚で、出席７割でしょうか。 

○鈴木委員 

 修了証書と、何か記念品のようなものはあるのでしょうか。 

○事務局（田久保） 

 ございません。 

○鈴木委員 

 ないのですか。記念品を出してあげるといいと思います。 

○明石委員長 

 記念品はバッジでもいいと思います。 

○社会教育課長 

 そうですね。指摘をいただいておりました。 

○明石委員長 

 そこに番号を入れてあげるといいと思います。 

○鈴木委員 

 箸一膳でも何かあるといいと思います。 

○明石委員長 

 修了したという証に。 

○鈴木委員 

 私が公民館長で寿大学をしていたときに、皆さん、特に６０歳以上の方などは、証書を

いただく事と、今年の記念品は何だろうかと、とてもこだわっていらっしゃいました。そ

れが励みで毎月通っているという方もいる程です。私はそれが励みでも、来るということ

に非常に意味があると思うので、「しょうがない、あれが欲しいから行くか」と思われて

いても、帰るときには、「今日、来てよかった！」と笑顔で帰すというのが私の合い言葉

でした。そういう意味では、記念品で釣るとかそういう意味ではなくて、そのことが一つ

の励みになって、次の年も、まだまだ元気だから学びに行こうかという意欲化を図るとい
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うか、お金はかけなくてもいいですが、何かあるといいと思います。 

○明石委員長 

 例えば今のヒントをもらうと、船橋には、ばか面がありますが、高価なのでしょうか。 

○鈴木委員 

 結構します。 

○明石委員長 

 それか、学校のキャラクターを作って、そのキャラクターをバッジにするといいと思い

ます。そうすると、シンボルとして何がいいとか、そういう意見を学生から募集してもい

いと思います。そういう意味では１7期のカリキュラム１期生でしょうから。 

○事務局（田久保） 

 何もないより、やはり要件はあったほうが良いということですね。 

○明石委員長 

 はい。学習のサポートになるような、励ましになるような縛りがあるといいでしょう。 

○鈴木委員 

 「励ましになるような縛り」というのがいいですね。 

○明石委員長 

 そう、そのぐらいの要件です。 

○鈴木委員 

 やはり７０％でしょうね。これを見ると、佐倉市は６０％の出席で進級し、４年間の全

課程。４年間もあります。 

○明石委員長 

 それから、私の注文ですけれども、学部アドバイザーか学科のカリキュラムアドバイザ

ーの助言をいただいて、各学科で担当者が授業を撮影しておいて、その中で一番評判がい

いものを、ネットでアップするような形の資料として作っておくといいと思います。ライ

ブの学習もいいけれども、体が不自由な方や、ゆくゆくは船橋の市民大学校のネットラー

ニングの準備として、全部撮るのは大変でしょうけれども、いくつか撮っておくとおそら

くいいものがあると思います。 

 そういうコンテンツをライブラリーとして残していただくと、将来的に役立ちます。お

願いしたいのは、パソコンの専門家にどういうものがネットに上げるときに使えるかとい

うことをお聞きしておくこと。各大学では今、そういった事を考えています。せっかく面
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白いカリキュラムがあるので、本当は全部あると良いですが、テープの問題や撮影の担当

者等ありますので、できる所だけでもいいと思います。 

 別件ですけれども、昨日、千葉敬愛短大と、佐倉市教育委員会との連携の打ち合わせが

ありましたので、船橋の市民大学校を見てくださいと薦めてきました。佐倉市もコミュニ

ティーカレッジという市民大学があります。ずっと同じカリキュラムなので、検討したい

と言っていたので、ぜひ船橋を見てくださいと言っておきました。 

○佐谷委員 

 記録ということで言うと、江戸川まちづくり学科は、まちづくり学科だけですが、議事

録を学生に順番で作ってもらっています。その記録を束ねて、全部で３０回なのですが、

まとめたものは全員が持つようにしています。市民活動を行うときには、議事録を書ける

人はなかなか重宝されるところがあるので、そのトレーニングという意味でも、学生に授

業記録を作ってもらうということも考えられるといいかもしれないです。 

 おそらく、学部アドバイザーの方たちも、次に検討するときに、前回はどのような授業

であったかという事がコンパクトに分かる資料がないと、なかなか検討しづらいところも

あるかと思います。今、記録はどのように残しているのでしょうか。 

○事務局（田久保） 

 ルームサポーターが記録を取っております。今、委員のお話で学生が記録を取るという

事は参考になりました。私もサポーターが取るものだと思って、今まで取ってもらってい

ましたけれども、学生が取ると、それだけ関心が深まると思います。 

○佐谷委員 

 そうですね。サポーターの仕事がなくなると、それはそれで申し訳ないかもしれないの

で、そこは調整していただいたほうがいいかもしれないですが、少し検討していただけれ

ばと思いました。 

○事務局（田久保） 

 はい。ありがとうございます。 

○明石委員長 

 栗原委員、何か全体的にあればお願いします。 

○栗原委員 

 この申込み状況が、昨年より１０％アップということで、まずはおめでとうございます。

若い層でも参加してくださる方がいるということで、それもとてもよかったと思っており
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ます。 

 委員の方からもお話が出ましたけれども、３８週というのが本当にすごい、ぎっしりだ

と、メールで送っていただいた原稿を見て思いましたけれども、８月は夏休みという感じ

になるわけですね。 

 あとは、市民大学校の修了生たちの活動場所ということですけれども、実をいうと本日

も、私は郷土資料館で日大理工学部の学芸員課程の学生ボランティアの受入れをやってい

ました。今年度ボランティアで来た学生が、来年度の実習生となるというシステムになっ

ております。これはここ２年間ぐらいやっていることですけれども、今回、急に旧家の屋

根裏から出てきた俵に入った何千枚という御札の整理をすることになりまして、職員だけ

ではとても手が足りないということで、学芸員課程の教授に学生たちに試験が終わった後

に来てもらえないかということを申し上げましたら、早速、今日３名、２月、３月で８名

ぐらいの学生たちが３回から４回ぐらいずつ来てくれるということになって、やっており

ます。 

 学生たちは２１歳か２２歳ぐらいですけれども、市民大学校の修了生の皆様方にも、そ

ういう御札の整理とか所蔵資料の整理みたいなものに、大学生と一緒に関わりながら参加

していただけるようなシステムができるとさらにいいのではないかと思いました。 

 私でさえ大学生が来るととてもうれしいのです。子供みたいでかわいいなという感じで

す。博物館のボランティアの方たちは、大体定年退職された方以上の年代で、７０代でも

とても頑張って展示解説などをやっていただいているのですが、その方たちからいつも、

自分たちは小学校３年生とか６年生の子たちと触れ合うことがないので、本当にありがた

いと言っていただいています。こちらのほうが来ていただいて感謝しなくてはいけないの

に、ボランティアの皆様から逆に感謝されるということになってしまっていますが、この

ような交流が今後、持てるようになると良いと思います。 

 また、郷土資料館に私が平成２８年度に異動して、大学との連携活動をやっております

が、その中でもぜひ市民大学の方たちに、御札や民具などに興味があるということであれ

ば、いくらでも活躍できる場はご提供できると思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。ほかに各委員の方々で何かありますか。 

○土井委員 
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 やはりホームページが欲しいですね。他の市でこういう市民大学校のようなものがあっ

て、ホームページを持っているところはあるのでしょうか。 

○明石委員長 

 それはすぐにでも作ってください。私はてっきりあると思っていました。 

○土井委員 

 ないですよね。 

○明石委員長 

 ホームページがないと、今は駄目ですよ。 

○土井委員 

 ただ、専門家に頼めばすぐ作ってはくれるのでしょうけど、費用はどのくらいかかるの

でしょうか。 

○事務局（田久保） 

 現在のホームページは、市のホームページしかないので、非常に限られたものになって

います。 

○明石委員長 

 それとリンクしてもよろしいけれども、専用のホームページを早急に作っていただきた

い。 

○土井委員 

 私は自分のホームページを自作していますけれども、市民大学校のホームページを試し

に作ってみようと思いました。しかし、ひとつの情報を載せるには他にいくつもの情報が

必要となったり、画像やリンクを貼り付けたりしなくてはならず、カリキュラムや映像も

必要で、作り始めてみるととても自分の能力を超えていると思い、計画はしてみましたが、

断念しました。そういった部分は専門家に作っていただいて、書き込みや更新の管理だけ

を市民大学校で行うというシステムさえでき上ればいいと思います。 

○明石委員長 

 ぜひ課長、検討してください。 

○土井委員 

 その辺りの予算化も含めてお願いします。 

○明石委員長 

 実は、品川区は小学校が４０校ありますが、保護者が学区を選べるように学区の自由化
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として立ち上げています。４０校分のホームページをランク分けして分析したところ、多

くの保護者はホームページを見ますから、高いランクのホームぺージの場合は、当然ほか

の学校に行かず、低いランクのホームページの場合は、ほかの学校に行ってしまいます。

そして次は口コミ情報の利用。若い保護者は、まずホームページで学校内容を把握し、あ

とは近所に聞いて、口コミ情報を集めています。 

 同じことが、高校生が大学を選ぶ時にも当てはまります。リクルートのホームページを

見て大学に来ます。全員がホームページを見て、次はオープンキャンパス。その次に生の

講座を聞きます。ゆくゆくは市民大学校はオープンキャンパスも考えてください。 

○事務局（田久保） 

 過去にはそれに類するものを行っていましたが、結果に結び付いていかなかったという

経緯がございます。 

○明石委員長 

 それはオープンキャンパスの内容が良くなかったのだと思います。悪かったのです。大

学の場合も、オープンキャンパスに出てもらう先生と出てはいけない先生がいます。千葉

敬愛短期大学のオープンキャンパスに３回来た方はほとんど来てくれます。いかに３回来

ていただくかが大切か、というデータがあります。 

○事務局（田久保） 

 先ほどの成果発表などをオープンキャンパスにすると、ちょうど良いと思います。 

○明石委員長 

 面白いですね、成果発表。 

○土井委員 

 私のところに聞こえてきた声で、１８歳以上からにしたことに関しての抵抗感がある人

の声がとても多くて、その人たちの多くは、自分たちが６０歳以上の仲間の中で安心感を

持てていたのが、若い人が入ってくることで嫌だなというような思いの人と、もう一つは、

老人大学校、寿大学校のころの趣旨が完全に消えてしまう、という思いで言われてくる人

がいました。 

 先ほど話がありましたが、願書の中に、若い人たちと一緒に学ぶことで楽しみが増えま

したという書き込みがあったというのを聞いて、ああ、よかったなと思いましたけれども、

その人たちの思いがうまくやっていけるように、新しい年度が始まったら気をつけてやっ

ていかなくてはいけないと思います。 
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○事務局（田久保） 

 世代を超えた仲間が同じ学び舎で学べるようなフォローを、職員は求められます。その

辺りのカウンセリングマインドを持ったクラス運営が求められるということは非常に感じ

ております。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 それから、前に申し上げましたけれども、鈴木委員がいるので校歌の作曲をお願いして、

そういった学校としての仕組みをつくる事は愛着心も出てきますし、校章も学生からデザ

インを募集するとか、そういう動きを作っていただくといいと思います。入学式、修了式

のときに皆さんが声を出して校歌を歌う。せっかく２年間やってまいりましたから、そう

いうのがあるといいと思います。ぜひ鈴木委員に作曲してもらってください。 

 よろしいでしょうか。これで第５回は終わりたいと思います。今日の議事録の署名を土

井委員と佐谷委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、最後に課長のほうから。 

○社会教育課長 

 皆さん、本当にどうもありがとうございました。２年間にわたりまして、いろいろ多岐

にわたるご議論をいただきまして、結果としましては、本当によかったと思っています。

まだ１年目ですので、これが全てではないので、おそらくこれ以降も、口コミで増えてく

るのではないかと思います。 

 今、今後の一番大事なところについて、学部・学科のアドバイザーということで意見を

頂きました。今後はこの点がカリキュラムを作る中心になっていくと思いますので、また

いろいろなところで皆さんのお力をお借りすることになると思いますけれども、本当によ

ろしくお願いいたします。また、本当にありがとうございました。 

○明石委員長 

 では皆さん、ご苦労さまでした。 

午後２時２７分閉会 


