門真市
平成 27 年度

かどま市民大学

募集案内

～今年度よりカリキュラム等新しく再編します！！！！～

●かどま市民大学って？？●
福祉、環境、教育などの講座を通じ、市の現状と課題、それに対する取り組みな
どを市民の皆さんに知っていただき、
「協働によるまちづくり」の主人公として、
ご活躍いただくために実施します。
なお、かどま市民大学は、市が行う事業の名称であり、学校教育法に定める大学
ではないので、修了しても大学卒業資格を得られるものではありません。
※原則、市在住・在勤・在学・市内で公益活動を行う人
または行おうとする人で、18 歳以上の方が対象となります。

●市民大学のコース●

門真 市 イメ ー ジキ ャ ラク タ ー

※詳細は２ページ～５ページに記載
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１

総合学部コース

コース概要
かどま市民大学年間カリキュラム（６～７ページ）の全ての講座を受講でき、市政全般に
ついて、学んでいただけます。
修了要件
10 講座以上及びグループワーク３回以上の受講で修了となります。
修了要件を満たされた方には、修了証を交付します。
（参考：講座数…年間 20 回、グループワーク…年間５回）
その他
定員：30 名（申込順）
受講料：年間 2,000 円
かどま地域通貨「蓮」
イメージキャラクター
「蓮ちゃん」

専門学部コース

コース概要
市政に関する特定の分野において、専門的な知識を身につけたい方を対象とし、
「教育・
福祉」、
「市民活動」、「生活環境」のいずれかの学部（５講座）と、また共通科目（４講座）
を受講できます。
その他、修了要件には含まれませんが、特別講演、グループワークを受講できます。
例

教育・福祉学部（５講座）
市民活動学部（５講座）

１つ選択 ＋

生活環境学部（５講座）

共通科目

＋ グループ ＋

（４講座）

ワーク

特別講演（１回）

（計５回）

修了要件
学部と共通科目の中からそれぞれ２講座以上、合計４講座以上の受講で修了となります。
修了要件を満たされた方には、修了証を交付します。
※例えば、
【教育・福祉学部】を選択された場合、
【教育・福祉学部】の中から２講座以上と、
共通科目（４ページ）の講座の中から２講座以上を受講することが修了要件となります。
その他
定員：１学部

20 名（申込順）

受講料：１学部

２

1,000 円

専門学部コースの講座内容
～専門学部～

※教育・福祉学部のみ平日（水曜日）開催となります。

学部

と

き

講座名（担当課）

10 月 7 日（水）
門真市の学力向上について（学校教育課）
午前 10 時 30 分～

教育・福祉学部

11 月 11 日（水） 未来あるこどもたちのために～地域で支えよ
午前 10 時 30 分～ う！！門真の子育て～（子育て支援課）
12 月２日（水）
門真市の地域福祉を取り巻く状況（地域福祉課）
午前 10 時 30 分～
12 月 16 日（水）
午前 10 時 30 分～

教育・福祉に関する学識経験者等からの講義

１月 13 日（水） 障がい者に対する理解促進と支援について（障がい
午前 10 時 30 分～ 福祉課）

学部

と

き

講座名（担当課）

９月 12 日（土） ボランティアやＮＰＯ、地域コミュニティの活動に
午後１時～
ついて（地域活動課）
市民活動学部

９月 26 日（土）
市民活動に関する学識経験者等からの講義
午前 10 時 30 分～
10 月 24 日（土）
生涯スポーツの振興（スポーツ振興課）
午後１時～
12 月 12 日（土） 人権って、なに？ともに考えましょう（人権女性政
午前 10 時 30 分～ 策課）
１月 16 日（土）
門真の歴史（生涯学習課）
午後１時～

学部

と

き

10 月 17 日（土）
午後１時～
生活環境学部

講座名（担当課）
防災について（危機管理課）

10 月 24 日（土）
生活環境に関する学識経験者等からの講義
午前 10 時 30 分～
11 月 23（祝日）
ごみ収集・処理の現状と課題（環境政策課）
午前 10 時 30 分～

３

11 月 23 日（祝日） 自転車を安全に利用するために～ルールやマナー
午後１時～

生活環境学部

について～（土木課・まちづくり推進課）

１月 23 日（土） 市が進める産業振興とイメージキャラクター（産業
午前 10 時 30 分～ 振興課）

～共通科目～
と

き

①９月５日(土) 午後１時～
②11 月 18 日（水）午前 10 時 30 分～
①９月 16 日（水）午前 10 時 30 分～
②１月 23 日（土）午後１時～
①10 月 17 日（土）午前 10 時 30 分～
②10 月 28 日（水）午前 10 時 30 分～
１月 16 日（土）午前 10 時 30 分～

講座名（担当課）
第５次総合計画について（企画課）
公民協働施策について（公民協働課）
市財政について（財政課）
選挙制度について・もっと知ってほしい！市議会のこと
（選挙管理委員会事務局・議会事務局）

聴 講 生
コース概要
かどま市民大学年間カリキュラム（６～７ページ）の講座（５回のグループワークを除く）
の中から希望される１つの講座を受講することができ、市政の特定の内容について、学んで
いただけます。
修了要件
聴講生への修了証の交付はありません。
その他
定員：20 名（申込順）
受講料：１講座 200 円
※途中でのコース変更はできませんので、ご了承ください。
●開催場所●
門真市立門真市民プラザ３階 市民公益活動支援センター(住所：門真市大字北島 546 番地)
（平成 27 年 11 月 23 日（祝日）はクリーンセンター、平成 28 年１月 16 日（土）は市役所
で実施）

４

★★学識経験者

紹介★★

コミュニティビジネスに関する特別講演
講 師：和歌山大学 経済学部長 教授 足立 基浩（あだち もとひろ）氏
日 時：11 月７日（土）午前 10 時 30 分～
専 門：まちづくり論、地域再生論、経済政策
経歴等：慶應義塾大学経済学部卒業後、新聞社記者を経て 1994 年ロンドン大学 SOAS ディプロマ修了。
2001 年ケンブリッジ大学大学院土地経済学研究科にて博士号（Ph．D）を取得。現在、和歌山大学経
済学部教授（2010 年 4 月より）
。2007 年よりフランス・ユーロメッドビジネススクール客員講師（集
中講義担当）
。

市民活動に関する学識経験者等からの講義
講 師： 大阪国際大学 人間科学部スポーツ行動学科 准教授 新村 由恵 （しむら ゆきえ）氏
日 時：９月 26 日（土）午前 10 時 30 分～
専 門：健康スポーツ医学
取得学位：博士（スポーツ医学/筑波大学大学院）
経歴等：筑波大学大学院人間総合科学研究科において博士号（Ph. D）を取得後、筑波大学博士特別
研究員を経て、現在所属する大阪国際大学に勤務。業績は論文「在宅脳血管疾患者における転倒予防
の意義と今後の可能性」
「生活習慣病予防のための運動処方の基本的考え方とその実際」等。

生活環境に関する学識経験者等からの講義
講 師：摂南大学 経済学部経済学科 教授 植杉 大（うえすぎ だい）氏
日 時：10 月 24 日（土）午前 10 時 30 分～
専 門：マクロ経済学、金融論、不動産経済学
経歴等：早稲田大学大学院経済学研究科応用経済学専攻 博士課程（博士後期課程）単位取得満期退
学後、早稲田大学政治経済学部助教、摂南大学経済学部准教授等を経て現職。学会での役職等は日本
不動産金融工学学会にて評議員を務める。

教育・福祉に関する学識経験者等からの講義
講 師：大阪樟蔭女子大学 児童学部児童学科 教授 村井 尚子（むらい なおこ）氏
日 時：12 月 16 日（水）午前 10 時 30 分～
専 門：教育学・幼児教育
経歴等：京都大学大学院教育学研究科を卒業後、大阪樟蔭女子大学人間科学部児童学科准教授、奈良
教育大学教育学部非常勤講師、梅花女子大学非常勤講師等を経て現職。業績は論文「子どもと秘密―
秘密を守る能力」
「応答としてのケアの可能性と不可能性」等。

グループワーク進行（計５回）
講 師：大阪樟蔭女子大学 学芸学部ライフプランニング学科 教授 萩原 雅也（はぎはら まさや）氏
日 時：かどま市民大学年間カリキュラム（６～７ページ）のとおり
専 門：社会教育・創造都市論
経歴等：大阪市立大学大学院創造都市研究科博士後期課程修了。博士（創造都市）
。大阪府教育委員
会事務局社会教育主事、大阪樟蔭女子大学学芸学部助教授等を経て現職。業績は論文「創造的活動の
ための人的資源と文化資源についての考察−徳島県神山町・上勝町の事例から」（単著）等。

５

かどま市民大学年間カリキュラム
※ 特別講演、学識経験者等からの講義及びグループワークを除く各講座の講師は、市職
員が行います。
※ 質疑応答を含めて１時間 30 分程度。午前は 10 時 30 分より、午後は１時より開始しま
す。
と

き

講座名 （担当課）
午前

開校式

午後

第５次総合計画について（企画課）

午前

第１回グループワーク

学部名等

９月５日（土）

９月 12 日
（土）
９月 16 日

午後

ボランティアやＮＰＯ、地域コミュニティの活
動について（地域活動課）

共通

市民活動学部

午前

公民協働施策について（公民協働課）

９月 26 日

午前

市民活動に関する学識経験者等からの講義

（土）

午後

第２回グループワーク

午前

門真市の学力向上について（学校教育課）

10 月 17 日

午前

市財政について（財政課）

（土）

午後

防災について（危機管理課）

生活環境学部

10 月 24 日

午前

生活環境に関する学識経験者等からの講義

生活環境学部

（土）

午後

生涯スポーツの振興（スポーツ振興課）

市民活動学部

午前

市財政について（財政課）

11 月７日

午前

コミュニティビジネスに関する特別講演

（土）

午後

第３回グループワーク

（水）

10 月７日
（水）

10 月 28 日
（水）

11 月 11 日
（水）
11 月 18 日
（水）

午前
午前

未来あるこどもたちのために～地域で支えよ
う！！門真の子育て～（子育て支援課）
第５次総合計画について（企画課）

６

共通
市民活動学部

教育・福祉学部
共通

共通

教育・福祉学部
共通

11 月 23 日
（祝
日）
12 月２日
（水）
12 月 12 日
（土）
12 月 16 日
（水）
１月 13 日
（水）
１月 16 日
（土）

１月 23 日
（土）
１月 30 日
（土）

午前
午後

午前
午前

ごみ収集・処理の現状と課題（環境政策課）
自転車を安全に利用するために～ルールやマナ
ーについて～（土木課・まちづくり推進課）
門真市の地域福祉を取り巻く状況（地域福祉課）
人権って、なに？ともに考えましょう（人権女
性政策課）

午後

第４回グループワーク

午前

教育・福祉に関する学識経験者等からの講義

午前
午前
午後
午前

障がい者に対する理解促進と支援について（障
がい福祉課）

生活環境学部
生活環境学部

教育・福祉学部
市民活動学部

教育・福祉学部
教育・福祉学部

選挙制度について・もっと知ってほしい！市議

共通

会のこと（選挙管理委員会事務局・議会事務局）
門真の歴史（生涯学習課）
市が進める産業振興とイメージキャラクター
（産業振興課）

午後

公民協働施策について（公民協働課）

午前

第５回グループワーク、修了式

市民活動学部
生活環境学部
共通

特別講演の実施！！！！
講演：コミュニティビジネスに関する特別講演
日時：11 月７日（土）午前 10 時 30 分～正午
講師：和歌山大学 経済学部長 教授 足立 基浩（あだち もとひろ）氏

※コミュニティビジネスとは
地域が抱える課題を、地域の資源を活かしながらビジネスの手法によっ
て解決する取り組みのこと。
足立教授より、コミュニティビジネスに関する概要や自身の取り組みの
事例等についてご講演いただきます。

７

お申し込み先、講座開催場所等
【申込期間】

・総合学部コース及び専門学部コース
平成 27 年６月１日（月）から８月 21 日（金）まで

・聴講生
受講を希望される講座の３日前まで
【申込方法】
門真市総合政策部公民協働課（市役所本館１階）へお越しいただき、直接お
申し込みください。なお、定員になり次第、申込受付を終了させていただきま
すので、あらかじめご了承ください。
※ いずれのコースもお申し込み時に受講料の納入が必要となります。なお、
納入後の返金は原則いたしませんのでご了承ください。
※ 本人確認が必要となりますので、運転免許証または健康保険証等の本人確
認ができるものをお持ちください。
【講座開催場所】（※お申し込み先ではございませんのでご注意ください。）
門真市立門真市民プラザ３階

市民公益活動支援センター（門真市大字北島 546 番地）

市民公益活動支援センター
（門真市民プラザ３階）

お申し込み・お問い合わせ
門真市 総合政策部

公民協働課

所 在 地：門真市中町１番１号 門真市役所本館 １階
電

話：0 6 - 6 9 0 2 - 5 6 1 2

受付時間：午前９時から午後５時 30 分まで（土曜日、日曜日、祝日を
除く）
かどま市民大学は、門真市から NPO 法人あいまち門真ステーションへ、事業運営を委託しています。

８

