
 
 
 
 
 
 
 

年度末を迎え、各市町におかれましては、今年度事業のまとめ、そして２３年度事業計画の作成等で忙しい

毎日をお過ごしのことと推察致します。 

当センターにおきましては、最終事業となる１８日間の社会教育主事資格取得講習が２月１８日をもって終

了し、ほっとしているところです。 

さて、今回、この講習には、大田市、江津市、浜田市より８名の方が受講されました。皆さん講義には一日

も欠席なく、全神経を集中して学習され、レポート作成も無事終えられました。休憩時間・昼休みは、一転し

て、和気あいあいと情報交換や身の上話等、話に花が咲き、笑い声が絶えない毎日でした。 

以下、受講者の感想、また今回の講師・講義テーマをお知らせ致します。２３年度も当センターにおきまし

て、社会教教育主事資格取得講習を開催いたしますので、各市町より、更なる参加をお待ちしております。 

なお、講習の講義に関わる受講料については、無料です。 

この一年間、各市町の皆さん方より、西部社会教育研修センターに対しまして、 

ご支援ご指導いただきましたこと、厚くお礼申し上げます。 
 

 

1/19 

(水) 

生涯学習振興施策の動向 

文部科学省生涯学習政策局 

社会教育課 

我が国の社会教育史 

財団法人全日本社会教育連合会

理事長  加藤 雅晴

生涯学習社会構築の意義と生涯学習・生涯教育論の系譜 

生涯学習社会における社会教育の役割 

財団法人日本生涯学習総合研究所理事  伊藤 俊夫

1/20 

(木) 

教育の原理と社会教育の意義・ 

特質 

青山学院大学教授 鈴木 眞理 

外国の社会教育の歴史と動向 

 

東京学芸大学教授 渋谷 英章

生涯学習社会における学校教育の役割 

家庭・学校・社会の連携と学習システム 

政策研究大学院大学学長特任補佐・教授  今野 雅裕

1/21 

(金) 

社会教育行政の意義と役割 

一般行政と社会教育行政の連携 

九州造形短期大学長 九州産業大学美術館長  吉武 弘喜

社会教育施設の役割と機能 

 

仙台市博物館長  佐藤 敏国

1/24 

(月) 

社会教育指導者とその役割 

社会教育主事の職務と資質・能力 

 

佛教大学教授  白石 克己

社会教育指導者の現状と課題 

（シンポジウム） 

香川大学准教授  山本 珠美 

岡山県教育委員会生涯学習課  

社会教育主事  簾長 一樹 

川口市教育委員会社会教育課  

社会教育主事  小川 俊明 

 
学習成果の評価と活用 

 

 

秋田大学准教授  原 義彦

1/25 

(火) 

関係法令と行政組織 

文部科学省生涯学習政策局 

社会教育課 

都道府県の予算と施策 

埼玉県教育局市町村支援部 

生涯学習文化財課長 牧 恒男

市町村の予算と施策 

埼玉県川島町教育委員会 

生涯学習課主査  神田 雅貴 

 
社会教育の内容・方法・形態 

香川大学生涯学習教育 

研究ｾﾝﾀｰ長・教授 清國 祐二

1/26 

(水) 

調査の意義と内容 

調査の企画とデータの分析・活用 

東北学院大学教授  水谷 修

博物館経営の実際 

千葉県立中央博物館長 

嘉村 茂邦 

 
図書館経営の実際 

秋田県立図書館長会理事長

石井 鈴子

1/27 

(木) 

事業計画の意義と内容 

事業の企画及びプログラム編成の視点と手順 

常盤大学教授  中村 正之

学習情報提供・学習相談の意義 

 

八洲学園大学教授  浅井 経子

1/28 

(金) 

学習情報提供・学習相談の実際 

〈事例研究〉 滋賀県教育委員会生涯学習課生涯学習振興担当 

社会教育主事  川添 義夫

東京都墨田区すみだ生涯学習センター 

生涯学習の推進とまちづくり 

地域総合計画と社会教育計画 

琉球大学教授  井上 講四

〈事例研究〉 北海道小平町教育委員会社会教育課  

社会教育係長  金子 超
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1/31 

(月) 

評価の意義と視点 

評価の内容と方法 

八洲学園大学長・筑波大学名誉教授  山本 恒夫

事業評価の実際 

北海道北広島市教育委員会 

教育部教育施策推進課主査 

丸毛 直樹 

 
公民館経営の実際 

栃木県さくら市立氏家公民館長

橘川 恵介

2 / 1 

(火) 

学習者の特性の理解 

学習集団形成のプロセスと支援 

聖徳大学教授  西村 美東士

社会教育の広報・広聴 

 

国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官  立田 慶裕

2 / 7 

(月) 

科学技術の進展と社会教育 

科学技術振興機構科学ﾈｯﾄﾜｰｸ部 

科学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 

渡辺 政隆 

人権教育 

千斗枝グローバル教育研究所

代表  山中 千枝子

学校と地域社会 

大分大学高等教育開発センター准教授   岡田 正彦

〈事例研究〉 福岡県飯塚市教育委員会生涯学習部中央公民館

主任  松尾 一機

2 / 8 

(火) 

環境問題と社会教育 

ＪＥＡＮ／ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ全国事務局 

代表  小島 あずさ 

高齢化と社会教育 

茨城大学 

准教授  長谷川 幸介

情報化と社会教育 

常盤大学 

教授  坂井 知志 

 
健康教育 

兵庫教育大学大学院  

教授  鬼頭 英明

2 / 9 

(水) 

青少年問題と社会教育 

明治大学  

教授  星野 敏男 

著作権 

文化庁長官官房著作権課 

管理係長  内村 太一

（課題別研究） 

2/10 

(木) 

文化財保護 

 

文化庁文化財部伝統文化課 

企画係長  中村 明雄 

芸術文化 

 

文化庁文化部芸術文化課 

課長補佐  鈴木 文孝

青少年の体験活動 

高千穂大学教授  松田 道雄

〈事例研究〉 福島県会津坂下町金上公民館生涯学習推進員

佐藤 房枝

2/14 

(月) 

男女共同参画社会の 

形成と社会教育 

国立女性教育会館研究 

国際室長  中野 洋恵 

民間の教育・学習機関 

 

静岡産業大学 

准教授  松永 由弥子

地域における連携・協働の推進 

 

岡山大学大学院 

准教授 熊谷 慎之輔 

 
大学機能の開放・拡充 

 

放送大学 

教授  岩永 雅也

2/16 

(水) 

消費者教育 

 

 

椙山女学園大学 

教授  東 珠実 

キャリア教育・職業教育 

 

 

産業能率大学 

教授  小野 紘昭

ボランティア活動 

昭和女子大学ｺﾐｭﾆﾃｨﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ長 

社会福祉法人世田谷ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会理事長  輿梠 寛

〈事例研究〉 北海道洞爺湖町教育委員会社会教育課 

社会教育主事  大森 康弘

2/17 

(木) 

新しい公共とＮＰＯ 

 

神戸大学大学院 

教授  松岡 広路 

家庭教育と社会教育① 

（家庭・家族の諸問題） 

九州女子短期大学 

准教授  大島 まな

家庭教育と社会教育②（家庭教育支援） 

松山東雲女子大学特任教授  塩崎 千枝子

〈事例研究〉 和歌山県橋本市教育委員会家庭教育支援室

主任  木下 昌美

2/18 

(金) 

社会福祉と社会教育 

 

大妻女子大学 

教授  川延 宗之 

地方分権と規制緩和 

 

矢板市長  遠藤 忠

国際化と社会教育 

一般社団法人くまもと教育ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ代表理事・教育ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 

藤井 誠 

 
行政評価の実際 

 

東京工業大学大学院 

准教授  坂野 達郎
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◆ 講義を聴いて、普段漠然とやっていることについての意味づけができたことは、今後社会教育を進めていく上で、大いに

役立つと思った。 

◆ 企画についてや普段取り組めそうにない分野の講義を聞くことによって、新たな視点から見ることができるようになりた

いと思う。 

◆ どの先生も個性的な方で、引き出しをたくさん持っておられるので、話が楽しかった。とても勉強になった。 

◆ 地域の課題を見つける時・取り組む時に、行政の仕組みを踏まえて行動ができるので役立つと思う。 

◆ 遠隔地での受講だったが、距離感をあまり感じなくて良かった。（呼びかけをいただくなどの配慮が嬉しかった。） 

受講者の感想 


