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photo 地域で子どもたちを見守ります

特集 社会教育委員に期待すること
―島根県社会教育委員連絡協議会会長

有馬毅一郎氏に聴く―

2015.

3月号

contents ■ 社会教育委員の役割と意義
■ 対話をとおして生まれる気づき
■ わがまちの社会教育の実践紹介〔川本町・西ノ島町〕
■ 社会教育施設紹介
〔島根県視聴覚センター〕

ᅈ˟  ᏋۀՃỆ ࢳ ẴỦ Ắ ể
ẅẅẅḘఌჄᅈ˟ᏋۀՃᡲዂңᜭ˟ᴾ˟ᧈᴾஊᬔ്ɟᢹ൞ỆᎮẪḘ

ࡶ࠺୍ᗘࠊᏛࡪࡇࡽࢫࢱ࣮ࢺ
♫ᩍ⫱ጤဨ࡞ࡗ࡚ぢ࠼࡚ࡁࡓ͆ᙺ͇͆ㄢ㢟͇
ࡣ࠶ࡾࡲࡍ㸽
ࠉᡓᚋᖺࠋ
ࠕ♫ᩍ⫱ࠖࡣᏛᰯᩍ⫱ඹ㔜せ࡞ᙺ
ࢆᢸࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᮍࡔᆅᇦࡢேࠎࡼࡃ⌮ゎࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋ
ࠕ♫ᩍ⫱ࡗ࡚ఱ㸽ࠖ
࠸࠺㉁ၥࡣࡼࡃ⪺
ࡁࡲࡍࠋ୍᪉ࠊ
ࠕ♫ᩍ⫱ጤဨࠖࡢᏑᅾࡶ࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸࠸࠺ᐇែࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࢇ࡞ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶ
࡛ࡍࠋ♫ᩍ⫱ጤဨࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࠉ♫ᩍ⫱ጤဨࡀࠊᆅᇦ♫ࡢ୰࡛ᙺࢆ༑ศᯝࡓࡋ
࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࡢ㔜せᛶࡀㄆ▱ࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡢ
࡛ࡍࡀࠊᐇ㝿ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ♫ᩍ⫱ጤဨࡢ᭱㏆ࡢᅜࡸ୰ᅄᅜ࡛ࡣࠊ
ࠗ♫ᩍ⫱ጤဨࡣࡇࢀ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋᙺࢆᇶᮏⓗ⌮
ゎࡋࡓୖ࡛♫ᩍ⫱ጤဨࡋ࡚ࡢᙺࢆࡶࡗᯝࡓࡍࡇ
ࡀษࡔ࠘
㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ♫ᩍ⫱ጤဨࡣࠗఱࢆࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠘
ࠗᇶᮏⓗ࡞ᙺ
ࡣఱ࠘
࠸ࡗࡓ͆ᇶ♏ⓗᇶᮏⓗ࡞ࡇ͇ࡣ◊ಟࡸ◊
✲࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢࡇࢆ┴ෆࡢ♫
ᩍ⫱ጤဨࡢ᪉ࠎࡀᏛࡪࡇࡽࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࠉ♫ᩍ⫱ጤဨࡣࠊ
͆యⓗࠊ⮬ࡽࡢຊ࡛ఱ⾜ືࡋࠊ
ᙺ❧ࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸͇࠸࠺࠸ࢆᙉࡃࡶࡘࡇࡶ
ᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡁ࡞ࡇࢆࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠉ↓⌮ࢆࡋࡓࡽㄡࡶ࡛ࡁ࡞࠸
ࡈ⮬㌟ࡢάືࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸
ࠉ⚾ࡣࠊᆅᇦ♫ࡢ୍ဨࡋ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ♫ᩍ⫱ጤဨࡋ࡚ᑡࡋព㆑ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢᏊࡶࡓࡕ࠶
࠸ࡉࡘ࡞ኌࡅࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋぶࡋࡃኌࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊ⮬↛Ꮚࡶࡓࡕࡢ᪉ࡽ
ࠕ࠾ࡣࡼ࠺ࡈࡊ࠸ࡲ
ࡍࠖࠕᖐࡾࡲࡋࡓࠖኌࢆࡅ࡚ࡁࡲࡍࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࡣࠊேࡸᏊࡶࢆྵࡵࡓᆅᇦࡢேࡓࡕࡀព㆑
ࡋ࡚ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡅࡤࠊ
㸦⊃࠸ୡ⏺࡛ࡶ㸧ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
͆ࡳࢇ࡞ࡀព㆑ࡋ࡚ࡸࡿ͇
ࡇࡀษࡔᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ⚾ࡀኌࢆࡅ࡚㞄㏆ᡤࡢᩘ௳ࡢᐙ࡛ጞࡵࡓ㛛ᯇసࡾࡀࠊ⏫ෆᗈࡀࡾࠊᏊࡶࡢάື࡞ࡾࠊ࡛
ࡣࠊබẸ㤋ࡢㅮᗙ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡲ࡛࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅᇦ࠾ࡅࡿᑠࡉ࡞ാࡁࡅࡀᑡࡋࡎࡘࡁࡃ࡞ࡾࠊ
ࡉࡽᗈ࠸ᆅᇦᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡣࠊ♫ᩍ⫱ጤဨࡢάືࡔゝ࠸ࡁࢀ࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࢇࡢᑡࡋ⚾⏕άࢆ㉺࠼࡚ࠊ࿘ࡾࡢ
ேࡓࡕࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡘࡇࡀ♫ᩍ⫱ጤဨࡢάືࡢ୍ࡘࡢጼࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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ࠉ♫ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࠊఫẸ⾜ᨻࢆࡘ࡞ࡂࠊఫẸࡢពᚿ࣭ពぢࢆ♫ᩍ⫱⾜ᨻ
ᫎࡉࡏࡿᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ♫ᩍ⫱ጤဨ࡛ࡍࠋྕࡢ≉ 㞟࡛ࡣࠊᓥ᰿┴ ♫ᩍ⫱ጤဨ㐃⤡
༠㆟ࡢ㛗࡛࠶ࡿ᭷㤿Ẏ୍㑻Ặ♫ᩍ⫱ጤဨᑐࡍࡿᮇᚅࡸ⌧ᅾࡢㄢ 㢟࡞ࡘ࠸࡚࠾⫈
ࡁࡋࡓࡇࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

♫ᩍ⫱ጤဨ⾜ᨻࡢ୧㍯ࡀษ
ኚࢃࡗ࡚ࡁࡓឤࡌࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍ㸽
ࠉࡇࡇᩘᖺࡢࡇ࡛ࡍࡀࠊࡎ࠸ࡪࢇኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ⏣ᕷࡢ♫ᩍ⫱ጤဨࡢ㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊබⓗᶵ㛵ࡀᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖ♫ᩍ⫱ጤဨࡀఱᅇࡶ㞟
ࡲࡗ࡚㆟ࢆ㛤ࡁࠊᑠጤဨࢆࡘࡃࡗ࡚άືྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ⮬ⓗ࡞ືࡁࡀ࡛࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊ♫ᩍ⫱㛵ࡍࡿᅜࡸ୰ᅄᅜࡢࡢᓥ᰿┴ࡽࡢཧຍᩘࡣࠊ㠀ᖖከ࠸≧ἣ࡛ࡍࠋ
ᖺᚨᓥ࡛㛤ദࡉࢀࡓ୰ᅄᅜ࡛ࡣࠊ㛤ദ┴ࠊ㞄᥋ࡍࡿ㧗▱┴ࡘ࠸࡛㸱␒┠ࡢཧຍᩘ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠸࠺ࡇࡣࠊ♫ᩍ⫱ጤဨ⮬㌟ࡀ
͆ຮᙉࡢࡓࡵཧຍࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ͇࠸࠺ព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿドᣐ࡛ࡣ
࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋྠࡌࡼ࠺ࠊ⾜ᨻഃࡶ㠀ᖖ㈈ᨻⓗⱞࡋ࠸୰࡛♫ᩍ⫱ጤဨࡢάືࢆ୍⏕ᠱᨭ࠼ࡼ
࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ♫ᩍ⫱ጤဨ♫ᩍ⫱⾜ᨻࡢ୧㍯ࡀ࠺ࡲࡃ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ♫ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡣࠊ♫ᩍ⫱ጤဨࡢࡸࡿ
Ẽࡀᚲせ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆ⾜ᨻഃࡀ࠺ࡲࡃάࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀษ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ぶࡋࡲࢀឡࡉࢀࡿ♫ᩍ⫱ጤဨ
♫ᩍ⫱ࡸ♫ᩍ⫱ጤဨᑐࡍࡿ㢪࠸ࡸᮇᚅࡍࡿࡇࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸
ࠉ⏕ᾭᏛ⩦ࡀ┒ࢇྲྀࡾ⤌ࡲࢀጞࡵࡓ௦ࡣ≧ἣࡀ㐪ࡗ࡚࠸
࡚ࠊ♫ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ⤌ࡳࡸయไࠊࡇࢀࡽࡢᅾࡾ᪉
ࡘ࠸࡚ぢ┤ࡍᚲせᛶࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࡢ
᥎㐍ᙺ♫ᩍ⫱ጤဨࡢຊࢆάࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ♫ᩍ⫱ጤဨ୍ேࡦࡾࡀᑠࡉ࡞ࡇࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡁࠊࡑࡢᏑ
ᅾࡀୡࡢ୰▱ࡽࢀࡓࡾࠊồࡵࡽࢀࡓࡾࡋ࡚
ࠕ♫ᩍ⫱ጤဨࡀᒃ࡚Ⰻ
ࡗࡓࠖ
ゝࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦ♫ࡢ≧ἣࡀ࡛࡚ࡁࡓࡽ⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࠉ⡆₩࠸࠼ࡤ♫ᩍ⫱ጤဨࡀࠊ
͆ᙺ❧ࡘᙺ⫋͇ࡋ࡚ぢ┤ࡉࢀ
ࡿ࠸࠺ࡇࠋ♫ᩍ⫱ጤဨࡀࠊぶࡋࡲࢀࠊࡳࢇ࡞ឡࡉࢀࡿᏑ
ᅾ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
ࠉࠕ⚾ࡶ♫ᩍ⫱ጤဨࢆࡸࡽࡏ࡚ࡃࢀࠖ࠸࠺ࠊẼ㍍࡞ᙺ⫋
࡞ࡗࡓࡽࡼ࠸࡛ࡍࡋࠊ㔜ཌ࡛࠶ࡿᚲせࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
┴ෆࡢ♫ᩍ⫱ጤဨࡢືࡁࡀయࡋ࡚㧗ࡲࡗ࡚ࡃࡿࡇࢆᮇᚅࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶᪥㸧
ࡼࡾ

有馬 毅一郎（ありま きいちろう）
島根県社会教育委員連絡協議会会長、島根県社会教育委員、松江市社会教育委員。島根大学名誉教授。公立
中学校、島根大学教育学部附属小学校で勤務し、島根大学教育学部で長年教鞭を執る。現在も財団法人しまね
国際センター理事長などを務め、幅広く教育の分野で貢献される。1938年生まれ。島根県簸川郡佐田町出身
（現
在の出雲市佐田町）
。
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♫ᩍ⫱ጤဨࡢᙺព⩏
ڦᅈ˟ᏋۀՃỉನ

ᅈ˟ᏋඥỉોദỆợụẆ ɟᢿầẦỪụộẲẺ
地方自治体の自主性・自立性を高めるため、社会教育委員の委嘱について法令での義務付けを見直す

□社会教育法
（平成２５年改正、平成２６年４月施行）
ᇹᾀᾄவẅᣃᢊࡅჄӏỎࠊထỆᅈ˟ᏋۀՃửፗẪẮểầỂẨỦẇ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᾁ ẅᅈ˟ᏋۀՃỊẆ ܖఄᏋӏỎᅈ˟Ꮛỉ᧙̞ᎍẆ ܼࡊ
ẅẅẅẅẅẅᏋỉӼɥỆẴỦѣửᘍạᎍɳỎỆܖᜤኺ᬴ỉẝỦᎍ
ẅẅẅẅẅẅỉɶẦỤẆ ᏋۀՃ˟ầ֚ۀẴỦẇ
Ŧ୭ೀɉีޜɁதȯɦȹ໘ᅎ

ųᅈ˟ᏋۀՃƴƩǕǛ
֚ۀƢǔƔƸŴӲ؏עƷ
ܱ७ƴࣖơƯ૾עᐯ˳
ƕൿǊǔƜƱƕ ưƖǔǑ
ƏƴƳǓǇƠƨŵ
ųƲƏƍƬƨЎ  ƷʴǛ
ᢠ ǜưƍǔƔưŴƦƷᐯ
˳ƷॖǍ࣬ƍƕǘƔ
ǓǇƢŵ

ڦᅈ˟ᏋۀՃỉᎰѦ
□社会教育法 第17条より（概略）
ᾀᴾᅈ˟ᏋỆ᧙ẲᏋᧈửኺềᏋۀՃ˟ỆяᚕẴỦ
ųᅈ ˟  Ꮛ  ۀՃ ƸŴೌ ᨂ Ǜ ǋƭ  ˓ С
ᲢۀՃƱƠƯҥưᎰѦǛᘍƑǔƜƱᲣƷ
ᴾᴾᴾṞᅈ˟ᏋỆ᧙ẴỦᜂᚘဒửᇌకẴỦ
ࢫᎰưƢŵ
ᴾᴾᴾṟᏋۀՃ˟ỉբỆࣖẳẆ ॖᙸửᡓỔỦ
ųèჷʙȷ˟ᅈƷႳ௹ࢫƳƲǋ˓С
ᴾᴾᴾṠЭӭỉᎰѦửᘍạẺỜỆ࣏ᙲễᄂᆮᛦ௹ửᘍạ
ᵐᴾᏋۀՃ˟ỉ˟ᜭỆЈࠗẲềᅈ˟ᏋỆ᧙ẲềॖᙸửᡓỔỦẮểầỂẨỦ
ᵑᴾࠊထỉᅈ˟ᏋۀՃỊῑ࢘ᛆࠊထỉᏋۀՃ˟ẦỤ֚ۀửӖẬẺ᩷࠰ݲᏋỆ᧙ẴỦཎܭỉʙ
ỆếẟềẆ ᅈ˟Ꮛ᧙̞˳ׇẆ ᅈ˟ᏋਦݰᎍẸỉ˂᧙̞ᎍỆݣẲẆ яᚕểਦݰửɨảỦẮểầỂ
ẨỦ

社会教育委員の職務
各委員がそれぞれの地域で活動

青少年教育に関する特定の事項についての助言・指導
※市町村の社会教育委員に限る
社会教育に関する
助言

地域住民の
よろこび・
やりがいなど
につながる
働きかけ

地域のしあわせ
ȱɘɇɈଜۋ࣋ޏȺɢɤwpm/6ɢɤ
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ࠉ♫ᩍ⫱ጤဨไᗘࡣࠊ♫ᩍ⫱⾜ᨻᆅᇦࡢពぢ➼ࢆᫎࡉࡏࡿࡓࡵࠊᩍ⫱ጤဨࡢㅎၥᶵ㛵ࡋ࡚
タࡅࡽࢀࡓไᗘ࡛ࡍࠋ㒔㐨ᗓ┴࣭ྛᕷ⏫ᮧ♫ᩍ⫱ጤဨࡀ࠸ࡲࡍࠋ

ڦᅈ˟ᏋۀՃỉࢫл
ࠉ♫ᩍ⫱ጤဨࡣ㺂ᆅᇦຊྥୖྥࡅ㺂ᆅᇦㄢ㢟ࡸఫẸࡢពྥ⾜ᨻࡸ⟇ࡢ㐠Ⴀࢆࡘ࡞ࡆࡿࣃࣉᙺ࡞♫
ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㔜せ࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍ㹿
Ẍࢫлẍ
⾜ᨻఫẸࡢࣃࣉᙺ

ᆅᇦࡢ㢪࠸ࢆ
♫ᩍ⫱άື
ࡘ࡞ࡆࡿ

ᆅᇦࡢ
♫ᩍ⫱
άື

ఫẸࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ㛵ࡍࡿࣥࢸࢼⓗᙺ
♫ᩍ⫱
⾜ᨻࡢ⟇࣭
ᴗ

ఫẸ୍⥴࡞ࡗ࡚♫ᩍ⫱άືࢆ᥎㐍࣭ㄪᩚ
♫ᩍ⫱㛵ಀᅋయࡢᨭ⪅ⓗᙺ

♫ᩍ⫱
ᣦᑟ⪅ࡢ
άື

♫ᩍ⫱
ጤဨ࣭⏕ᾭ
Ꮫ⩦ጤဨ

ᆅᇦࡢ࠸ࢆ
♫ᩍ⫱ᣦᑟ⪅
ࡘ࡞ࡆࡿ

ᆅᇦఫẸࡢ
ᛮ࠸࣭㢪࠸࣭
ᮇᚅ

ఫẸᩍ⫱⾜ᨻ
ࢆࡘ࡞ࡄ

ẌỶἳὊἊẍ
ࠉ♫ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡗ࡚㺂♫ᩍ⫱ጤဨࡣᛂᅋ࠸࠼ࡲࡍࠋ♫ᩍ⫱⾜ᨻពぢ࡛ࡁࡿ♫ᩍ⫱ጤဨ
┦ㄯࡋࡓࡾࠊ༠ാࡋ࡚ᴗࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࡸ࠸ࢆ⾜ᨻᒆࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ڦẮủẦỤỉᅈ˟ᏋۀՃỆ൭ỜỤủỦẮể

⮬ࡽ⪃࠼⾜ືࡍࡿ♫ᩍ⫱ጤဨ
ḛΨൢễᅈ˟ᏋۀՃḜ

ᅈ˟ᏋۀՃểẲề࣏ᙲễჷᜤሁ

Ẑܖốʴẑ

ࠕ♫ᩍ⫱ࡣఱ㸽ࠖ
ࢆㄒࡿຊ

ࠉ࣭♫ᩍ⫱άືࢆ⤒㦂ࡋ⮬ࡽࡀᏛࡪ
ࠉ࣭ᆅᇦࡢᵝᏊࡸᆅᇦㄢ㢟ࢆ▱ࡿ

ఫẸࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿ᪉ἲ

ẐᛅẴʴẑ
ࠉ࣭⮬ࡽࡢពぢࢆ♫ᩍ⫱⾜ᨻఏ࠼ࡿ
ࠉ࣭ᆅᇦ⾜ᨻࢆ⤖ࡪࣃࣉᙺ࡞ࡿ

ẐˡảỦʴẑ

♫ᩍ⫱ィ⏬ࡢ⪃࠼᪉࣭⟇ᐃ᪉ἲ
ከᵝ࡞Ꮫ⩦᪉ἲ㛵ࡍࡿ▱㆑ᢏ⾡

ࠉ࣭ពぢࡸ♫ᩍ⫱ࡢᡂᯝࢆᆅᇦᒆࡅࡿ
ࠉ࣭ᆅᇦఫẸࡢὶ࡛♫ᩍ⫱ࢆᗈࡵࡿ

බẸ㤋➼ࡢ♫ᩍ⫱タ㛵ࡍࡿ▱㆑

Ķଜۙڳۋ࣋ޏȦණۊଜۋ࣋ޏɈĸ ইɈ೧ ĹɅɄɥȹɛɅķ૬ފߔ࣋ୂ!తငێĪĶଜ࣋௶ၡǪȋǒǕķīɬઞ৽Ʌ

ڦᅈ˟ᏋۀՃồỉࢳ
ࠉࡇࢀࡽࡢ♫ᩍ⫱⾜ᨻࡣࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ㒊ᒁࡸ⚟♴㒊ᒁ࡞ࡢ⾜ᨻ㒊ᒁࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࢆᙉࡵࡿ
ࡶࠊᆅᇦࡢ132ᅋయࡸᏛ࣭ᴗ➼㐃ᦠ࣭༠ാࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ⾜ᨻࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ♫ᩍ⫱ጤဨࡀࠊ♫ᩍ⫱➼㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦࡢே࡙ࡃࡾ࣭⤎࡙ࡃࡾࠊࡑࡋ࡚ᆅᇦࢆ
ࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊయⓗά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ੰཾێචၭఱ!ਡଜۙڳۋ࣋ޏᇦਗ
ĶɩȹȱȹȻɈɘȻɈଜۙڳۋ࣋ޏȯɭĊķɢɤ
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ܖỎử ݣᛅửểấẲềဃộủỦൢỀẨ
Ẑݣᛅᦷចඥẑ
ᎋảỦ
公民館等のさまざまな社会教育施設では、たくさんの教室や講座が行われています。今回は、教室
や講座での 参加者の学び について、美術館や博物館、学校の美術科などで取り組まれている「対
話型鑑賞法」から考えてみます。

ڦᑐヰᆺ㚷㈹ἲࡢᐇ㝿
Step 1

うれしそう
だな

ࡿ
࠸ࢆࡲࡵ

࡚
ࡌ
ឤ
ぢ࡚

ų˺ԼǛᙸƯŴƲǜƳƜƱǛज़ơǔȷेƏƔŴ
ǇƣƻƱǓưᦷចƠǇƢŵ
ųӋьᎍӷٟǛƭƳƙࢫлƱƠƯ
žȕǡǷȪ
Ȇȸǿȸ
ᲢȊȓǲȸǿȸᲣſƕƍǇƢŵ
žȕǡǷȪ
ȆȸǿȸſƸŴᛅƠǍƢƍᩎൢǛƭƘǓŴɟʴ
ƻƱǓƷेƍǛࡽƖЈƠǇƢŵ

Step 2

自然な色で
好きだな

楽しさを
感じるな

ྜ࠺
ྜ࠸ࠊ῝ࡵ
ࡕ

ࢃ
ࠊ
ㄒࡾྜ࠸

作品からどんなことを
感じますか？

žȕǡǷȪȆȸǿȸſƷᡶᘍƴǑǓŴӋьᎍƸƦǕƧǕƕŴज़ơƨǓेƬƨǓƠƨƜƱǛᛖǓƋƍǇƢŵ

人物の表情が
楽しそうだから

なるほど
そうだ

そう感じたわけを
教えてください

秋の野山を想像させる
色つかいだから

そんな見方も
あるな

足元の葉っぱに
色々な種類があって、
実際に林へ
行ったことを思い出した

やっぱり、うれしさと
楽しさがある作品だ

ųӋьᎍƸŴ˂ƷӋьᎍƷज़ơ૾ǍᙻໜǛჷǔƜƱƴǑƬƯŴӷơ˺ԼǛᙸƯǋŴज़ơ૾ƴᢌƍƕƋǔ
ƜƱƴᐯǒൢƮƖŴ̖͌ᚇǍज़ࣱǛ࠼ƛƯƍƖǇƢŵ

美術館や博物館などでは、参加者が講師や
学芸員等から与えられる解釈や価値観を受け身
で学ぶことから、主体的に考え、語り合い、自
らが 気づく 学習方法を取り入れはじめてい
ます。
公民館等の社会教育施設においても参加者
が主役になる主体的な 学び を創造していく
ことが求められています。
㻨ཧ⪃ᩥ⊩䠚䛂༤≀㤋䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱䛾ព䛃ᅜ❧ṔྐẸ༤≀㤋ᩍᤵ㻌ᑠᓥ㐨⿱
䠄䛂♫ᩍ⫱㻞㻜㻝㻜ᖺ㻤᭶ྕ䛃䠅

ݣᛅửᡫẲẺܖỎỉئ᩿Ẍ̊ẍ
■公民館で行われている「絵手紙講座」
「手芸教
室」
「俳句教室」
「陶芸教室」などのまとめとして
「対話型鑑賞法」を使った鑑賞会を行う。
■「歴史･史跡ウォーク」
「まち探検」
「安全マップつ
くり」
などで気づいたり感じたりしたことについ
て「対話型鑑賞法」で感想や想いを語りあう。
■ビデオフォーラム等
（交通安全・人権学習・家庭
教育支援等）で気づきや考えなどを語りあう。

社会教育 の 実践紹介
川 本 ࠗ࠾ᖐࡾ࡞ࡉ࠸㸟ࡩࡿࡉࡢࢧࢣ࠘ 㹼ࢧࢣࡢほᐹ㸤Ⱎ↻㹼
町

ᕝᮏすබẸ㤋ࠉᕷᕝᖹ

ࡈࡾࢃ

ࠉ⣚ⴥᰁࡲࡿ㡭ࠊỤࡢᕝᨭὶࡢ⃮ᕝኳ↛ࡢࢧࢣࡀ
ẖᖺ㐳ୖࡋࡲࡍࠋከ࠸ࡁ࡛᪥༉๓ᚋࡢࢧࢣࢆぢ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ㐠ࡀⰋࡅࢀࡤ⏘༸ࢩ࣮ࣥࢆぢࡿࡇ
ࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸦ࡇࡢࢧࢣࡢ㸧ほᐹࡣࠊᖺᗘ࡛ᅇ
┠ࢆ㏄࠼ࡲࡋࡓࠋ
ࠉ௨๓ࡣᕝᮏすᑠᏛᰯ ᖹᡂᖺ㛢ᰯ㸧ࡢඣ❺࣭ಖㆤ⪅
ᆅᇦࡀ୍⥴⎔ቃᩍ⫱ࡢ୍⎔ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲ
ࡋࡓࠋᑠᏛᰯࡢ㛢ᰯᚋࡶࢧࢣࡢほᐹࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡇ࠺ࠊ
බẸ㤋άື᥎㐍ጤဨᆅඖ࣎ࣛࣥࢸࡢ᪉ࡢ⇕ព
ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㛤ദࡍࡿ㡭ࡣࠊࢧࢣࡀ࠸ࡘ㐳ୖ
ࡍࡿᚰ㓄࡞ࡾࠊẖᮅẖᬌᕝ☜ㄆࢆࡋ⾜ࡁࡲࡍࠋ

ࠉ㏆ᖺࡣほᐹ࠶ࢃࡏࠊࢧࢣࡢ࠸ࡿほᐹ࣏ࣥࢺࡲ࡛
࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ
㸦 ⣙㸱㹩㹫㸧
ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦ፬ேࡢ᪉ࡀ
సࡽࢀࡓయࡀ ࡲࡿ࠾࠸ࡋ࠸Ⱎ↻ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡇࡢࡼ
࠺ࠊᆅᇦఫẸ୍య࡞ࡗ࡚άືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱㏆࡛ࡣࠊ
㐲᪉ࡼࡾཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ᪉ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉ᪥ᮏᾏࡽ⣙NPࡉࡢࡰࡗࡓ⃮ᕝࠊࢧࢣࡀᡠࡿ
ࡇࡣࠊ㇏࡞᳃ࡀ࠶ࡿドᣐࡶ࠸࠼ࡲࡍࠋᗂ㨶ࡔࡗ
ࡓ㡭ࡢグ᠈ࢆࡼࡍࡀࡋ࡚ࠊᨾ㒓ᡠࡿࢧࢣࡢࡅ࡞ࡆࡉ
ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏ࡞ࡀࡽࠊ
͆࠾ᖐࡾ࡞ࡉ࠸͇ኌࢆࡅࡓࡃ
࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࠉᚋࡶࡩࡿࡉࡢᐆࡋ࡚ษࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ

ાɃɜȹȻāȭɈૃȞ
ɢȳȦɂȱā࡚ȽɀȭȞɢ
ɏɥȯɂɈၣ
Ī၂ୠʑʗʛʭī

西ノ島

ࡋࡢࡋࡲ
ࠕࡩࡿࡉᩍ⫱࣮ࠖ࢘ࢡ࣮ࣜ
ࠉࠉࠉ㹼ࠕࡩࡿࡉᩍ⫱ࠖࡢྲྀ⤌ࢆබẸ㤋ࡽᆅᇦⓎಙ㸟㸟㹼

町

ࠉすࣀᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨすࣀᓥ⏫❧୰ኸබẸ㤋࡛ࡣࠊ
Ꮫᰯࡢࠕࡩࡿࡉᩍ⫱ࠖࡢྲྀ⤌බẸ㤋ᴗࡢ㛵㐃ᛶࢆ
ࡶࡓࡏࡿࡓࡵࠊ
ࠗࡋࡢࡋࡲࠕࡩࡿࡉᩍ⫱࣮ࠖ࢘ࢡ
࣮ࣜ࠘ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡼࡾᆅᇦࢆឡࡋࠊࡩࡿ
ࡉࡾࢆࡶࡕࠊᚰ㇏࡛ࡓࡃࡲࡋ࠸Ꮚࡶࢆ⫱ࡴࡇ
ࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠉࠉ
ࠉࡉࡽࡣࠊᏊࡶࡓࡕఏ࠼ࡓ࠸ᆅᇦࡢࡼࡉࡸయ㦂
ࡉࡏࡓ࠸ࡇࠊ⪃࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ᆅᇦㄢ㢟࡞ࢆࢸ࣮࣐
ࡸ㢟ᮦࡋ࡚ᴗࢆᐇࡋࡓࡾࠊᏛᰯᥦࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊࡼࡾᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓࡩࡿࡉᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ
࡚࠸ࡃࡇࡘ࡞ࡆࡲࡍࠋ

すࣀᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨࠉᩍ⫱ㄢࠉᏳ⸨ኟᏊ
ࠉᮇ㛫୰ࡣࠊձᏛ⩦Ⓨ⾲㸦ᑠᏛᰯ㸧ࠊղࡩࡿࡉ₇
Ⓨ⾲㸦୰Ꮫᰯ㸧ྜࢃࡏ࡚ࠊճࡩࡿࡉᩍ⫱㛵ࡍࡿ
ᒎ♧ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᏛᰯ⾜බẸ㤋ᴗࢆ୍యࡋ
࡚⾜࠺ࡇ࡛ࠊ⏫Ẹࡢ᪉ࡀබẸ㤋㊊ࢆ㐠ࡪࡁࡗࡅ
࡙ࡃࡾࡘ࡞ࡀࡾࡲࡋࡓࠋࡩࡿࡉᩍ⫱㛵ࡍࡿᒎ♧࡛
ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢసရィⅬࢆᒎ♧ࡋࠊすࣀᓥ⏫࠾ࡅ
ࡿࠕࡩࡿࡉᩍ⫱ࠖࡢྲྀ⤌ࢆ⤂ࡋࡲࡋࡓࠋ᮶ᖺᗘ௨㝆
ࡣࠊ୍⯡࣎ࣛࣥࢸࡢཧຍࡸබẸ㤋ᴗࡢྲྀ⤌ᡂᯝ
➼ࢆ㛵㐃ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊ
ࠕࡩࡿࡉᩍ⫱࡛ࠖᆅᇦࢆࡉ
ࡽ⤖ࡧࡅ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

āߔ৫Ɉୂࣞɂმ࠵ૢ
ࣞɬȾɄȞȺȭɂɁĂȹ
ȩȯɭɈ෨მȦȥȥɩɥ
ȭɂɅɄȽȹɈɁȳɇă
ȭɈଲ೨ɈᆾȦȯɣɅঢ়
ȦȽɀȞȩȭɂɬࡖȱɀ
Ȟɘȳă
Ī၂ୠʑʗʛʭī

ᓥ᰿┴ど⫈ぬ䝉䞁䝍䞊 㻔ᮾ㒊♫ᩍ⫱◊ಟ䝉䞁䝍䞊ෆ䠅
♫ᩍ⫱䜔Ꮫᰯᩍ⫱䛻䛛䛛䜟䜛䜏䛺䛥䜣䛾
ど⫈ぬᩍᮦ䞉 ᶵᮦ䛻㛵䛩䜛Ꮫ⩦䛾┦ㄯ 䞉䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛻䛚⟅䛘䛧䜎䛩䚹

DVD・VHSや機材の貸出

ƴ
Ʒܖ፼
Ư
ƍ
ƭ
ʴೌƴ

䚷♫ᩍ⫱ 䞉 ㏻Ᏻ 䞉 㜵⅏ᩍ
⫱ 䞉ேᶒᩍ⫱ 䞉 䛔䛨䜑 䞉 ᚅၥ
㢟 䞉 ᐙᗞᩍ⫱ᨭ䛺䛹ᵝ䚻䛺ศ
㔝 䛾 㻰㼂㻰 䠄㻝㻤㻡 ᮏ䠅 䞉 㼂㻴㻿 䠄㻞㻟㻞㻟
ᮏ䠅䜢䛭䜝䛘䛶䛔䜎䛩䚹 䝥䝻䝆䜵䜽
䝍䞊 䞉 䝇䜽䝸䞊䞁䠄 䡡 ᑠ䠅 䞉 䝽䜲
䝲䝺䝇䜰䞁䝥䜒㈚䛧ฟ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷Ꮫ ᰯ䜢䛿䛨䜑䚸 Ꮚ䛹䜒䜔⮬
  䞉 ⚟ ♴  タ 䞉 㻼㼀㻭➼ 䛾ᅋ
య䜈㈚䛧ฟ䛧䜎䛩䚹

ʩ

ܴư

᧸
ȷ
ᡫܤμ

䞉 ⮬㌿㌴䛾䜚᪉䛺䛹䚸 ㏻Ᏻ
䛻㛵䛩䜛㻰㼂㻰䛿䛺䛔䛛䠛
䞉 ⅆ 䞉 ᆅ㟈➼䛾㜵⅏䛻㛵䛩䜛
㻰㼂㻰䜢㈚䛧ฟ䛧䛶䜋䛧䛔䚹

㈚ฟ㻰㼂㻰䛾

䕔Ᏻ䛺⮬㌿㌴䛾䝹䞊䝹
䕔䛖䛥䛞䛸ட䛾㏻Ᏻ
䕔ὠἼ 䞉 䜢Ᏺ䜛ᚰᵓ䛘
䕔䜾䝷䝑䛸䛝䛯䜙

利用するには？

䞉 䛔䛨䜑䜔ᚅ䛺䛹ேᶒ䛻
䚷㛵䛩䜛ᩍᮦ䛿䛺䛔䛛䠛

㈚ฟ㻰㼂㻰䛾

䕔䛔䛨䜑䛂᪩ᮇⓎぢ䛸ᑐ⟇䛃
䕔䛔䛨䜑䛸㜚䛖
䕔ඣ❺ᚅ䛸Ꮚ䛹䜒䛾ேᶒ
䕔䝛䝑䝖䝽䞊䜽♫䛾ሗ
䚷㻌䝰䝷䝹

ư
Ʒಅ
ఄ
᭗
ఄȷ
ݱȷɶܖ
䞉 㧗㱋⪅䛾タ䛷䛾య㦂άື
䛾䛯䜑䛾◊ಟ䛻⏝䛧䛯䛔䚹
䚷๓Ꮫ⩦䛻⏝䛷 䛝䜛ᩍᮦ
䛿䛺䛔䛛䠛
䞉 ᤵᴗ䜔⫋ဨ◊ ಟ䛷㻰㼂㻰䜢 
⏝䛧䛯䛔䚹

㈚ฟ㻰㼂㻰䛾
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編集スタッフから
「手伝いをして」
とわが子に声をかけても、無視をされるか嫌そうな顔をされる。しかし、不思議なコトに、私が楽しそうにしていると
「手伝おうか」
と寄っ
てくる。ここで上から目線的にあれこれ教授すると失敗する。途端にやる気をなくす。ここは思い切ってポイッと任せてみる。すると、向こうから
「どうする
の？」
と聴いてくる。
「次何するの？」
といってきたらココロの中でガッツポーズだ。
「またやろうね」
と聴けたら小躍りしたくなる。今では、味噌汁くらいならひと
りでつくってくれる。彼がつくりだしたら手は出さない。自立も必要だ。
楽しそうなコト や 楽しんでいるヒト のところには、自らやる気をもって人は近づいてくるのではないか。そして、 楽しそうなコト を 楽しんでやってい
る うちに、気がつくと大きなつながりになり、大きな動きになっていくのではないかなぁ。
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