
生涯学習・社会教育に関する資料一覧　（H26年度）

佐賀県立生涯学習センターでは、社会教育事業の活性化及び社会教育関係者等の参考に資するため、県内市町から関係資料の収集を行い、保存しています。

本資料一覧は、県内市町より収集した分と、県外より寄贈された分を目録としてまとめたものです。

これらの資料は、情報サービスフロア（アバンセ１階）にて閲覧できますので、ご活用ください。

【受入日】　2014年 4月 1日～2015年 3月31日

【資料】　要覧、紀要、年報、調査研究報告書、事業報告書、実践事例集　等

【機関】

［県内］　行政

［県内］　生涯学習・社会教育関係施設及び社会教育関係団体 等

［県内］　大学

［県外］　行政

［県外］　生涯学習・社会教育関係施設及び社会教育関係団体 等　

［県外］　大学

【県内　行政】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

平成２６年度 教育統計調査結果報告書  学校基本調査編 佐賀県経営支援本部統計分析課 630061448 41

平成２５年度 教育統計調査結果報告書  学校基本調査編 佐賀県経営支援本部統計調査課 630060192 41

平成２６年度  「佐賀県の学校」 佐賀県教育庁教育情報課 630061190 41

人権に関する県民意識調査報告書（概要版） 佐賀県くらし環境本部人権・同和対策課 630060622 41

市民活動団体ガイドブック　２０１４年度版 佐賀市市民生活部 協働推進課 630061133 41

市民活動団体ガイドブック　２０１３年度版 佐賀市市民生活部 市民活動推進課 630061125 41

佐賀市の教育　平成２５年度 佐賀市教育委員会 630061109 41

佐賀県多久市勢要覧 多久市 630060457 41

多久市の教育　平成２６年度 多久市教育委員会 630060903 41

伊万里市の教育  平成２６年度 伊万里市教育委員会 630060929 41

伊万里市の教育  平成２５年度 伊万里市教育委員会 630060911 41



武雄市の教育　平成２６年度 武雄市教育委員会 630060937 41

鹿島市の教育　平成２６年度 鹿島市教育委員会 630060986 41

鹿島市の教育　平成２５年度 鹿島市教育委員会 630060978 41

鹿島市の教育　平成２４年度 鹿島市教育委員会 630060960 41

鹿島市の教育　平成２３年度 鹿島市教育委員会 630060952 41

鹿島市の教育　平成２２年度 鹿島市教育委員会 630060945 41

神埼市の教育　平成２５年度 神埼市教育委員会 630060994 41

有田町の教育　平成２６年度 有田町教育委員会 630061000 41

江北町教育の基本方針　平成２６年度 江北町教育委員会 630061174 41

白石町の教育　平成２６年度 白石町教育委員会 630061018 41

太良町の教育　平成２５年度 太良町教育委員会 630061026 41

【県内　生涯学習・社会教育関係施設及び社会教育関係団体/大学】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

佐賀県市町村ハンドブック　平成２６年４月 公益財団法人 佐賀県市町村振興協会 630060432 41

年報　平成２５年度 佐賀県立宇宙科学館 630060739 41

佐賀県立宇宙科学館調査研究書　第７号 佐賀県立宇宙科学館 630060325 41

佐賀県立佐賀城本丸歴史館　研究紀要 第１０号 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 630061414 41

神埼の偉人３５ 神埼郷土研究会  会長 平山宏 630061331 41

【県内　大学】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

佐賀女子短期大学  子育てコミュニティカレッジ  ２０１３年度  活動報告 佐賀女子短期大学子育てコミュニティカレッジ 630060663 41

佐賀女子短期大学  子育てコミュニティカレッジ  ２０１２年度  活動報告 佐賀女子短期大学子育てコミュニティカレッジ 630060671 41



【県外　行政】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

平成２６年度  青森県の社会教育行政 青森県教育庁生涯学習課 630060424 2

平成２６年度　生涯学習・社会教育総合調査研究事業
学齢期における家庭教育支援の在り方に関する調査報告書

青森県教育庁生涯学習課 630061430 2

平成２５年度  生涯学習・社会教育総合調査研究事業
プレ・シニア世代の社会参加活動に関する調査報告書

青森県教育庁生涯学習課 630060143 2

学びと社会参加を通した人材育成の方策について ～「学びの種」を拾う～
（第１１期青森県生涯学習審議会報告）

青森県教育庁生涯学習課 630061208 2

各世代が共に参画する地域コミュニティづくりに関する提言
～今日的課題・地域課題への対応を踏まえて～

青森県教育庁生涯学習課 630061398 2

平成２５年度  川崎市社会教育情報　第２７号 川崎市教育委員会事務局生涯学習部 630060531 14

ながさき県民大学　講座のご案内　２０１５年（春号） ながさき県民大学事務局（長崎県教育庁生涯学習課） 630061455 42

ながさき県民大学  講座のご案内　２０１４年（夏号） ながさき県民大学事務局（長崎県教育庁生涯学習課） 630060556 42

【県外　生涯学習・社会教育関係施設及び社会教育関係団体】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

札幌市生涯学習センター  事業概要　平成２６年度 公益財団法人札幌市生涯学習振興財団 630060895 1

平成２６年度  要覧 青森県総合社会教育センター 630060382 2

研究紀要 第２６号 青森県総合社会教育センター 630061406 2

平成２６年度  要覧 岩手県立生涯学習推進センター 630060150 3

いわての生涯学習　２０１３ 研究報告  Ｖｏｌ．１６ 岩手県立生涯学習推進センター 630060168 3

平成２６年度  業務概要 公益財団法人山形県生涯学習文化財団 630060689 6

平成２３～２５年度  生涯学習調査研究事業
無縁社会に立ち向かう  ～新たな社会貢献の仕組みづくり～  調査研究報告書

茨城県水戸生涯学習センター 630060176 8

平成２６年度  運営要覧 茨城県水戸生涯学習センター 630060481 8

平成２６年度　要覧 茨城県県北生涯学習センター 630060549 8

平成２６年度  要覧 茨城県鹿行生涯学習センター・茨城県女性プラザ 630061281 8

千葉市生涯学習センター事業のあゆみ　平成２５年度 千葉市教育振興財団グループ 630060770 12

モラロジー研究所  年次報告　平成２５年度 公益財団法人 モラロジー研究所 630060747 12

全少協少年研究叢書
少年問題シンポジウム「次代を担う少年の育成のために  少年に手を差し伸べる立ち直り支援」

公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会 630060440 13



平成２５年度  事業報告書 石川県立生涯学習センター 630060473 17

要覧　２０１４ 福井県生活学習館（ユー・アイ  ふくい） 630060580 18

三重県総合文化センター開館２０周年記念誌 公益財団法人 三重県文化振興事業団 630061117 24

２０１３研究報告『うれしの台』 （公財）兵庫県生きがい創造協会 嬉野台生涯教育センター 630060184 28

業務概要　平成２６年度
島根県立東部社会教育研修センター
島根県立西部社会教育研修センター

630060416 32

平成２６年度  要覧 岡山県生涯学習センター 630060390 33

平成２６年度  要覧  ここから始まる学びの輪 福岡県立社会教育総合センター 630060788 40

「くまもと県民カレッジ」のあゆみ　平成１４年度～平成２６年度 熊本県生涯学習推進センター 630061323 43

【県外　大学】

　編 著 者 名 資料コード 請求記号

聖徳大学生涯学習研究所紀要－生涯学習研究－１２ 聖徳大学生涯学習研究所 630060705 12

公民館における学習プログラムの作成及び実践事例 金沢大学社会教育研究振興会 630060317 17

九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学
生涯学習研究センター紀要  第１９号

九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学
生涯学習研究センター

630060267 40


