
生涯学習・社会教育に関する資料一覧　（H27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】　2015年 4月 1日～2016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２７年度  佐賀県の生涯学習・社会教育 　佐賀県文化・スポーツ部まなび課／編 630063204 41

平成２７年度  「佐賀県の学校」 　佐賀県教育庁教育情報課／編 630062834 41

平成２７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／編 630063295 41

平成２７年度 教育統計調査結果報告書  学校保健統計調査編 　佐賀県経営支援本部統計分析課／編 630063303 41

佐賀県災異誌（第６巻） 　佐賀県消防防災課／編 630061554 41

唐津市の教育 平成２６年度 　唐津市教育委員会／編 630063014 41

伊万里市の教育 平成２７年度 　伊万里市教育委員会／編 630062966 41

武雄市の教育 平成２７年度 　武雄市教育委員会／編 630063030 41

鹿島市の教育 平成２７年度 　鹿島市教育委員会/編 630062941 41

小城市の教育 平成２７年度 　小城市教育委員会  教育総務課/編 630062974 41

神埼市の教育 平成２６年度 　神埼市教育委員会/編 630063022 41



基山町教育の基本方針 平成２６年度 　基山町教育委員会/編 630062933 41

有田町の教育 平成２７年度 　有田町教育委員会/編 630062958 41

江北町教育の基本方針 平成２７年度 　江北町教育委員会/編 630062925 41

白石町の教育 平成２５年度 　白石町教育委員会/編 630062990 41

白石町の教育 平成２７年度 　白石町教育委員会/編 630062982 41

太良町の教育 平成２６年度 　太良町教育委員会／編 630063006 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２７年４月 　公益財団法人 佐賀県市町村振興協会／編 630062271 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／編 630061414 41

多久市郷土資料館特別企画展  多久市の恵比須さんと大黒さん ２０１５ 　多久市郷土資料館／編 630062735 41

小城祇園祭 平成２７年度 　伊藤  昭弘／編 630062743 41

神埼市の文化財  民俗編 　神埼郷土研究会  会長  平山  宏／編 630062222 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  ２０１４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 ／編 630062313 41

佐賀女子短期大学  子育てコミュニティカレッジ
エンシニア子育てサポーター養成講座  ２０１４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 ／編 630062065 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  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／編 630061430 2

公民館でまちをイキイキ！  地域で考え行動する公民館機能活性化事業  成果報
告書

　青森県教育庁生涯学習課／編 630061778 2

平成２７年度  青森県の社会教育行政 　青森県教育庁生涯学習課／編 630062123 2

平成２６年度  川崎市社会教育情報 第２８号 　川崎市教育委員会事務局生涯学習部／編 630062453 14

ながさき県民大学  講座のご案内 平成２７年度号
　ながさき県民大学事務局
　（長崎県教育庁生涯学習課）／編

630062339 42

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）／編

630061455 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

奉仕活動・体験活動の推進・定着のための研究開発
社会教育行政と多様なボランティア推進主体との連携モデルの開発に関する調
査研究報告書 平成２５・２６年度

　国立教育政策研究所
  社会教育実践研究センタ－／編

630062255 13

社会教育活動の実態に関する基本調査事業
社会教育推進のＰＤＣＡサイクルを確立するために必要とされる評価指標の在り
方に関する調査研究報告書 平成２５・２６年度

　国立教育政策研究所
  社会教育実践研究センタ－／編

630062263 13

社会教育事業の開発・展開に関する調査研究事業
「社会教育施設における職員養成の在り方」 ～指定管理者制度を通して見た社
会教育施設における職員養成に関する調査研究報告書～ 平成２５・２６年度

　国立教育政策研究所
  社会教育実践研究センタ－／編

630062248 13

社会教育活動の実態に関する基本調査事業
社会教育指導者に関する調査研究報告書 平成２５・２６年度

　国立教育政策研究所
  社会教育実践研究センタ－／編

630062230 13

教育研究公開シンポジウム「土曜日の教育活動とボランティア」 平成２６年度
　国立教育政策研究所
  社会教育実践研究センタ－／編

630061976 13

「全国青少年相談研究集会」報告書 平成２６年度
　独立行政法人  国立青少年教育振興機構
  教育事業部事業課／編

630061927 13

札幌市生涯学習センター  事業概要 平成２７年度
　札幌市生涯学習センター指定管理者
  公益財団法人札幌市生涯学習振興財団／編

630062644 1



研究紀要 第２６号 　青森県総合社会教育センター／編 630061406 2

人間関係づくりのプログラム事例集
～学校、家庭、地域ですぐ活用できる体験プログラム～

　青森県総合社会教育センター／編 630061794 2

平成２６年度青森県総合社会教育センター  研修講座一覧 　青森県総合社会教育センター／編 630061802 2

講座や事業で使えるファシリテーションプログラム集 　青森県総合社会教育センター／編 630061786 2

平成２７年度  要覧 　青森県総合社会教育センター／編 630062081 2

平成２７年度青森県総合社会教育センター  研修講座一覧 　青森県総合社会教育センター／編 630062883 2

いわての生涯学習 ２０１４ 研究報告  Ｖｏｌ．１７ 　岩手県立生涯学習推進センター／編 630061943 3

平成２７年度  要覧 　岩手県立生涯学習推進センター／編 630061935 3

平成２７年度  業務概要 　公益財団法人  山形県生涯学習文化財団／編 630062396 6

新潟県立生涯学習推進センター  平成２７年度 施設・事業案内 平成２７年度 　新潟県立生涯学習推進センター／編 630061992 15

平成２６年度  事業報告書 　石川県立生涯学習センター／編 630062198 17

平成２７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／編

630062172 8

平成２７年度 要覧 　茨城県県北生涯学習センター／編 630062289 8

平成２７年度  運営要覧 　茨城県水戸生涯学習センター／編 630062206 8

千葉市生涯学習センター事業のあゆみ 平成２６年度
　千葉市生涯学習センター指定管理者
  千葉市教育振興財団グループ／編

630062404 12

平成２７年度  要覧 　岡山県生涯学習センター／編 630062107 33

業務概要 平成２７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／編

630062115 32

平成２７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／編 630062636 40

第１８回ボランティア・スピリット賞  活動報告書 　ボランティア・スピリット賞事務局／編 630062131 13

モラロジー研究所  年次報告 平成２６年度 　公益財団法人  モラロジー研究所／編 630062438 12

【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－ １３ 　聖徳大学生涯学習研究所／編 630061950 12

人と教育 ＮＯ．９ 　目白大学教育研究所／編 630061828 13

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２０号 ２０１５年

　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／編

630061893 40


