
生涯学習・社会教育に関する資料一覧　（H28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】　2016年 4月 1日～2017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

第３次佐賀県食育推進基本計画  早ね・早起き・朝ごはん   佐賀県くらし環境本部くらしの安全安心課／編 630064392 41

教育統計調査結果報告書  学校基本調査編　平成28年度   佐賀県総務部統計分析課／編 630064798 41

教育統計調査結果報告書  学校保健統計編　平成28年度   佐賀県総務部統計分析課／編 630064806 41

平成28年度  「佐賀県の学校」　平成28年度   佐賀県教育庁教育情報課／編 630064574 41

唐津市の教育 平成27年度   唐津市教育委員会／編 630063049 41

鳥栖市教育プラン　平成25年度   鳥栖市教育委員会／編 630064236 41

鳥栖市教育プラン　平成26年度   鳥栖市教育委員会／編 630064244 41

鳥栖市教育プラン　平成27年度   鳥栖市教育委員会／編 630064251 41

多久市の教育　平成28年度   多久市教育委員会／編 630064202 41

多久市の教育　平成27年度   多久市教育委員会／編 630064194 41



伊万里市の教育　平成28年度 　伊万里市教育委員会／編 630064186 41

小城市の教育　平成28年度 　小城市教育委員会／編 630063980 41

小城市の教育　平成26年度   小城市教育委員会／編 630063972 41

小城市スポーツ推進計画　   小城市教育委員会／編 630063998 41

嬉野市の教育　平成27年度   嬉野市教育委員会／編 630063956 41

神埼市の教育　平成27年度   神埼市教育委員会／編 630063865 41

有田町教育大綱　平成28年度   有田町／編 630064228 41

白石町の教育４　平成28年度   白石町教育委員会／編 630064103 41

太良町の教育　平成27年度   太良町教育委員会／編 630063964 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】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

平成27年度  業務報告書   佐賀県林業試験場／編 630064483 41

佐賀県立佐賀城本丸歴史館  研究紀要　第11号 　佐賀県立佐賀城本丸歴史館／編 630063873 41

年報　平成27年度 　佐賀県立宇宙科学館／編 630064384 41

年報　平成26年度 　佐賀県立宇宙科学館／編 630064533 41

ＡＲＩＴＡ  400 ｐｒｏｊｅｃｔ 　Ｆ  ＤＥＳＩＧＮ  ＯＦＦＩＣＥ／編 630064525 41

佐賀県市町村ハンドブック 　公益財団法人 佐賀県市町村振興協会／編 630063667 41

【県内　大学】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

年報十紀要2014 　佐賀大学美術館／編 630063782 41

佐賀大学国際交流推進センター  平成27年度  年次報告書 　国立大学法人  佐賀大学  国際交流推進センター 630064665 41

花守と介次郎－明治を担った小城の人びと－ 　佐賀大学地域学歴史文化研究センター／編 630064467 41



【県外　行政】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

平成27年度  生涯学習・社会教育総合調査研究事業  学習活動に関する県民の
意識調査  報告書

　青森県教育庁生涯学習課／編 630063444 2

平成28年度  要覧 　青森県総合社会教育センター／編 630063683 2

平成28年度  青森県の社会教育行政 　青森県教育庁生涯学習課／編 630063758 2

ふるさとの良さ、あおもりの魅力を次代に伝えるための、学びと地域のつながりづ
くりの在り方について－第12期青森県生涯学習審議会報告－

　青森県教育庁生涯学習課／編 630064327 2

学びとつながりを生み出す家庭教育支援の在り方に関する提言－第32期青森県
社会教育委員の会議  調査研究報告書－

　青森県教育庁生涯学習課／編 630064491 2

平成27年度  川崎市社会教育情報 　川崎市教育委員会事務局生涯学習部／編 630064152 14

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

630064004 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28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

630064434 1

研究紀要　第28号 　青森県総合社会教育センター／編 630064780 2

いわての生涯学習　2015研究報告 　岩手県立生涯学習推進センター／編 630063402 3

平成28年度  要覧 　岩手県立生涯学習推進センター／編 630063410 3

平成28年度  業務概要 　公益財団法人  山形県生涯学習文化財団／編 630064459 6

平成28年度  運営要覧 　茨城県水戸生涯学習センター／編 630063766 8

平成28年度 要覧 　茨城県県北生涯学習センター／編 630064079 8

文部科学省委託事業  日独青少年指導者セミナーＡ１  事業報告書　平成27年度
　独立行政法人  国立青少年教育振興機構
　国際・企画課／編

630063469 13



文部科学省委託事業  日独青少年指導者セミナーＡ２  事業報告書　平成27年度
　独立行政法人  国立青少年教育振興機構
　国際・企画課／編

630063451 13

生活経営学研究 　日本家政学会生活経営学部会／編 630063436 13

「全国青少年相談研究集会」報告書　平成27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

630063527 13

大学評価・学位研究　第17号 　独立行政法人  大学評価・学位授与機構／編 630064368 13

独立行政法人  大学改革支援・学位授与機構概要　平成28年度 　独立行政法人  大学改革支援・学位授与機構／編 630064376 13

創立50周年記念誌  近十年のあゆみ 　石川県立生涯学習センター／編 630063899 17

平成27年度  事業報告書 　石川県立生涯学習センター／編 630063881 17

要覧　2016 　福井県生活学習館（ユー・アイ  ふくい）／編 630064129 18

業務概要　平成28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

630063675 32

平成28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 630064087 40

【県外　大学】

資　料　名 　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－ 　聖徳大学生涯学習研究所／編 630063428 12

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21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／編

630063840 40

生涯学習研究センター年報
　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

630063857 40


