
生涯学習・社会教育に関する資料一覧　（H29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】　2017年 4月 1日～2018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２９年度  「佐賀県の学校」 佐賀県教育庁教育総務課／編 630066108 41

市町財政概要　平成２７年度 佐賀県地域交流部市町支援課／編 630064814 41

佐賀市の教育　平成２９年度 佐賀市教育委員会／編 630065746 41

佐賀市の教育　平成２８年度 佐賀市教育委員会／編 630065738 41

市民活動団体ガイドブック　２０１６年度版 佐賀市市民生活部　協働推進課  市民活動推進係／編 630065456 41

第二次佐賀市文化振興基本計画　平成２９年 佐賀市教育委員会　社会教育部  文化振興課／編 630065225 41

唐津市の教育　平成２８年度 唐津市教育委員会／編 630065779 41

鳥栖市教育プラン　平成２８年度 鳥栖市教育委員会／編 630065787 41

2016鳥栖市勢要覧　平成２８年度 鳥栖市企画政策部情報政策課／編 630065795 41

多久市の教育　平成２９年度 多久市教育委員会/編 630066124 41



伊万里市の教育  平成２９年度 伊万里市教育委員会／編 630065969 41

小城市の教育　平成２９年度 小城市教育委員会  教育総務課/編 630065753 41

第２次小城市教育振興基本計画 小城市教育委員会/編 630065761 41

嬉野市教育施策実施計画　平成２９年度 嬉野市教育委員会  教育総務課/編 630065837 41

嬉野市教育施策実施計画　平成２８年度 嬉野市教育委員会  教育総務課/編 630065829 41

基山町教育の基本方針　平成２９年度 基山町教育委員会/編 630065951 41

上峰町教育の基本方針　平成２８年度 上峰町教育委員会/編 630065845 41

白石町の教育　平成２９年度 白石町教育委員会/編 630066116 41

太良町の教育　平成２９年度 太良町教育委員会／編 630065811 41

太良町の教育　平成２８年度 太良町教育委員会／編 630065803 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

佐賀県市町ハンドブック　 公益財団法人 佐賀県市町村振興協会／編 630065209 41

佐賀県立佐賀城本丸歴史館  研究紀要　第１２号 佐賀県立佐賀城本丸歴史館／編 630065423 41

年報　平成２８年度 佐賀県立宇宙科学館／編 630065936 41

社会教育さが　平成３０年２月 佐賀県公民館連合会（佐賀県県民環境部まなび課内）／編 630066132 41

社会教育さが　平成２９年１２月 佐賀県公民館連合会（佐賀県県民環境部まなび課内）／編 630066058 41

社会教育さが　平成２９年１０月 佐賀県公民館連合会（佐賀県県民環境部まなび課内）／編 630065985 41

社会教育さが　平成２９年７月 佐賀県公民館連合会（佐賀県県民環境部まなび課内）／編 630065621 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2016 佐賀大学美術館／編 630066009 41

年報十紀要2015 佐賀大学美術館／編 630065530 41

年報十紀要2013 佐賀大学美術館／編 630065522 41

鍋島元茂  －父を支え小城を領す－ 佐賀大学地域学歴史文化研究センター／編 630065944 41



平成２８年度  ハブ型ネットワークによる有明海地域共同観測プロジェクト報告書 佐賀大学・九州大学・長崎大学・熊本県立大学／編 630066207 41

平成２７年度  ハブ型ネットワークによる有明海地域共同観測プロジェクト報告書 佐賀大学・九州大学・長崎大学・熊本県立大学／編 630066199 41

平成２６年度  ハブ型ネットワークによる有明海地域共同観測プロジェクト報告書 佐賀大学・九州大学・長崎大学・熊本県立大学／編 630066181 41

平成２５年度  ハブ型ネットワークによる有明海地域共同観測プロジェクト報告書 佐賀大学・九州大学・長崎大学・熊本県立大学／編 630066173 41

【県外　行政】

資　料　名 　編 著 者 名 資料コード 請求記号

平成２８年度  川崎市社会教育情報　第３０号 川崎市教育委員会事務局生涯学習部／編 630065670 14

平成２９年度  青森県の社会教育行政 青森県教育庁生涯学習課／編 630065282 2

【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

要覧  ２０１７ 北海道立生涯学習推進センター／編 630065514 1

札幌市生涯学習センター  事業概要　平成２９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

630065993 1

平成２９年度  要覧 青森県総合社会教育センター／編 630065324 2

研究紀要　第２９号 青森県総合社会教育センター／編 630066223 2

平成２９年度  要覧 岩手県立生涯学習推進センター／編 630064988 3

いわての生涯学習　２０１６ 研究報告  Ｖｏｌ．１９ 岩手県立生涯学習推進センター／編 630064996 3

平成２９年度  業務概要 公益財団法人  山形県生涯学習文化財団／編 630065654 6

平成２９年度  運営要覧 茨城県水戸生涯学習センター／編 630065399 8

ちば生涯学習ボランティアセンター登録者名簿
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

630064970 12

「地域学校協働活動推進のための地域コーディネーターと地域連携担当教職員
の育成研修ハンドブック」

国立教育政策研究所  社会教育実践研究センタ－／編 630065175 13

「全国青少年相談研究集会」報告書　平成２８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

630065076 13

独立行政法人  大学改革支援・学位授与機構概要　　平成２９年度 独立行政法人  大学改革支援・学位授与機構／編 630065928 13



大学評価・学位研究　第18号 独立行政法人  大学評価・学位授与機構／編 630065910 13

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
少年の立ち直りに必要な地域の支援

公益社団法人  全国少年警察ボランティア協会 630066215 13

新潟県立生涯学習推進センター  平成２９年度 施設・事業案内 新潟県立生涯学習推進センター／編 630065001 15

要覧  ２０１７ 福井県生活学習館（ユー・アイ  ふくい）／編 630065464 18

平成２９年度  年報　第15号 岐阜市生涯学習拠点施設  ハ－トフルスクエア－Ｇ／編 630065605 21

業務概要　平成２９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

630065217 32

岡山県生涯学習センター創立２０周年記念誌  二十年誌 岡山県生涯学習センター／編 630064954 33

平成２９年度  要覧 岡山県生涯学習センター／編 630065316 33

平成２９年度  要覧  ひろがる学び  伴走します 福岡県立社会教育総合センター／編 630065662 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－　１５ 聖徳大学生涯学習研究所／編 630064939 12

生涯学習研究センター年報　平成２８年度
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

630065290 40

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２２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

630065308 40


