生涯学習・社会教育に関する資料一覧
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、
平成２５年度より県内市町に関係資料の提供依頼を行い、収集し保存しています。
本資料一覧は、県内市町より回答があった分と、情報サービスフロア（アバンセ１階）にて保管している資料を、
目録としてまとめたものです。これらの資料は閲覧できますので、ご活用ください。
【登録日】 2012年04月01日～2014年03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
[国立] 生涯学習・社会教育関係施設
[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
教育統計調査結果報告書 学校基本調査編 平成２４年度
平成２５年度 「佐賀県の学校」
市民活動団体ガイドブック ２０１２年度版

著 編 者
佐賀県経営支援本部統計調査課／編
佐賀県教育庁教育政策課
教育情報化推進室／編
佐賀市 市民生活部 市民活動推進課
市民活動推進係／編

資料ｺｰﾄﾞ

請求記号

'630058527

'41

'630059723

'41

'630058790

'41

第二次佐賀市教育基本計画 平成２３年

佐賀市教育委員会教育総務

'630059632

'41

佐賀市立日新公民館要覧 平成２５年度

佐賀市立日新公民館／編

'630059665

'41

公民館要覧 平成２４年度

佐賀市立嘉瀬公民館／編

'630059640

'41

唐津市の教育 平成２３年度

唐津市教育委員会／編

'630059491

'41

唐津市の教育 平成２４年度

唐津市教育委員会／編

'630059509

'41

唐津市の教育 平成２５年度

唐津市教育委員会／編

'630059517

'41

鳥栖市勢要覧 ２０１２

鳥栖市総務部情報管理課／編

'630057123

'41

多久市の教育 平成２５年度

多久市教育委員会/編

630059848

'41

武雄市の教育 平成２２年度

武雄市教育委員会／編

'630059525

'41

武雄市の教育 平成２３年度

武雄市教育委員会／編

'630059533

'41

武雄市の教育 平成２４年度

武雄市教育委員会／編

'630059541

'41

武雄市の教育 平成２５年度

武雄市教育委員会／編

'630059558

'41

第２次武雄市食育推進計画

武雄市／編

'630057131

'41

小城市生涯学習振興計画

小城市市教育委員会 生涯学習課社会教育係／編

630059855

'41

小城市の教育 平成２５年度

小城市教育委員会 教育総務課／編

630059863

'41

嬉野市の教育 平成２５年度

嬉野市教育委員会／編

'630059657

'41

基山町教育の基本方針 平成２５年度

基山町教育委員会／編

'630059673

'41

江北町生涯学習方針 平成２２年度

江北町教育委員会／編

630059814

'41

江北町生涯学習方針 平成２３年度

江北町教育委員会／編

630059822

'41

江北町生涯学習方針 平成２４年度

江北町教育委員会／編

630059830

'41

太良町の教育 平成２２年度

太良町教育委員会／編

'630059566

'41

太良町の教育 平成２３年度

太良町教育委員会／編

'630059574

'41

太良町の教育 平成２４年度

太良町教育委員会／編

'630059582

'41

太良町の教育実績 平成２３年

太良町教育委員会／編

'630059590

'41

太良町の教育実績 平成２４年

太良町教育委員会／編

'630059608

'41

太良町の教育実績 平成２５年

太良町教育委員会／編

'630059616

'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等】
資 料 名

著 編 者

資料ｺｰﾄﾞ

請求記号

佐賀県市町村ハンドブック 平成２４年４月

公益財団法人 佐賀県市町村振興協会／編

'630056828

'41

佐賀県市町村ハンドブック 平成２５年４月

公益財団法人 佐賀県市町村振興協会／編

'630058667

'41

年報 平成２３年度

佐賀県立宇宙科学館／編

'630057388

'41

佐賀県立宇宙科学館調査研究書 第５号

佐賀県立宇宙科学館／編

'630057396

'41

年報 平成２４年度

佐賀県立宇宙科学館／編

'630059186

'41

佐賀県立宇宙科学館調査研究書 第６号

佐賀県立宇宙科学館／編

'630059194

'41

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 研究紀要 第７号

佐賀県立佐賀城本丸歴史館／編

'630056489

'41

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 研究紀要 第８号

佐賀県立佐賀城本丸歴史館／編

'630058345

'41

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 研究紀要 第９号

佐賀県立佐賀城本丸歴史館／編

'630059947

'41

佐賀ふるさと学アンコール

佐賀県生涯学習センター／編

'630058733

'41

年報 平成２４年度

ＮＰＯ法人有明海再生機構／編

'630059053

'41

よかばんた

ふるさと学推進事業実行委員会／編

'630058741

'41

著 編 者

資料ｺｰﾄﾞ

【県内 大学】
資 料 名

請求記号

佐賀大学教育実践研究 第２８号（平成２３ 年度）

佐賀大学文化教育学部附属教育実践総合センター／編

'630056687

'41

生涯学習センタ－事業紹介 平成２３年度

佐賀女子短期大学生涯学習センター／編

'630056901

'41

「あすなろう体験報告会」成果報告書 ２０ １１年度

西九州大学あすなろうセンター／編

'630057800

'41

佐賀大学「ひと・もの作り唐津」プロジェクト活動報告
２００８－２０１３

佐賀大学「ひと・もの作り唐津」プロジェクト事務局／編

'630059046

'41

【国立 生涯学習・社会教育施設】
資 料 名

著 編 者

資料ｺｰﾄﾞ

請求記号

日中韓体験活動推進会議
―少年期の心身を培う体験活動－報告書

独立行政法人 国立青少年教育振興機構／編

'630056695

'13

社会教育計画策定ハンドブック（計画と評価の実際）

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター／編

'630057057

'13

'630057610

'13

'630057628

'13

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター／編

'630057735

'13

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター／編

'630057958

'13

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター／編

'630057966

'13

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター／編

'630059350

'13

企業とボランティア活動に関する調査研究報告書

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター／編

'630059368

'13

中高年等の地域への参画を促す学習プログラム集

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター／編

'630059376

'13

子どもゆめ基金ガイド ２０１２
子どもゆめ基金 平成２５年度募集案内
―体験活動・読書活動共通―
地域におけるＮＰＯ活動やボランティア活動等の
実態に関する調査研究報告書
成人（中高年等）の地域への参画を促す
学習プログラムの開発に関する調査研究報告書
若者の就労支援に資する地域の教育活動等の
総合的な展開に関する調査報告書
社会教育における防災教育・減災教育に関する
調査研究報告書

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
子どもゆめ基金部／編
独立行政法人 国立青少年教育振興機構
子どもゆめ基金部／編

【県外 行政】
資 料 名
平成２４年度 青森県の社会教育行政

著 編 者
青森県教育庁生涯学習課／編

県が実施する生涯学習・社会教育施策に対する
青森県教育庁生涯学習課／編
意見について－第10期青森県生涯学習審議会報告－
時代の変化に対応した社会教育の在り方
青森県教育庁生涯学習課／編
－第３０期青森県社会教育委員の会議 調査研究報告書－

資料ｺｰﾄﾞ

請求記号

'630056927

'2

'630057578

'2

'630057834

'2

平成２５年度 青森県の社会教育行政

青森県教育庁生涯学習課／編

'630058808

'2

平成２４年度 生涯学習・社会教育総合調査研究事業
＝公民館機能に関する現状調査報告書

青森県教育庁生涯学習課／編

'630058816

'2

平成２４年度事業概要

武蔵野市市民部市民活動推進課
むさしのヒューマン・ネットワークセンター／編

'630059178

'13

平成２３年度 川崎市社会教育情報 第２５号

川崎市教育委員会事務局生涯学習部／編

'630057255

'14

平成２４年度 川崎市社会教育情報 第２６号

川崎市教育委員会事務局生生涯学部／編

'630058873

'14

長崎県ミュージアム連携促進事業
長崎県ミュージアムガイドブック

長崎県企画振興部文化観光物産局文化振興課／編

'630057032

'42

ながさき県民大学 講座のご案内 ２０１２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）／編

'630057214

'42

高齢者の活力を住民参画の地域づくりに活かす方策 答申 長崎県社会教育委員会／編

'630057685

'42

ながさき県民大学 講座のご案内 ２０１２年（秋・冬号）

ながさき県民大学事務局 （長崎県教育庁生涯学習課）／編

'630057867

'42

ながさき県民大学 講座のご案内 ２０１３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

'630058121

'42

ながさき県民大学 講座のご案内 ２０１３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）／編

'630058949

'42

ながさき県民大学 講座のご案内 ２０１３年（秋・冬号）

ながさき県民大学事務局 （長崎県教育庁生涯学習課）／編

'630059343

'42

【県外 生涯学習・社会教育関係施設及び社会教育団体等】
資 料 名

著 編 者

資料ｺｰﾄﾞ

生涯学習事業の連携・ネットワーク化に関する調査研究

北海道立生涯学習推進センター／編

'630056505

'1

要覧 ２０１２

北海道立生涯学習推進センター／編

'630057248

'1

生涯学習事業の連携・ネットワーク化に関する調査研究Ⅱ

北海道立生涯学習推進センター／編

'630058147

'1

要覧 ２０１３

北海道立生涯学習推進センター／編

'630059061

'1

'630059384

'1

'630059392

'1

札幌市生涯学習センター 事業概要 平成２４年度
札幌市生涯学習センター 事業概要 平成２５年度

札幌市生涯学習センター指定管理者
財団法人札幌市生涯学習振興財団／編
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

請求記号

平成２４年度 要覧

青森県総合社会教育センター／編

'630056885

'2

研究紀要 第２４号

青森県総合社会教育センター／編

'630058154

'2

平成２５年度 要覧

青森県総合社会教育センター／編

'630058626

'2

研究紀要 第２５号

青森県総合社会教育センター／編

'630059798

'2

地域のつながり創造人育成事業 報告書

青森県総合社会教育センター／編

'630059806

'2

平成２４年度 要覧

岩手県立生涯学習推進センター／編

'630056497

'3

平成２５年度 要覧

岩手県立生涯学習推進センター／編

'630058162

'3

いわての生涯学習 ２０１２ 研究報告 Vol.１５

岩手県立生涯学習推進センター／編

'630058170

'3

平成２４年度 業務概要

財団法人 山形県生涯学習 文化財団／編

'630057065

'6

業務概要 平成２５年度

公益財団法人 山形県生涯学習文化財団／編

'630058881

'6

平成２４年度 要覧

茨城県県北生涯学習センタ－／編

'630057164

'8

平成２５年度 要覧

茨城県県北生涯学習センタ－／編

'630058931

'8

平成２４年度 要覧

群馬県生涯学習センター／編

'630057289

'10

平成２５年度 要覧

群馬県生涯学習センター／編

'630059079

'10

'630056745

'12

'630057586

'12

子どもの生涯学習活動に関する実態調査報告書
千葉市生涯学習センター事業のあゆみ 平成２３年度

千葉市生涯学習センター指定管理者
財団法人千葉市教育振興財団／編
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

さわやかちば県民プラザ要覧 平成２４年度

さわやかちば県民プラザ／編

'630057719

'12

「市民（成人）の生涯学習活動に関する実態調査」報告書

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

'630058188

'12

さわやかちば県民プラザ要覧 平成２５年度

さわやかちば県民プラザ／編

'630058675

'12

モラロジー研究所 年次報告 平成２４年度

公益財団法人 モラロジー 研究所／編

'630059111

'12

千葉市生涯学習センター事業のあゆみ 平成２４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

'630059400

'12

教育研究情報 Ｖｏｌ．４４

公益財団法人 日本教育科学研究所／編

'630057727

'13

平成２４年度研究大会報告書

社団法人全国公立文化施設

'630057743

'13

社会貢献活動年間報告書２０１１

全日本社会貢献団体機構

'630057859

'13

第６期中央教育審議会生涯学習分科会におけ議論の整理 中央教育審議会 生涯学習 分科会／編

'630057974

'13

ステージラボ･アートミュージアムラボ事業報告書

財団法人地域創造／編集・発行

'630059129

'13

年報 ２０１２ 通巻２０号

公益財団法人 新技術開発財団／編

'630059202

'13

新潟県立生涯学習推進センター
平成２５年度施設事業案内

新潟県立生涯学習推進センター／編

'630058568

'15

平成２３年度 事業報告書

石川県立生涯学習センター／編

'630057073

'17

平成２４年度 事業報告書

石川県立生涯学習センター／編

'630058782

'17

要覧 ２０１２

福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）／編

'630057206

'18

要覧 ２０１３

福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）／編

'630058972

'18

静岡県教育研究年報 教育資料目録 第４４集

静岡県総合教育センター／編

'630057263

'22

平成２３年度 研究紀要 第１６号

静岡県総合教育センター／編

'630057271

'22

２０１２研究報告『うれしの台』

兵庫県生きがい創造協会 嬉野台生涯教育センター／編

'630058113

'28

'630056877

'32

'630058659

'32

業務概要 平成２４年度
業務概要 平成２５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
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

平成２３年度 事業のまとめ
（生涯学習大学・指導者研修等）

岡山県生涯学習センタ－／編

'630056869

'33

平成２４年度 要覧

岡山県生涯学習センター／編

'630057172

'33

平成２５年度 要覧

岡山県生涯学習センター／編

'630058634

'33

'630056737

'35

'630058592

'35

平成２４年度 要覧
平成２５年度 要覧

（財）山口県ひとづくり財団 県民学習部
生涯学習推進センター／編
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部
生涯学習推進センター／編

実践に学ぶ人づくり・地域づくり

財団法人山口県ひとづくり財団／編

'630058899

'35

実践に学ぶ人づくり・地域づくり

財団法人山口県ひとづくり財団／編

'630058907

'35

実践に学ぶ人づくり・地域づくり

公益財団法人山口県ひとづくり財団／編

'630058915

'35

平成２４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

'630057297

'40

平成２５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

'630059095

'40

著 編 者

資料ｺｰﾄﾞ

【県外 大学】
資 料 名

第３３回全国国立大学生涯学習系センター研究協議会報告
北海道教育大学総務部総務課／編
書
学校・地域教育研究支援センターフォーラム
北海道教育大学校・地域教育研究支援センター／編
函館２０１１「新たな学力観の創造を目指して」報告書

請求記号

'630056596

'1

'630056604

'1

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

'630056612

'12

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

'630058196

'12

人と教育 ＮＯ．６

目白大学教育研究所／編

'630056976

'13

県内公民館の事業・運営等に関する実態調査報告書

金沢大学社会教育研究振興会／編

'630058204

'17

'630056729

'40

'630058584

'40

生涯学習研究センター年報 平成２３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紀要 第１８号

九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学
生涯学習センター／編
九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学
生涯学習センター／編

