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実証研究事業の実施概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22日（水） テーマ「今後の社会教育主事としての役割を再認識する」 

○講義「社会教育行政の現状と社会教育主事に求められる課題」10:00～12:00 

講師：独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事 菊川 律子 氏 

○事例研究・演習「地域・家庭・学校を結ぶ仕組みづくりに果たす 

社会教育主事の役割について」13:00～16:00 

講師：滋賀県教育委員会事務局生涯学習課  副主幹 北島  泰雄  氏 

23日（木） テーマ「地域の課題把握のための情報収集・活用方法について」    

○講義「地域の課題把握のための情報収集・活用方法について」10:00～12:00 

○演習「地域情報の分類・整理・活用方法 ～シートの開発～」13:00～16:00 

講師：東京家政大学 教授 山本  和人  氏 

24日（金）  テーマ「コーディネートの意義、知識、スキルの習得」         

○講義「社会教育主事に求められるコーディネーターとしての資質について」 

10:00～12:00 

○演習「コーディネーターに求められるスキルの習得」13:00～15:40 

講師：（有）マックス・ゼン・パフォーマンスコンサルタンツ 

代表取締役 丸山 結香 氏 

○ふりかえりシート記入 15:40～16:00 

第３章 実証研究事業の実施概要 

 

１ 新潟県社会教育主事専門講座 

 

（１）研修の概要 

① 主 催   新潟県立生涯学習推進センター 

② 講座名    平成21年度社会教育主事専門講座 

③ 趣 旨   県内生涯学習・社会教育関連機関で活躍している社会教育主事のコーディ

ネーターとしての専門性を高め、県内生涯学習・社会教育の推進を図る。 

④ 日 時   平成21年７月22日（水）～24日（金） ３日間  

（全日程参加を原則とする）  

⑤ 会 場    新潟県立生涯学習推進センター 

⑥ 対 象    県・市町村の社会教育主事として発令されている者 

⑦ 受講者数 県の社会教育主事19名 市町村の社会教育主事12名 計31名 

⑧ プログラム 
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教育基本法改正以後の動向、新潟県の生涯学習・社会教育について優れている点

や課題と思われる点等についての解説、社会教育主事に求められる資質能力や課題

について等、具体的な内容について資料を基に講義。 

滋賀県で実施している「子どもを育む地域・家庭教育推進事業」として取り組ん

でいる「学校と地域を結ぶコーディネーター担当者新任研修」「地域の力を学校へ

推進事業」「しがふぁみ（家庭教育協力企業協定制度）」「放課後子ども教室推進

事業」｢早寝・早起き・朝ごはん県民運動（ふれあいラジオ体操）」等、家庭・学

校・地域・企業等の連携にかかわる事業説明。演習は、「地域・家庭・学校を結ぶ

仕組みづくりに果たす社会教育主事の役割について」としてのワークショップ（そ

れぞれの課題の洗い出しと解決策の検討）。 

（２）プログラム編成の視点 

① 内容の設定について 

３日間の本研修においては、平成20年度「社会教育主事の専門性を高めるための研修

プログラムの開発に関する調査研究」（以下「20年度調査研究」）の結果を参考にし、

どの内容を中心としてどのようにプログラムを組んでいくかを検討した。その結果、今

後、社会教育主事が研修で学ぶ必要のある内容の１番に挙げられた「社会全体の教育力

の向上のために、学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり」を取り入れるとと

もに、社会教育主事に必要な資質・能力の２番に挙げられた「調整者（コーディネータ

ー）としての能力」を身に付ける内容をプログラム化した。したがって、「本研修」で

は、社会教育主事の専門性の中でも、これからの社会教育主事に特に求められるコーデ

ィネーターとしての力をさらにスキルアップしてもらうことを柱として位置づけること

とした。プログラム順番としては、１日目で今後の社会教育主事に求められる役割や、

学校・家庭・地域の連携のための仕組みづくりの把握、２日目で地域課題把握のための

方法の習得、３日目にコーディネーターに求められるスキルの習得という内容で設定し

た。また、各日ごとにテーマを設定するとともに、１日の研修の流れを講義→演習→発

表→講評という形式を取り入れ、演習においてはグループワークを中心として、様々な

ワークショップを経験したり、情報交換を行ったりしてもらうことができるよう、講師

に依頼した。その他、１日目の夜に懇親会を兼ねた情報交換会を開催し、参加者同士の

親睦と情報交換を深める場を設定した。 

概要としては、以下のとおりである。 

＜第１日目＞ 

○講義「社会教育行政の現状と社会教育主事に求められる課題」 

 

 

 

 

○事例研究・演習「地域・家庭・学校を結ぶ仕組みづくりに果たす社会教育主事の役

割について」   
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｢課題」とは何か、情報の収集・活用について等を中心に別紙資料で講義。「ノ

ートの活用方法の説明」「イベント開発企画のフレームワーク」「自分で採点する

ネットワーク・チェックリスト」の説明。 

グループワーク 課題：「地域・家庭・学校を結ぶ仕組みづくりはどのようなシ

ステム、フレームで考えればよいか。そのために必要な情報をどのように整理すれ

ばよいか。」解決のため、午前中の講義を踏まえてグループ内で設計。 

＜第２日目＞       

○講義「地域の課題把握のための情報収集・活用方法について」 

 

 

 

 

○演習「地域情報の分類・整理・活用方法～シートの開発を行う～」 

 

 

 

 

＜第３日目＞ 

○講義「社会教育主事に求められるコーディネーターとしての資質について」 

 

 

 

○演習「コーディネーターに求められるスキルの習得」 

 

 

 

② 日程の設定について 

日程の設定については、９月～10月にかけて開催される新潟国体を考慮するとともに、

その後の「事後研修」の期間も十分に確保するというねらいから、「本研修」を７月に

３日間連続で実施することとした。また、社会教育主事のコーディネーターとしての力

をスキルアップすることを柱にしたプログラムの構成上、３日間の集中講座がより効果

的であると考えた。  

③ 対象の設定について 

   新潟県では、平成18年度末をもって派遣社会教育主事制度が廃止されるとともに、市

町村合併により112市町村が31市町村までに市町村数が減少したことに伴い、発令され

ている社会教育主事の数は激減した。平成21年度現在85名となっており、（県27名、市

町村58名）これは、多い時の約40％まで減少したことになる。社会教育主事対象の研修

会について、新潟県においては、かつては、派遣社会教育主事などの社会教育主事のみ

を対象とした研修会を開催していた時期もあった。 

しかし、現在では、新潟県立生涯学習推進センター主催の社会教育主事を含めた生涯

学習職員研修（基礎研修会、リーダー研修会）と全県社会教育主事有資格者研修会、上

越、中越、下越・新潟地区の各社会教育主事等会（社会教育主事有資格者で組織する任

意団体）主催の社会教育主事等研究集会（社会教育主事有資格者対象の研究集会）だけ

となっており、発令されている社会教育主事のみを対象とした研修会は開催されていな

い。したがって、今回の研修会は、発令されている社会教育主事だけを対象として設定

した。 

社会教育主事に求められるコーディネーターとしての資質について別紙資料を基

に演習も交えながら講義。 

具体的スキル（コーチングのスキル ①アイスブレイク②ペーシング③アクナレ

ッジメント④オープンクウェスチョン）を資料をもとに演習。 
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（３）実施後の反省点 

  （以下に提示する各種シートについては、巻末の参考１、参考３に掲載。） 

① プログラムの内容について 

直後アンケートの結果より、プログラムの内容について、「そう思う」＋「ややそう

思う」の合計を見ると、 

・「プログラムの内容・方法の設定や配列は適切だった」との問いに対しては、８割

が適切という回答を得た。また、「プログラムを通して社会教育の意義について見

直すことができた」との問いに対しては、８割が見直すことができたとの回答を得

た。 

    

28.0%

44.0%

28.0%

52.0%

36.0%

48.0%

12.0%

8.0%

20.0%

4.0%

8.0%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

プログラムの内容・方法の設定や配列は適切だった。

(N=24)

プログラムを通して、社会教育の意義について、見直す

ことができた。(N=24)

プログラムを通して、知識・ノウハウというよりは、意欲・

心構えを得た。(N=25)

プログラム全体の内容について

5 そう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまりそう思わない 1 そうは思わない 無回答
 

・プログラム各コマについて見ると、特出すべきは、 

 

 

 

 

 

となっている。このアンケートの結果や参加者の直接の声などから、特に社会教育

主事としての専門性であるコーディネーターとしての力を高める上では、今回のプ

ログラムは大変有効であったことが伺える。 

・「社会教育行政一般の現状について理解できた」との問いに対しては、６割強が理

解できたとの回答を得た。また、「地域の教育資源の発掘やその収集方法が理解で

きた」との問いに対しては、５割強が理解できたとの回答を得た。 

・「県や市町村の現状について新しい情報を得ることができた」との問いに対しては、

得ることができたとの回答が４割と低かった。また、「県外事例の特色を学校・家

庭・地域を結ぶ仕組みづくりに生かしていくことができそうだ」と「演習で開発し

たシート等を生かして、地域の教育資源を有効活用していくことができそうだ」と

の問いに対しては、できそうだとの回答が両方とも５割弱と半数以下になっている。

これらのことから、県や市町村の現状把握や県外事例の特色の生かし方、地域の教

育資源の有効活用などにやや弱さが見られた。 

｢コーディネーターとしての役割を果たす際に役立つ知識やスキルを得られた」 

                               ………84.0％ 

｢演習で得たスキルを生かして、コーディネーターとしての役割を実際に果たして

いけそうだ。」                          ………
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20.0%

16.0%

4.0%

20.0%

12.0%

48.0%

28.0%

44.0%

24.0%

44.0%

32.0%

36.0%

36.0%

64.0%

20.0%

36.0%

28.0%

32.0%

36.0%

8.0%

4.0%

12.0%

16.0%

8.0%

4.0%

8.0%

4.0%

4.0%

8.0%

16.0%

12.0%

8.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会教育行政一般の現状について、理解できた。(N=24)

県・市町村の現状について新しい情報を得ることができ

た。(N=23)

県外事例の特色を、学校・家庭・地域を結ぶ仕組みづく

りに生かしていくことができそうだ。(N=21)

地域の教育資源の発掘やその収集方法が理解できた。

(N=22)

演習で開発したシート等を生かして、地域の教育資源を

有効活用していくことができそうだ。(N=23)

コーディネーターとしての役割を果たす際に役立つ知識

やスキルを得られた。(N=24)

演習で得たスキルを生かして、コーディネーターとしての

役割を実際に果たしていけそうだ。(N=24)

プログラム各コマの内容について

5 そう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまりそう思わない 1 そうは思わない 無回答
 

ふりかえりシートの意見から 

・「社会教育主事としての課題、役割、情報収集や分類方法、そしてコーディネータ

ーとしてのスキルなど、とても多くのことを学ぶことができ、とても充実した研修

でした。」、「コミュニケーションに明確なスキル、方法論があり、それをロール

プレイで模擬体験できたのは収穫であり、今後の業務の実りあるものとするための

具体的な手段を手にすることができた。」、「今回の講座で身に付けたスキルを使

って、まずネットワークを構築し、事業を行う時もいろいろな人をまきこんでいき

たい。」などの多くの意見に見られるように、ぞれぞれの日ごとに設定されたテー

マとそれに対するプログラムは適しており、参加者の満足度も高く効果があった。 

・「３日間の講義・演習の関連や接続を考えて研修を受ければ良かった。講師が日に

よって異なるのであるから、テーマ・内容がどのように関連があるか押さえないと、

それぞれの内容がつながりにくいと思う。それを開講式・オリエンテーションでお

聞きしたかった。」との意見などから、参加者に３日間のプログラムの位置づけを

明確に伝えておくことが必要であった。 

・「できるだけ現場の悩みを話し合う機会を多くしてほしいと思います。」、「参加

者同士の生の情報交換の場があると現場の状況にすぐにでも役に立てるものとなっ

たのではないかと思います。」などの意見が数名あったことから、自己の課題解決

のために、参加者同士じっくり情報交換したり講師に質問したりする話し合いの時

間を十分に確保する必要があった。 

・プログラムの内容を考える場合、漢方薬として後でじっくり効果があらわれるよう

な研修（自分の考えを再構築し実践に生かす内容）と、即効薬としてすぐに使える

ような技術の習得のための研修（ラベルワークなどのワークショップの内容を習

得）をうまく組み合わせることなどが大切であると感じた。 
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② 研修成果の活用・還元等について 

・直後アンケートの結果より、研修内容の活用・還元について、「そう思う」＋「や

やそう思う」の合計を見ると、 

 

 

 

のように、「講座で得たものは、今後、社会教育主事としての自分の仕事に役立

つ」との回答が９割以上となっており、研修内容の活用・還元への効果が伺える。

また、「今後も今回の受講者と連絡をとるつもりだ」との回答が６割以上で、今後

のお互いの情報交換につながっていくと思われる。 

     

48.0%

20.0%

28.0%

12.0%

44.0%

56.0%

36.0%

12.0%

4.0%

20.0%

32.0%

56.0%

4.0%

4.0%

4.0%16.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

講座で得たものは、今後、社会教育主事としての自分の

仕事に役立つ。(N=25)

講座で得たものは、職場の上司や同僚に、明文化して

伝えていける。(N=25)

今後も今回の受講者と連絡をとるつもりだ。(N=25)

今後も今回の講師と連絡をとるつもりだ。(N=25)

研修成果の活用・還元について

5 そう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまりそう思わない 1 そうは思わない

 

・事後レポートの意見から 

「研修後、ネタ帳を買い、新聞・テレビ・雑誌等とにかく心に残った事柄を書くよ

う努力しています。」、「相手とのコミュニケーションをとる際にコーチング技術

を意識し実践したい。」、「本研修を通し、コーディネート力の必要性を強く感じ、

その力を実務に生かしたい。」などの意見に見られるように、研修で学んだことを

具体的に仕事に生かしている姿や今後実践していこうとする意欲が伺える。 

・フォローアップ研修シートの結果より、受講後の意識行動について、「そう思

う」＋「ややそう思う」の合計を見ると、 

 

 

 

「社会教育主事としての自信をもって仕事ができるようになった」との回答が６割、

「学校・家庭・地域の連携についての視野が広がった」との回答が８割と、研修の

成果が仕事への自信や視野の広がりにつながったことが伺える。また、｢学校関係

者や地域の人の話をうまく引き出せるようになった」との回答も４割となっており、

コーディネーターとしてのスキルの習得を生かしている姿も伺える。 

｢学校・家庭・地域の連携についての視野が広がった。」      ………80.0％

｢社会教育主事として自信をもって仕事ができるようになった。」  ………60.0% 

「講座で得たものは、職場の上司や同僚に、明文化して伝えていける」…76.0％ 

「講座で得たものは、今後、社会教育主事としての自分の仕事に役立つ」…92.0％
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12.0 

24.0 

4.0 

4.0 

0.0 

0.0 

12.0 

8.0 

4.0 

32.0 

4.0 

16.0 

48.0 

56.0 

16.0 

24.0 

32.0 

24.0 

24.0 

32.0 

44.0 

8.0 

0.0 

4.0 

36.0 

20.0 

60.0 

36.0 

60.0 

68.0 

48.0 

48.0 

32.0 

0.0 

0.0 

16.0 

4.0 

0.0 

12.0 

16.0 

4.0 

8.0 

12.0 

12.0 

16.0 

8.0 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.0 

20.0 

4.0 

0.0 

4.0 

0.0 

4.0 

52.0 

92.0 

64.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A 社会教育主事として自信をもって仕事ができるようになった。

B 学校・家庭・地域の連携についての視野が広がった。

C 学校・家庭・地域の連携のために、担う役割が増えた。

D 滋賀県の取組事例を振り返ることがあった。

E 収集・発信する地域の情報が増えた。

F 地域の教育資源をうまく整理・活用できるようになった。

G 学校関係者や地域の人と話す時間が機会が増えた。

H 学校関係者や地域の人の話をうまく引き出せるようになった。

I 受講して得た情報やノウハウ、考え方などを、職場内で積極的に伝

えるようにした。

J 受講後、他の受講者と連絡をとった。

K 受講後、講師の誰かと連絡をとった。

L 受講後、生涯学習・社会教育関係の研修に参加する機会が増え

た。

1  そう思う 2  ややそう思う 3  どちらともいえない 4  あまりそう思わない 5  そうは思わない

受講後の意識・行動について （N=25）

 

・フォローアップ研修シートの意見を見ると 

「情報収集に研修の成果を生かすことができた。特に資料のファイリングにより情

報を整理することにより、提示資料の課題を明確につかむことができた。」、｢情

報整理については、講義において学んだこと（ノート整理やメモの取り方等）を実

践に移している。」、「コーチングに関しては参考になる書籍を購入し学習を深め、

市町村関係者等との対応に関し学びを生かすように努めている。」、「関係機関と

の連携を密にとりながら必要な情報収集及び伝達に努め、またその内容を課員にも

随時伝え業務が円滑に推進できるようにしている。」などの意見から、研修内容の

活用・還元の充実ぶりが伺える。 

③ 開催期間や開催時期について 

・参加したい意向があってもこの時期に３日間職場を空けることができずに断念する

市町村もあったことなどから、３日間連続の研修はやや無理があったと感じている。

また、「当県の実態を考えると晩秋から初冬の時期に、日を連続させずに間隔を離

して実施した方が参加しやすい。」との意見のように、３日間開催するなら、日を

あけるようにした方が参加しやすいとの声もあった。従って、連続なら２日間が適

当であると思われる。ただ、今回のように「本研修」の前後にアンケート記入のよ

うな研修を位置づけた場合、「本研修」は３日間集中した研修が適すると思われる。

また、３日間連続することで、研修意識の高まりや受講者同士の親密度も増すとい

う効果は大きいと思われる。 

・開催時期については、７月は時期的に社会教育主事としての業務が多忙な時である

ことから12月～２月頃にかけてのほうが参加しやすいとの声があった。 

④ 対象者について 

・県及び市町村の社会教育主事のみを対象としたが、経験年数別では１～３年目まで
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が３割強、４～６年目までが４割、７年以上が３割弱となっている。 

・社会教育主事のみを対象としたことで、より焦点を絞ったプログラムとすることが

できた。また、受講者の立場が皆同じ社会教育主事であったことから、密度の濃い

話し合いが行われた。ただ、県関係の社会教育主事と市町村関係の社会教育主事で

は、立場や業務の違いがあり、お互いの情報交換は有意義なものとなったが、自分

の業務に直接生かすための情報収集としては、多少の物足りなさを感じる受講者も

見られた。 

     

12.0%

28.0%

52.0%

12.0%

16.0%

40.0%

20.0%

8.0%

12.0%

20.0%

32.0%

32.0%

20.0%

8.0%

28.0%

20.0%

16.0%

56.0%

28.0%

20.0%

12.0%

32.0%

28.0%

12.0%

0.0%

20.0%

12.0%

20.0%

12.0%

0.0%

4.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

講座の時期（7月中旬）は適切であった。(N=25)

講座の日程（3日間連続）は適切であった。(N=25)

講座の開催場所（新潟市）は適切であった。(N=25)

今後、社会教育主事を対象とした遠隔研修があれば、参

加する。(N=25)

受講者の人数は適切であった。(N=25)

受講者は、社会教育主事に絞らず、広く関係職員を対象

とする方が良い。(N=25)

初日の情報交換・懇親会は、受講者間のネットワークづ

くりに有効だった。(N=11)

プログラムの運営について

5 そう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまりそう思わない 1 そうは思わない 無回答

 

⑤ 事前研修・事後研修について 

ア 事前研修（プレ研修シート） 

・「研修会実施前における参加者への明確な課題の持たせ方をプレ研修シートへの記

入を通して気づいた。」の意見などから、事前にプレ研修シートを作成・提出する

ことで受講者各自が自分の取組の現状と課題を明確にするとともに、「本研修」へ

の参加意識を高めることができた。また、講師陣へ受講生の動向や課題を知らせる

ことで、講師陣が受講生の意識を把握できるとともに、当日の研修会の組み立てに

役立ち密度の濃い研修会へとつなぐことができた。 

・プレ研修シートは全員のものを一冊にまとめ「本研修」当日に受講者に配布したが、

受講生同士の情報交換と共通理解を図り、より参加意識を醸成するためには、プレ

研修シートを事前に受講生にも配布しておくべきであった。 

・「プレ研修シートの活用を事前にお話していただけると有り難かった。」「プレ研

修シートの有効活用がなされなかったのが残念でした。」などの意見や、プレ研修

シートは講義・演習の理解を助けるものとなったとする回答が３割強であったこと

から、受講生によっては、今回の研修会が自分の課題解決と直接に結びつきにくい

面もあった。今後、事前アンケートをもっと有効に生かすためには、課題として集

約された結果をしっかりと研修会に位置づける工夫も必要となってくる。 
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プレ研修シートは、受講者間のネットワークづくりに有

効だ。(N=25)

プレ研修シートは、初日の講義・演習の理解を助けるも

のとなった。(N=23)

プレ研修シートは、2日目の講義・演習の理解を助ける

ものとなった。(N=24)

事前研修について

5 そう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまりそう思わない 1 そうは思わない 無回答
 

イ 事後研修（事後レポート及びフォローアップ研修シート） 

・事後レポートは、具体的な行動目標を設定することで、「本研修」後の受講者の課

題解決に向けた取組を明確にして、研修意識の継続を図るためには有効であったこ

とがフォローアップ研修シート等から伺えた。 

・フォローアップ研修シートは、事後レポートで設定した行動目標について、その進

捗状況や結果を自分なりに検証・分析することに役立つとともに、講師陣とのつな

がりを持ちながら、自分の課題に対する講師からの回答などを得ることができる点

においても大変有効に活用することができた。また、フォローアップ研修シートは、

｢本研修」の後追い調査として評価・活用することができ、今後の研修プログラム

の改善につなげることができた。 

・「研修後のレポート作成やフォローアップ研修シート作成は、自分自身を振り返る

機会としてはとても有効であると思う。」「フォローアップ研修は、受講者の受講

後の実践化を図るためには有効であったが、担当する研修会に適応させるには、時

間的・労力的には負担も大きいと思う。」などの意見からも、事後レポート、フォ

ローアップ研修シートも含めた事後研修の持ち方は、受講者への負担はあったが、

各自の課題や課題解決への方策の明確化が図れるとともに、「本研修」で学んだ事

柄を意識しながらの実践へとつながっていることが伺える。 

「事後レポート」の内容の達成度・進捗状況 

50％未満 9人（39．1％） 

50％以上70％未満 7人（30．4％） 

70％以上 7人（30．4％） 

合計人数 23人（100．0％） 

⑥ その他 

今回の社会教育主事専門講座は、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターの

｢社会教育主事の専門性を高めるための研修プログラムの開発に関する調査研究委員

会」からの協力依頼を受けて開催した。こうした国と県とが連携しての研修会は、中央

の著名な講師陣や先進的な県外の事例研究者を招きやすく、受講者の満足度も高くなり、

より充実した内容の研修会を開催することができる。               

       （松井 周之輔） 
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○講義「社会教育行政の現状と社会教育主事に求められる課題」９:30～10:30 

     講師：国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 社会教育調査官  

工藤 朝博 氏

○講義・演習「学校・家庭・地域が連携する仕組みづくりに向けて」10:30～12:00 

            Ⅰ コーディネーターとしての社会教育主事の役割 

講師：岩手県教育委員会生涯学習文化課 社会教育主事 西  崇 氏 

○講義・演習「学校・家庭・地域が連携する仕組みづくりに向けて」13:00～15:00 

             Ⅱ 地域課題の把握と企画立案の方法について 

講師：東京家政大学  教授 山本 和人 氏 

２ 青森県派遣社会教育主事合同研修会 

 

（１）研修の概要 

① 主 催  青森県教育庁生涯学習課 

② 講座名   平成21年度派遣社会教育主事合同研修会 

③ 趣 旨  県内に派遣されている社会教育主事が一堂に会し、市町村が抱えている諸

問題や現代的課題についての研究協議をとおして、社会教育担当職員とし

ての資質の向上を図る。 

④ 日 時   平成21年10月１日（木） ９:30～15:00 

⑤ 会 場   三沢市総合福祉センター 

  ⑥ 対 象   県の社会教育主事として発令されている者 

⑦ 受講者数  25名  ※ 外に公開参加者８名（市町村社会教育関係職員） 

  （内訳）派遣社会教育主事13名、教育事務所主任社会教育主事・社会教育主事12名 

⑧ プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）プログラム編成の視点 

① 内容の設定について 

本県では、「派遣社会教育主事合同研修会」を、６教育事務所の持ち回りの担当で、毎

年１回、１泊２日の日程で開催している。プログラムは、概ね、県内講師による講話及

び事例発表、研究協議、施設等の見学となっている。 

今年度は、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターの「社会教育主事の専門性

を高める研修プログラムの開発に関する調査研究」における実証研究事業の一環として

同研修会を開催することとしたため、１日目のプログラムを同調査研究の趣旨に沿う内

容に設定した。 

20年度調査研究の報告書では、「社会教育主事の専門性を高める研修プログラム構造モ

デル」を提示しているが、今回の研修会では、研修課題を「学校・家庭・地域が連携す

る仕組みづくり」とした上で、同モデルに掲げられた「社会教育主事として求められる

資質・能力の領域」から、「調整者（コーディネーター）としての能力」及び｢学習課題

の把握と企画立案能力」の２点に焦点を絞ったプログラムとした。 

｢学校・家庭・地域の連携」については、教育基本法において、新たに「相互の連携及
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び協力に努めるものとする」と規定され、社会教育法においても、国及び地方公共団体

の任務の一つとして「関係者相互間の連携及び協力の促進に資すること」が示されてい

る。県及び各市町村の社会教育行政においても、「学校・家庭・地域が連携する仕組みづ

くり」は喫緊の課題とされている。県教育委員会では、「平成22年度社会教育行政の方針

と重点」において、新たに「学校・家庭・地域の連携による社会全体の教育力の向上」

を重点目標の一つとして掲げることとしている。 

    また、「学校・家庭・地域が連携する仕組みづくり」においてはコーディネーターとし

ての社会教育主事の存在が不可欠であり、さらに、「仕組み」において機能すべきプログ

ラムの企画立案についても、特に市町村の社会教育主事が果たすべき役割は極めて大きい。 

これらのことから、今回の研修会を通して、受講者がそれぞれにこれまでの取組を振

り返り、新たな知見や情報を得ることによって、「学校・家庭・地域が連携する仕組みづ

く り 」 に 向 け た 方 策 を 打 ち 出 す 契 機 と し て ほ し い と 考 え た も の で あ る 。 

概要としては、以下のとおりである。 

○講義「社会教育行政の現状と社会教育主事に求められる課題」 

 

 

 

○講義・演習「学校・家庭・地域が連携する仕組みづくりに向けて」 

Ⅰ コーディネーターとしての社会教育主事の役割 

 

 

 

 

 

○講義・演習「学校・家庭・地域が連携する仕組みづくりに向けて」 

          Ⅱ 地域課題の把握と企画立案の方法について 

 

 

 

 

 

② 日程の設定について 

本研修会の日程については、予め前年度より定められていたものである。 

③ 対象の設定について 

本研修会は、例年、派遣社会教育主事及び教育事務所の社会教育主事を対象として実

施しているものであるが、今回は、１日目の実証研究に相当するプログラムについての

み、市町村の社会教育関係職員にも公開することとした。 

その結果、５市町村から８名の参加者を得た（内６名が社会教育主事）。なお、この８

名については、実証研究の対象としていない。 

なお、本県において、社会教育主事として発令されている人数は、以下のとおりである。 

社会教育に関する国の施策を踏まえ、今後、社会教育主事に求められる課題につい

て、講師自身の体験や思いを含めて講義。 

岩手県の取組について、「いわてコミュニティスクール推進事業」及び「教育振興

運動─地域の課題を５者の協力で解決に向けていく取組」を軸に、講師がこれまで関

わってきた研修会や講座を題材として、コーディネーターとしての社会教育主事の役

割について具体的に説明。 

地域課題の分類、地域課題に取り組む上での課題等、「地域課題の把握と企画立案

の方法」に関する基本的な事項を押さえた上で、「形態分析法」を用いた地域の教育

資源の整理と地域課題の把握の方法について説明。説明をふまえて、実際に「形態分

析法（強制連想法）」を用いた作業に個々人で取り組む。 
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県   …39名（内訳：生涯学習課５名、総合社会教育センター６名、少年自然の家

３名、教育事務所12名、派遣社会教育主事13名） 

市町村…41名               

計    80名 

今回の研修会の対象である派遣社会教育主事及び教育事務所の社会教育主事（計25名）

の、社会教育主事としての経験年数は以下のとおりである。 

年 数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 計 

派 遣 3 3 4 0 1 2 0 0 0 0 0 13 

事務所 0 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 12 

計 3 6 7 0 2 3 1 0 1 1 1 25 

経験年数が３年以下の人が計16と全体の６割以上を占めている。また、派遣社会教育

主事は、全員が６年以下であるのに対し、教育事務所の社会教育主事は、その３分の１

が７年以上の経験者となっている。 

社会教育主事を対象とした研修については、派遣社会教育主事を対象とした研修会を

年３回実施している（今回の研修会はそのうちの「第２回」に当たる）ほか、各教育事

務所ごとに、派遣社会教育主事の研修会を３～５回ほど実施している。 

市町村の社会教育主事のみを対象とした研修は実施していないが、総合社会教育セン

ターで、社会教育主事を含む生涯学習・社会教育関係職員対象の研修会（「社会教育関係

職員講座」：５月～７月の３日間、「実務担当職員研修」：県内６地区で各１日間）を実施

している。 

 

（３）実施後の反省点 

  （以下に提示する各種シートについては、巻末の参考２、参考３に掲載。） 

① プログラムの内容について 

直後アンケートの結果より、プログラムの内容について、「そう思う」＋「ややそう思

う」の合計を見ると、 

 

 

 

 

 

 

となっている。また、「あまりそう思わない」、「そうは思わない」はいずれの項目でも０

だったことからも、非常に満足度が高かったことがうかがえる。 

   

 

 

「プログラムの内容・方法の設定や配列は適切だった」          ………92.0％ 

「社会教育行政に係る国の動向について、理解できた」          ………80.0％ 

「コーディネーターとしての社会教育主事の役割について、理解できた」………100.0％ 

「地域課題の把握と企画立案の方法について、理解できた」      ………80.0％ 
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プログラムの内容・方法の設定や配列は適切だった。

社会教育行政に係る国の動向について、理解できた。

コーディネーターとしての社会教育主事の役割につい

て、理解できた。

地域課題の把握と企画立案の方法について、理解で

きた。

プログラムの内容について （N=25）

5 そう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまりそう思わない 1 そうは思わない

個々の設問毎に見ていくと、「プログラムの内容・方法の設定や配列は適切だった」 

については、「ややそう思う」が76％、「そう思う」が16％となっており、他の設問に 

比べて、「ややそう思う」の率が高い。 

｢社会教育行政に係る国の動向について、理解できた」及び「地域課題の把握と企画立案

の方法について、理解できた」については、いずれも、「そう思う」と「ややそう思う」の

比率がほぼ同じであり、また、「どちらともいえない」が他の設問と比べて多くなっている。 

｢コーディネーターとしての社会教育主事の役割について、理解できた」については、４

割が「そう思う」、６割が「ややそう思う」と回答している。 

また、直後アンケートの自由記述、ふりかえりシート、事後レポートの記載から、プ

ログラム内容に関するものを拾ってみると、以下のような記述が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研修成果の活用･還元等について 

直後アンケートの結果より、研修内容の活用・還元について、「そう思う」＋「や 

やそう思う」の合計を見ると、 

・工藤調査官の講義・演習の中で、お互いの悩みを出し合う中で、自分の課題とすると

ころが、より明確化されて、解決のための手だてを考えるうえで大変参考になった。 

・他県の実践事例や取り組み等の内容は、違う視点からの施策の検討・評価の参考にな

った。 

・形態分析法も活用することで、様々なアイディアを無理矢理発想（新鮮・斬新的な）

し、それらを検討しながら、目的を達成するために必要な計画を立てられるよう実施

していきたい。 

・山本先生の講義・演習は、理解はできなかったが、今の自分にとって極めて重要なこ

とであると思った。帰ってから勉強します。 

・研修内容が、具体的でありかつ日常の業務にいかせる内容であったので、とても有意

義な時間であった。考え方や具体的な事例など今すぐに活用できるものと今後生かせ

るものなどがあり、これからの業務に十分活用できると感じた。 
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となっており、直後アンケートの段階では、ほとんどの受講者が、研修会で学んだ成果

を職場や自分の仕事に生かすつもりであることがうかがえる。 

特に、「研修会で得たことは、今後、社会教育主事としての自分の仕事に役立つ」と考

える受講者は100%であった。 

44.0%

52.0%

32.0%

28.0%

48.0%

60.0%

16.0%

4.0%

4.0%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修会で得たことは、職場の上司や同僚に文書で伝

えるつもりである。

研修会で得たことは、今後、社会教育主事としての自

分の仕事に役立つ。

研修会で得たことは、今後、職場全体の業務遂行に

おいて役立つ。

研修成果の活用・還元について （N=25）

5 そう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまりそう思わない 1 そうは思わない

 

個々の設問毎に見ていくと、「研修会で得たことは、職場の上司や同僚に文書で伝えるつ

もりである」については、「そうは思わない」が12％と他の設問と比べて多くなっている。 

｢研修会で得たことは、今後、社会教育主事としての自分の仕事に役立つ」は、「そう思う」

と「ややそう思う」が約半々であり、「どちらともいえない」、「そう思わない」はいずれも

０％となっている。 

｢研修会で得たことは、今後、職場全体の業務遂行において役立つ」については、「思 

う思う」が約３割、「ややそう思う」が６割であり、「どちらともいえない」、「あまりそう思

わない」という回答はごくわずかとなっている。 

直後アンケートの自由記述と事後レポートの記載からいくつか拾ってみる。 

直後アンケートからは、 

 

 

 

 

等、（自分の仕事や職場に成果を生かすことができるような）研修そのものに対するニー

ズの高さがうかがえる。 

また、事後レポートの設問「今回の研修で得たことを、職場でどのように生かしてい

るか」については、次のような記載が見られた。 

 

 

「研修会で得たことは、職場の上司や同僚に文書で伝えるつもりである」 ………72.0％

「研修会で得たことは、今後、社会教育主事としての自分の仕事に役立つ」………100.0％

「研修会で得たことは、今後、職場全体の業務遂行において役立つ」    ………92.0％

・このような研修は必要だ。 

・最新の情報に触れる機会は今後も設けてほしい。 

・市町村職員が参加する社会教育主事の資質向上のための研修会の開催 
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受講者の大半が、同僚や上司に今回の研修内容について報告したり、日常業務の中で

話題とし、活用・還元を図っている。 

また、フォローアップ研修シートの受講後の意識・行動について尋ねた設問では、｢社

会教育主事として自信をもって仕事ができるようになった」という問いに対しては約７

割が、また、「学校・家庭・地域の連携についての視野が広がった」という問いに対して

は、８割以上の受講者が「当てはまる」もしくは「やや当てはまる」と答えている。直

後アンケートで、「研修会で得たことは、今後、社会教育主事としての自分の仕事に役立

つ」と答えた受講者が100％であったことを考え合わせると、意識の面では、研修の成果

が約２か月後も持続していると言える。 

一方で、「学校・家庭・地域の連携のために、担う役割が増えた」、「学校関係者や地域

の人と話す時間や機会が増えた」、「学校関係者や地域の人の話をうまく引き出せるよう

になった」といった問いに対しては、「当てはまる」もしくは「やや当てはまる」と答え

た人が３～５割にとどまっており、この時点ではまだ、意識の変化が具体的な行動に結

びついていないことがうかがえる。 

・研修会で得たことを、口頭や資料で上司や同僚に伝え、様々な場面で日常の話題にして

いる。 

・研修会で、ご指摘された点や話題になった点に留意して業務にあたっている。例えば、

次の担当者が利用しやすい資料の整理を心がけている。 

・事業見直しについて、他の市町村でも同じ悩みを抱えていることなどについて職場で伝

えるとともに、今後のことについて話し合った。 

・山本先生の紹介してくださった『発想法入門』『問題解決手法の知識』を読み、自分自

身の研修に役立てた。 
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34.8 

13.0 
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8.7 

4.3 

8.7 

13.0 

4.3 

17.4 

60.9 

60.9 

34.8 

56.5 

60.9 

47.8 

43.5 

26.1 

34.8 

21.7 

0.0 

4.3 

26.1 

17.4 

34.8 

8.7 

26.1 

21.7 

34.8 

56.5 

39.1 

21.7 

4.3 

30.4 

4.3 

0.0 

13.0 

0.0 

0.0 

4.3 

13.0 

13.0 

17.4 

13.0 

4.3 

8.7 

0.0 

0.0 

8.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30.4 

87.0 

39.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A 社会教育主事として自信をもって仕事ができるようになった。

B 学校・家庭・地域の連携についての視野が広がった。

C 学校・家庭・地域の連携のために、担う役割が増えた。

D 工藤講師の講義「社会教育行政の現状と社会教育主事に求め

られる課題」で聞いた内容を思い出し、決意を新たにすることが…

E 西講師の事例発表「コーディネーターとしての社会教育主事の

役割」で聞いた内容を思い出し、岩手県の事例を参考にすること…

F 山本講師の講義「地域課題の把握と企画立案の方法につい

て」で聞いた内容を思い出し、地域課題を把握する際に活用した…

G 学校関係者や地域の人と話す時間が機会が増えた。

H 学校関係者や地域の人の話をうまく引き出せるようになった。

I 受講して得た情報やノウハウ、考え方などを、職場内で積極的

に伝えるようにした。

J 受講後、他の受講者と連絡をとった。

K 受講後、講師の誰かと連絡をとった。

L 受講後、生涯学習・社会教育関係の研修に参加する機会が増

えた。

１ 当てはまる ２ やや当てはまる ３ どちらともいえない ４ あまり当てはまらない ５ 当てはまらない

受講後の意識・行動について （N=23）

 

③ 事前研修・事後研修について 

ア 事前研修（プレ研修シート） 

直後アンケートより、プレ研修シートについて、「そう思う」＋「ややそう思う」 

の合計を見ると、 

 

 

 

となっている。 

どの設問についても、ほぼ同様の傾向が見られ、「そう思う」が１割前後、「ややそ

う思う」が５割前後、「どちらともいえない」が３～４割となっている。 

     今回の研修会は、対象が派遣社会教育主事及び教育事務所の職員であり、ふだんか

ら顔なじみのメンバーであったため、「ネットワークづくり」については、プレ研修シ

ートがなくても、ある程度形成されているものと考えられる。 

    また、ほとんどの受講者にとって、「プレ研修シート」は初めての体験であることか

ら、｢本研修」との関わりについて、十分な理解が得られていなかったことも考えられ

る。「講義・演習の理解を助けるものとなった」、「モチベーションを高めるものとなっ

た」と必ずしも思わない人が半分近くいたのは、そのためではな   

いかと考えられる。 

     今後、プレ研修シートの意味を高めるためには、プレ研修シートの内容・構成につ

いて十分吟味するとともに、受講者に対して、その位置づけを明確に示す必要がある。 

「受講者のネットワークづくりに有効だ」            ………64.0％ 

「講義・演習の理解を助けるものとなった」           ………56.0％ 

「研修会に臨む上で、モチベーションを高めるものとなった」   ………64.0％ 
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48.0%
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32.0%
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4.0%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

プレ研修シートは、受講者のネットワークづくりに有

効だ。

プレ研修シートは、講義・演習の理解を助けるものと

なった。

プレ研修シートは、研修会に臨む上で、モチベーショ

ンを高めるものとなった。

電子掲示板は、受講者のネットワークづくりに有効

だ。

電子掲示板は、講義・演習の理解を助けるものと

なった。

電子掲示板は、研修会に臨む上で、モチベーション

を高めるものとなった。

事前研修について （N=25）

5 そう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまりそう思わない 1 そうは思わない

 

イ 事前研修（電子掲示板） 

電子掲示板について、「そう思う」＋「ややそう思う」の合計を見ると、 

 

 

 

となっている。 

設問毎に見ていくと、「電子掲示板は、受講者のネットワークづくりに有効だ」につい

ては、「そう思う」＋「ややそう思う」が６割となっている。「講義・演習の理解を助け

るものとなった」、「研修会に臨む上で、モチベーションを高めるものとなった」について

は、「そう思う」＋「ややそう思う」がいずれも５割前後である一方、「どちらともい

えない」という回答が、それぞれ44％、48％と最も多くなっている。プレ研修シート

と同様、インターネットを活用した事前研修は初めてという受講者がほとんどのため、

アクセスはするものの、「何を書いたらいいのかわからない」といった理由から、なか

なか「書き込み」がしにくかったものと思われる。 

なお、電子掲示板については、本研修終了後も受講者及び講師間のネットワークづ

くりの場として存続させたため、本研修での質問に対して、講師から掲示板に回答が

寄せられていた。このことから、電子掲示板は、工夫次第では事後研修の手段として

も有効に活用できるのではないかと思われる。 

ウ 事後研修（事後レポート） 

     ｢社会教育主事としての現在の課題」を改めて考え、文章に書き起こすこと自体が研

修の一環となっていると言える。全体的に、「プレ研修シート」や「ふりかえりシート」

に記載した課題よりも、より具体的な課題を挙げている受講者が多い。 

    また、「課題解決に向けて実行すること」については、今回の研修で学んだことを踏ま

「受講者のネットワークづくりに有効だ」            ………60.0％ 

「講義・演習の理解を助けるものとなった」           ………52.0％ 

「研修会に臨む上で、モチベーションを高めるものとなった」   ………48.0％
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えたりヒントにしたりしながら実行プランを掲げている受講者が多い。 

エ 事後研修（フォローアップ研修シート） 

     ｢事後レポート」に記述した「課題解決に向けて実行すること」については、ほとん

どの受講者が自身の担当する業務・事業を遂行する中で、研修会で学んだことを生か

していることがうかがえる。 

「事後レポート」の内容の達成度・進捗状況 

50％未満 11人（47．8％） 

50％以上70％未満 5人（21．7％） 

70％以上 7人（30．4％） 

合計人数 23人（100．0％） 

また、今後、研修会で学んだことを生かしていきたい（「やる気」や「気力」等、精

神的な面も含めて）と考えている受講者も多く、研修の成果が２ヶ月後も持続してい

ることを確認できた。 

     なお、本シートに記載された「講師への質問」については、各講師より、具体的な

アドバイス、励ましの言葉等、丁寧な回答をいただいており、受講者にとって大変励

みになると思われる。 

 

（４）その他、運営に当たって気づいた点 

① 国と県との役割分担の在り方 

    ・県側の担当者を、平成21年度「社会教育主事の専門性を高めるための研修プログラ

ムの開発に関する調査研究」の委員として加えさせていただき、会議に参加するこ

とができたため、調査研究全体を見通した研修会の開催ができた。 

・本県は、派遣社会教育主事制度を存続させていることから、派遣社会教育主事の研修

会を年に２回（５月、２月）開催している。今回の研修会は、それとは別に教育事務

所の自主的な研修会として開催してきたものだが、次年度より、今回の研修会につい

ても県教育委員会の主催事業と位置づけ、年間３回の開催とすることとしている。 

・今回の研修会は、国との共催という形で実施したため、県外講師を依頼することが

できた。 

② その他 

・講師陣に恵まれたこと、また受講者の意識の高さから、非常に内容の濃い研修会と

なった。 

・事前・事後研修は、受講者にとってはかなりの負担だったと思われるが、研修に臨

む受講者の意識を高め、また、研修後の業務への活用といった点からみると、大変

有効である。ただし、それぞれの設問の内容等については、研修の流れ全体を見通

しつつ、さらに精査する必要がある。 

・事後研修の一連のシートは、運営側にとっては、「次の研修プログラム」の企画のヒ

ントが詰まっている。 

・受講者の意識の変化を明らかにするためには、「プレ研修シート～本研修の直後アン

ケート・ふりかえりシート～事後レポート～フォローアップ研修シート」の記載事

項を、個人ごとにまとめる必要がある。また、そのシートを受講者本人にフィード

バックすることにより、自身の「総まとめ」的なふりかえりの手段とすることがで

きるのではないか。 

（渡部 靖之） 
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