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（別表２）

平成１５年度社会教育主事講習［Ｂ］日程表

科目名 生涯学習概論（２単位）

9:30 11:00 11:15 12:45 14:00 15:30 15:45 17:15

9:00 9:30

生 開講式 生涯学習振 教育の原理と社会教 生涯学習社会構築の意義と生涯学習・生涯教

１／19 オリエ 興施策の動 育の意義・特質 育論の系譜

涯 ンテー 向 生涯学習社会における社会教育の役割

(月) ション

学 文部科学省 大学評価・学位授与

生涯学習政 機構教授 放送大学教授

習 策局 山本 恒夫 新井 郁男

概 生涯学習社会における学校教育の役割 我が国の社会教育史 外国の社会教育の歴

１／20 家庭・学校・社会の連携と学習システム 史と動向

論

（火） 国立教育政策研究所

淑徳短期大学教授 大正大学教授 総括研究官

浅井 経子 蛭田 道春 澤野由紀子

社会教育行政の意義と役割 関係法令と行政組織

１／21 一般行政と社会教育行政の連携 国の社会教育予算と施策

（水） 日本生涯学習総合研究所理事 文部科学省生涯学習政策局

伊藤 俊夫

社会教育指導者とその役割 学習成果の評価と活 社会教育指導者の現

社会教育主事の職務と資質・能力 用 状と課題

（シンポジウム）

１／22 島根大学教授

仲野 寛

国立大雪青年の家事業課長（木）

阿部 豊

埼玉県立小川げんきプラ

ザ主任社会教育主事

岡野 和義文教大学教授 札幌国際大学教授

社会教育実践研究センター野島 正也 小山 忠弘

都道府県の予算と施策 市町村の予算と施策 社会教育施設の概要 社会教育の内容・方

法・形態

１／23

山梨県韮崎市教育委

（金） 山梨県教育委員会社会 員会教育課生涯学習

教育課課長補佐 推進室次長 愛媛大学教授 京都学園大学教授

数野 昭仁 下村 貞俊 讃岐 幸治 今西 幸蔵



- 2 -

科目名 社会教育計画（２単位）

9:30 11:00 11:15 12:45 14:00 15:30 15:45 17:15

生涯学習の推進とまちづくり 事業計画の意義と内容

社 地域総合計画と社会教育計画 事業の企画及びプログラム編成の視点と手順

１／26

会 聖徳大学教授

（月） 福留 強

教

愛媛県新居浜市役所市民活動推進課 常磐大学助教授

育 生涯学習係長 桑原 一郎 金藤 ふゆ子

計 調査の意義と内容 学習者の特性の理解

調査の企画とデータの分析・活用 学習集団形成のプロセスと支援

画 １／27

（火）

統計数理研究所助教授 徳島大学大学開放実践センター教授

土屋 隆裕 西村 美東士

学習情報提供・学習相談の意義 学習情報提供・学習相談の実際

１／28

（水） 岡山県教育庁生涯学習課

総括社会教育主事 上田 達伸

文教大学教授 千葉市教育振興財団生涯学習センター

平沢 茂 管理課情報相談係長 湯浅 忍

評価の意義と視点 事業評価の実際 公民館経営の実際

学習評価の内容と方法

１／29

（木） 名古屋市総務局行政

システム部行政経営 新潟市教育委員会黒

宮崎大学生涯学習教育研究センター助教授 室主査 埼地区公民館長

原 義彦 楢崎 早百合 前田 譲

博物館経営の実際 図書館経営の実際 社会教育の広報・広聴

１／30

（金）

国立科学博物館経営 浦安市立中央図書館

管理部経営計画室長 長 東京家政大学教授

小川 義和 常世田 良 山本 和人
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科目名 社会教育演習（２単位）・社会教育特講（３単位）

9:30 11:00 11:15 12:45 14:00 15:30 15:45 17:15

オリエンテーション 野外教育の意義と実際

（東京会場）国立中央青年の家社 ２／２

（株）アクションラーニング研究所代表取締役

古川 和会 （月）

（北海道会場）北海道立青年の家（移動）

国立大雪青年の家事業課長 阿部 豊教

（新潟会場） 新潟県立青少年研修センター

育 宿新潟大学教授 大橋 正春

（島根東・広島会場）国立江田島青年の家

国立江田島青年の家所長 井上 明演

泊

習 生涯スポーツの意義と計画 生涯スポーツの意義と計画

（東京会場）国立中央青年の家 （東京会場）国立中央青年の家２／３

研金沢大学大学教育開放センター教授 金沢大学大学教育開放センター教授

鈴木 漠 鈴木 漠（火）

（北海道会場）北海道立青年の家 （北海道会場）北海道立青年の家

修北海道教育大学教授 速水 修 北海道教育大学教授 速水 修

（新潟会場）新潟県立青少年研修センター （新潟会場）新潟県立青少年研修センター

吉田町教育委員 濱田 達郎 吉田町教育委員 濱田 達郎

（島根東・広島会場）国立江田島青年の家 （島根東・広島会場）国立江田島青年の家

広島大学大学院助教授 東川 安雄 広島大学大学院助教授 東川 安雄

生涯スポーツの実際

（主会場）国立中央青年の家２／４

日本中国青少年交流協会会長

平野 仁（水）

（移動）（北海道会場）北海道立青年の家

北海道教育大学教授 速水 修

（新潟会場）新潟県立青少年研修センター

上智大学教授 師岡 文男

（島根東・広島会場）国立江田島青年の家

広島大学大学院助教授 東川 安雄

社 情報化と社会教育 青少年問題と社会 男女共同参画社会の形 ネットワーク型行政
教育 成と社会教育 の推進

会 ２／５
青少年育成国民会 作新学院大学女子短期 国立教育政策研究所

教 (木) 青山学院大学助教授 議副会長 大学部教授 総括研究官
野末 俊比古 上村 文三 加藤 千佐子 笹井 宏益

育
人権・同和問題と社会 社会福祉と社会教 著作権 行政評価の導入

特 ２／６ 教育 育

（社）コンピュータソ
講 (金) フトウェア著作権協会

筑波大学教授 筑波大学教授 専務理事・事務局長 筑波大学教授
福田 弘 香川 邦生 久保田 裕 古川 俊一
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科目名 社会教育特講（３単位）

9:30 11:00 11:15 12:45 14:00 15:30 15:45 17:15

国際理解教育 消費者教育

社

２／９

会 課 題 別 研 究

（月）

教

東京国際大学副学長 横浜国立大学教授

育 遠藤 克弥 西村 隆男

特 民間の教育機関と事業 家庭教育と社会教 家庭教育と社会教育②

育① （家庭教育の充実・支援）

講 ２／10 （家庭・家族の諸

問題）

（火）

松山東雲女子大学 聖徳大学教授

生涯学習ゆめ・みらい 人間文化学科学科 清水 英男

研究所所長 長 新座子育てネットワーク代表

工藤 日出夫 塩崎 千枝子 坂本 純子

２／11

建 国 記 念 の 日

(水)

健康教育 環境教育 文化財保護・芸術文化 科学技術の進展

２／12

（木） 千葉県立中央博物 東京文化財研究所国際

館環境教育研究科 文化財保存修復協力セ

新潟大学教授 主席研究員兼科長 ンター長 国際基督教大学教授

皆川 興栄 小川 かほる 斎藤 英俊 村上 陽一郎

新しい教育課程と地域社会 青少年の体験活動

２／13

女子美術大学教授 国立那須甲子少年自然の家所長

（金） 永井 順國 結城 光夫

福岡県庄内町教育委員会生涯学習課

東京都小平市立小平第二小学校校長 生活体験学校係長 九野坂 明彦

山下 敏夫
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科目名 社会教育特講（３単位）・社会教育演習（２単位）

9:30 11:00 11:15 12:45 14:00 15:30 15:45 17:15

新しい公共とＮＰＯ 地方分権と住民自 職業教育と社会教育 高齢化と社会教育

社 ２／16 治

会 （月） 東京学芸大学助教授 北海道ニセコ町長 産能短期大学教授 茨城大学助教授

田中 敬文 逢坂 誠二 小野 紘昭 長谷川 幸介

教

大学機能の開放・拡充 ボランティア活動

育 ２／17

筑波大学教授 世田谷ボランティア協会理事長

特 （火） 清水 一彦 興梠 寛

山口県教育庁教職員課高校改革推進班 富士ゼロックス株式会社ＫＳＰ事業所

講 管理主事 中村 彰利 総務部管理グループ長 丸田 諭

教育施設整備の動向（現地研修） 教育施設整備の動向（現地研修）
（主会場） （主会場）

国際子ども図書館 我孫子市生涯学習センター社 ２／18
浦安市立中央図書館 こどもの城

国立科学博物館 さわやかちば県民プラザ（水）
いちかわ情報プラザ 台東区生涯学習センター会
かながわ県民活動サポートセンター 環境エネルギー館

足立区生涯学習センター 彩の国ビジュアルプラザ

川越市立博物館 いろは遊学館教
（北海道会場） （北海道会場）

札幌市生涯学習総合センター「ちえりあ」 北海道環境サポートセンター

札幌市男女共同参画センター育
（新潟会場） （新潟会場）

西新潟市民会館 新潟市西総合スポーツセンター

新潟県女性財団演
（島根東会場） （島根東会場）

島根県立美術館 斐川町立図書館

（広島会場） （広島会場）習
広島県立図書館 広島市こども文化科学館

事業計画立案の実際 事業計画立案の実際
（主会場） 群馬県教育委員会東部教育事務所 （主会場） 群馬県教育委員会東部教育事務所

生涯学習グループ補佐 本間 孝明 生涯学習グループ補佐 本間 孝明２／19
埼玉県教育局生涯学習部生涯学習課 埼玉県教育局生涯学習部生涯学習課

主任社会教育主事 綱河 信一 主任社会教育主事 綱河 信一（木）
東京都教育庁生涯学習スポーツ部 東京都教育庁生涯学習スポーツ部

社会教育課地域支援係支援担当係長 社会教育課地域支援係支援担当係長

奥出 和正 奥出 和正

国立教育政策研究所 国立教育政策研究所

社会教育実践研究センター職員 社会教育実践研究センター職員

（北海道会場）北海道教育庁生涯学習部生涯学習課 （北海道会場）北海道教育庁生涯学習部生涯学習課

主査 佐久間 章 主査 佐久間 章

（新潟会場） 新潟県立生涯学習推進センター （新潟会場） 新潟県立生涯学習推進センター

学習振興課長 貝瀬 秀行 学習振興課長 貝瀬 秀行

(島根東会場) 島根県立生涯学習推進センター (島根東会場)島根県立生涯学習推進センター

社会教育主事兼課長 浜田 啓文 社会教育主事兼課長 浜田 啓文

(広島会場) 広島県立生涯学習センター振興課 (広島会場) 広島県立生涯学習センター振興課

主任専門員 葉名 雅之 主任専門員 葉名 雅之

事業計画立案の実際 事業計画立案の実際
２／20

（金） ※２／１９と同じ ※２／１９と同じ
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科目名 社会教育演習（２単位）

9:30 11:00 11:15 12:45 14:00 15:30 15:45 17:15

事業計画立案の実際 事業計画立案の実際
（主会場） 群馬県教育委員会東部教育事務所 （主会場） 群馬県教育委員会東部教育事務所社

生涯学習グループ補佐 本間 孝明 生涯学習グループ補佐 本間 孝明２／23
埼玉県教育局生涯学習部生涯学習課 埼玉県教育局生涯学習部生涯学習課会
主任社会教育主事 綱河 信一 主任社会教育主事 綱河 信一（月）

東京都教育庁生涯学習スポーツ部 東京都教育庁生涯学習スポーツ部教
社会教育課地域支援係支援担当係長 社会教育課地域支援係支援担当係長

奥出 和正 奥出 和正育
国立教育政策研究所 国立教育政策研究所

社会教育実践研究センター職員 社会教育実践研究センター職員演
（北海道会場）北海道教育庁生涯学習部生涯学習課 （北海道会場）北海道教育庁生涯学習部生涯学習課

主査 佐久間 章 主査 佐久間 章習
（新潟会場） 新潟県立生涯学習推進センター （新潟会場） 新潟県立生涯学習推進センター

学習振興課長 貝瀬 秀行 学習振興課長 貝瀬 秀行

(島根東会場) 島根県立生涯学習推進センター (島根東会場)島根県立生涯学習推進センター

社会教育主事兼課長 浜田 啓文 社会教育主事兼課長 浜田 啓文

(広島会場) 広島県立生涯学習センター振興課 (広島会場) 広島県立生涯学習センター振興課

主任専門員 葉名 雅之 主任専門員 葉名 雅之

事業計画立案の実際 事業計画立案の実際

２／24 ※２／２３と同じ ※２／２３と同じ

（火）

事業計画立案の実際

２／25 ※２／２３と同じ 閉 講 式

（水）


