
                 講義レジュメ 

                             講師：佛教大学  白石克己 

                                   2017／２／６ 

             社会の諸課題の現状と社会教育 

はじめに 
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Ⅰ 「学習問題」としての「社会の諸課題」 

１ 生涯学習問題としての「社会の諸課題」 

  １）高齢化               ６）キャリア教育・職業教育 

  ２）青少年問題             ７）人権教育 

  ３）家庭教育（家庭・家族の諸問題）   ８）健康づくり 

  ４）男女共同参画社会の形成       ９）消費者問題 

  ５）環境問題 

   → 地域ごとの「学習問題」として → 学習プログラム化 

 

２ 新しい動向 

  １）地方創生（コミュニティの活性化）  ４）行政と多様な主体の連携・協働 

  ２）学校と地域の連携・協働       ５）大学機能の開放と地域貢献 

  ３）ボランティアの意義と役割      ６）防災 

   → 行政機関の施策として → 各部署で支援システム化 

 

Ⅱ 「個人の要望」と「社会の要請」 

 社会教育（『教育基本法』第12条） 

   個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体

  によって奨励されなければならない。 

  ２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校

  の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に

  努めなければならない。 

 

 生涯学習の理念（同 第３条） 

   国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯に

  わたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切

  に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

 

 教育の目標（同 第２条） 

  「四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する」（同２条） 

  「五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに」 

     他国の尊重、国際社会の平和と発展に寄与する（同２条） 

 



Ⅲ 「個人の要望」に応える生涯学習プログラム 

１ 生涯学習の規定（中央教育審議会答申『生涯学習の基盤整備について』（1990）） 

  （１） 生涯学習は、生活の向上、職業上の能力の向上や、自己の充実を目指し、各人が自

     発的意思に基づいて行うことを基本とするものであること。 

  （２） 生涯学習は、必要に応じ、可能なかぎり自己に適した手段及び方法を自ら選びなが

     ら生涯を通じて行うものであること。 

  （３） 生涯学習は、学校や社会の中で意図的、組織的な学習活動として行われるだけでな

     く、人々のスポーツ活動、文化活動、趣味、レクリエーション活動、ボランティア活

     動などの中でも行われるものであること。 

 

２ 人生の課題 

 １）いのち 

 ２）しごと（所得と社会貢献） 

    ← カセギとツトメ 

 ３）あそび （スポーツと文化） 

    ← 武道と芸道と歌道（和歌・俳句、連歌・連句） 

 

３ 生涯各期の区分 

 １）ふじのくに型「人生区分」 静岡県健康福祉部 2015年 

  幼年：０～５歳          －5.1 ％ 

  少年：６～17歳（選挙権前）    －11.1％ 

  青年：18～45歳（農水省事業など） －31.7％ 

  壮年（働き盛り）         －41.1％ 

    壮年初期：46～55歳 

    壮年盛期：56～65歳 

    壮年熟期：66～76歳             ※ 古希（70歳） 

  老年               －11.0％ 

    初老：77～80歳（喜寿～） 

    中老：81～87歳（傘寿～） 

    長老：88～99歳（米寿～白寿） 

    百寿者：100 歳以上 

 

 ２）日本老年学会の「高齢者」 2017年１月 

   65歳以上が高齢者、は現状に合わない。心身の健康は５～10年の「若返り」現象。 

  65～74歳：准高齢期 (pre-old) 

  75～89歳：高齢期 (old) 

  90歳～ ：超高齢期 (oldest-old, super-old) 

 

 ３）「国際成人力調査」（ＯＥＣＤ 2013年） 

   成人力：学力というより生活力 



 

４ 「煽る学習」から「鎮める学習」へ 

 ストレスチェック制度の開始（労働安全衛生法の改正 平成26年６月公布） 

 １）従来の生涯学習支援 

   明治以降の立身出世主義、学歴主義 「学力低下」論争 

   自由競争主義 勝利至上主義 「ランク」好き 「ニッポン」自慢 

    vs. 「残心」 

 

 ２）これからの生涯学習支援 

  人生の難所： 

   入園・入学→競争→卒業→就活→入職→転勤→転職→退職・無職→離別・死別 

   cf. 「生老病死」：本人や家族の病気（入院）・事故 

     「鎮める学習」の励まし 

 

 ３）鎮める学習プログラム－特に高齢期 

  （１）回想法（回想療法） 

  （２）俳句（川柳）・短歌 

  （３）音楽（懐メロ 童謡・唱歌） 

  （４）ぬり絵（←写経）・植物画・写真 

  （５）動物（アニマル・パートナー） 

  （６）園芸（盆栽 ガーデニング） 

  （７）スピリチュアル（パワースポット 寺社ガール） 

  （８）アロマセラピー 

  （９）ランニング（ウォーキング 駅伝 マラソン） 

  cf. 鎮める文化（地鎮祭 花鎮め 針供養） 

 

Ⅳ 「半学半教」の支援システム 

１ 自己表現化への学習ニーズ 

   ボランティアへの関心：「社会貢献したい」 

    vs. ネット社会の「自己顕示」 

    vs. 「出る杭を打たれる」「陰徳」 

 

  「する」－「みる」－「ささえる」の学習支援システム 

 

 ex. 吉祥寺村立雑学大学の36年－持続可能にした要因 

   １ 金銭を排す 

   ２ 人前で話す喜びを分かつ（聞く喜び・世話する喜び） 

 

 ex. （市民・ボランティア）講師養成講座 

 



 

２ 行政と市民との「協働」 

 ex. 米沢市 

 

３ 持続可能なコーディネーション 

  ヒト－モノ－コトの多彩な組合せ 

 

  地域コーディネーターの養成 

 

Ⅴ 解決の原理と拠点 

１ 「三方よし」と「三方一両損」 

 近江商人：「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」 

  ex. 東近江市：講座「五個商庵」（ごかしょうあん ）－地方創生加速交付金の活用 

    豊郷町：小学生の教材、新人社員の研修（伊藤忠兵衛記念館） 

    南陽市：文化会館（施設－市民・観客・アーティスト－地域社会） 

 

  社会教育：教育委員会－地域住民－民間（企業・ＮＰＯ・自治会町内会） 

  学校支援：学校－児童生徒－地域住民（ボランティア・保護者） 

  地域社会：行政（福祉・教育）－市場（商店街）－自然環境（神社仏閣） 

       「企業の社会的責任」（ＣＳＲ） 

 

 「三方一両損」 

 

２ 「三方」協働の拠点 

 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力（『教育基本法』 13条） 

  「地域学校協働活動」（コミュニティ・スクール） 

 

 学校・公民館 ／福祉医療関連施設 ／自然環境 ／商店街（移動コンビニ） ／神社仏閣 

 

 cf. 広井良典「これからの地域コミュニティ政策をめぐる課題－全国市町村アンケート調査 

        結果を踏まえて－」 

   cf. ＰＤＦ版『自治体チャンネル＋』 平成20年７月号／８月号 

     対象：全国市町村からの無作為抽出と政令市・区 

１「コミュニティの中心」 

 １） 学校（小中学校など） ２８９ 

 ２） 福祉・医療関連施設  １９５ 

 ３） 自然関係（公園、農園、川べりなど） １４２ 

 ４） 商店街        １１６ 

 ５） 神社・お寺      １００ 

 ６） 温泉・浴場       ６３ 



 

 ７） その他        ３５１ （重複回答もある。その小計は３６８） 

     公民館   （１７４）  自治会館   （７７） 

     地区センター等（６８）  コミュニティ・センター等（４９）等 

 

 

事例－吉祥寺村立雑学大学 

目的：わが街・吉祥寺を「村」と見立て、「村民」間で文化のキャッチボールをしよう。 

   ３タダ主義の自主運営（授業料・講師料・会場費は無料） 

   －もめ事の原因となる「カネ」を排除 

  ：遅刻、早退、居眠りオーケー（隠れモットー） 

内容：ルネッサンス史 ／「フランスの名字」／「巨大地震は必ず来る いつ？ どこに？」

   「あなたの肺は健康に息をしていますか？」 ／「醤油の話し」 ／「パチンコ」 

   「SPオリジナル盤で聴く昭和歌謡史」 ／「わたしの愛する１冊の本」 

 

事例 米沢市の生涯学習支援 

 市民主体の生涯学習のまちづくり 

 基本的な考え方：発想・企画・運営を市民に任せる市民主役の講座（平成16年度より） 

  １）市民の多様なニーズに対応する学習機会の増加－供給・行政側 

  ２）学習成果を活用する場の提供        －需要・市民側 

１ 米沢鷹山大学 

 マナビスト（養成講座） ／歴史講座など 

２ 市民おしょうしなカレッジ 

 市民企画講座 

  童謡を歌いましょう／オリジナルハンドメイド雑貨／介護のためのアロマセラピー 

３ まちづくり出前講座（財政・年金・介護・ゴミ・商業観光・農林漁業など） 

４ 『生涯学習ガイトブック』 

５ 生涯学習フェスティバル 

６ まちづくり人財養成講座 

 「学びの成果と評価と活用」 

  市民と行政との「協働のまちづくり」 

７ まちづくりプラン大賞（助成金） 

 「よねざわ昆虫の楽園」 ／「米沢の思い出いっぱい作ってケロ」（若者定住プラン」） 

  ／「米沢らーめんから始める元気なまちづくり」など 
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