
2019-SW0000S011-01社会教育計画Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/29　６時限　　

松田　武雄

◎－－－　概要　－－－◎

　学校教育や家庭教育と並ぶ、第三の教育の場として社会教育
がある。学校外、家庭外における子どもや大人の教育・学習の
場として社会教育は位置づけられる。このような社会教育に
は、学校ほど厳格な制度が存在しない。大人であれば学習内
容、学習方法、学習場所、学習時間などを学ぶ人が選ぶことが
できる。子どもについても、その社会教育活動に参加するかど
うかは子どもや保護者に任されている。主催者は参加する子ど
もに合わせた学習内容を柔軟に決めることができる。
　社会教育を提供する側には、地域住民のニーズ（要求）に合
わせた社会教育プログラムを提供することが求められている。
学びたいという意欲を尊重し、人々の学習を支援していくので
ある。公民館、博物館、図書館などに代表される社会教育施設
は、施設の設置計画、運営計画、職員計画、事業計画を立案し
て実施している。さらに、都道府県や市町村の教育委員会も域
内の社会教育に関する実施運営計画を立案している。
　現在、社会教育計画という言葉は、生涯学習推進計画などと
いう言葉に取って代わられようとしている。生涯学習は人生を
通しての学習であり、学校教育と社会教育を含めている。学校
教育や地域住民のニーズを反映させた生涯学習推進計画をどの
ように作成するのかが、社会教育職員には求められている。
　社会教育計画Ａでは、社会教育計画の前提となる社会教育学
の基礎を学ぶ。毎回、予め指定された文献を読み、疑問点を明
確にした上で受講し、積極的に質問をしたりして、授業に参加
してもらいたい。
　できれば社会教育施設を見学して現場から学びたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会教育計画の前提となる社会教育の基礎的な事柄について説
明することができる。(知識・理解)

社会教育について、現代社会の諸問題（貧困問題、高齢化問
題、青年問題など）と関わらせて理解することができる。(知
識・理解)

社会教育施設の設置、運営、職員配置、事業計画などについて
理解し、説明することができる。(技能)

地域の社会教育の現状と課題に関心を持ち、考えることができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：予め指定されたテキストを読み、疑問点を明らかに
しておくこと。（60分）
事後学習：授業で理解できなかったことを整理する。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間のレポート２割、定期試験８割を目安として、総合的に
判断する。
　授業で取り上げた社会教育に関する用語や考え方を理解でき
ているか、それを文章で明確に表現できているかという点を評
価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　松田武雄編著『新版　現代の社会教育と生涯学習』九州
大学出版会、2800円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、授業中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　積極的に質問してもらいたい。
　施設見学の日時については受講生と相談して決定する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１回　オリエンテ－ション
２回　社会教育・生涯学習とは何か
３回　子育て支援と社会教育－子育て支援と社会教育との
関連について考える
４回　子どもの学校外教育－子どもの学校外教育について
小学生に焦点をあてて考える
５回　青年の問題と社会教育－現代社会における青年問題
と社会教育について考える
６回　現代の貧困と成人基礎教育－現代社会の貧困問題に
社会教育・生涯学習がどのように迫ることができるのかを
考える
７回　高齢者の教育と福祉のまちづくり－高齢者の学習・
文化活動と福祉のまちづくりについて学ぶ
８回　レポ-トの作成
９回　社会教育・生涯学習の施設・行政とボランティア活
動－社会教育・生涯学習の施設の概要とそこでのボラン
ティア活動の意義について学ぶ(その1)
１０回　社会教育・生涯学習の施設・行政とボランティア
活動（その２）
１１回　NPO・市民活動と社会教育・生涯学習－現在注目
されているNPOと社会教育・生涯学習との関わりについて
考える
１２回　大学と地域の連携－大学が中心となって地域貢献
をする意味とその具体的な事例について講義する
１３回　社会教育施設を見学して実際を学ぶ
１４回　社会教育施設を見学して実際を学ぶ
１５回　社会教育・生涯学習の計画について学ぶ



2019-SW0000S012-01社会教育計画Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/23　６時限　　

松田　武雄

◎－－－　概要　－－－◎

　学校教育や家庭教育と並ぶ、第三の教育の場として社会教育
がある。学校外、家庭外における子どもや大人の教育・学習の
場として社会教育は位置づけられる。このような社会教育に
は、学校ほど厳格な制度が存在しない。大人であれば学習内
容、学習方法、学習場所、学習時間などを学ぶ人が選ぶことが
できる。子どもについても、その社会教育活動に参加するかど
うかは子どもや保護者に任されている。主催者は参加する子ど
もに合わせた学習内容を柔軟に決めることができる。
　社会教育を提供する側には、地域住民のニーズ（要求）に合
わせた社会教育プログラムを提供することが求められている。
学びたいという意欲を尊重し、人々の学習を支援していくので
ある。公民館、博物館、図書館などに代表される社会教育施設
は、施設の設置計画、運営計画、職員計画、事業計画を立案し
て実施している。さらに、都道府県や市町村の教育委員会も域
内の社会教育に関する実施運営計画を立案している。
　現在、社会教育計画という言葉は、生涯学習推進計画などと
いう言葉に取って代わられようとしている。生涯学習は人生を
通しての学習であり、学校教育と社会教育を含めている。学校
教育や地域住民のニーズを反映させた生涯学習推進計画をどの
ように作成するのかが、社会教育職員には求められている。
　社会教育計画Ｂでは、「社会教育計画Ａ」で学んだことを踏
まえて、社会教育計画作成のために必要な事項について、さら
に深く学ぶ。最後に、受講生が関心を持っている社会教育施設
あるいは社会教育団体について、その施設や団体の年間や月間
の計画、そして個別の事業計画を策定する。そのため、受講生
の主体的な授業参加を期待する。
　できれば社会教育施設を訪問して現場から学びたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会教育の現代的な課題について、さらに深く学び、そのこと
について説明することができる。(知識・理解)

社会教育計画に関わる基礎的な知識と技術を習得し、理解する
ことができる。(知識・理解)

社会教育主事の仕事について説明することができる。(態度・
志向性)

ワークショップを通じて社会教育計画をを策定することができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講生自らが想定する社会教育施設や社会教育団体につい
て、参考となる情報を日頃から収集する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験８割、ワークショップ２割を目安として、総合的に
判断する。
　社会教育の現代的課題をどれだけ理解しているのか、それを
社会教育の計画と関連づけられるのかを成績評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　末本誠・松田武雄編著『生涯学習と地域社会教育』春風
社、2674円。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜、授業中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講生が意欲的、積極的、主体的に授業に参加すること
を期待する。なお、授業の進度によっては、以下の授業計
画が前後することもある。
　施設見学の日時については受講生と相談して決定する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　子どもの学校外教育
３　学校教育と社会教育の連携・協働
４　成人女性の学習と男女共同参画社会
５　福祉のまちづくりと社会教育
６　参画型社会とNPO・NGO・多文化共生の学習活動
７　社会教育施設を見学して実際を学ぶ
８　社会教育施設を見学して実際を学ぶ
９　社会教育・生涯学習の法制度
10　社会教育の施設
11　社会教育主事と社会教育職員
12　社会教育行政とNPO・ボランティア
13　社会教育・生涯学習推進計画の作成
14　ワークショップ１－計画づくり
15　ワークショップ２－計画づくり



2019-SW0000S013-01社会教育演習Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松田　武雄

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、社会教育の中心施設である公民館の基礎を学
ぶことを目的とする。公民館とは、どのような施設なのか、ま
た公民館とはどのような活動をするのか、具体的な事例に基づ
いて、議論を進める。
　１～４回目の授業で、公民館の基本的な知識の習得を目指
す。そのため、関連する用語の検討、施設・職員・団体の理解
に取り組む。
　５～９回目の授業では、公民館活動について概観する。子育
て、自然体験活動、ボランティア活動、青年学級、地域での学
びあい、などを検討の対象とする。
　10～15回目の授業では、東日本大震災に公民館はどう対応し
たのか、を学ぶ。さらに、公民館職員の研修を通じて、職員が
どのように力量形成をしているのか、を検討する。
　授業は受講生自身の経験や知識に基づく議論を中心として進
める。それぞれの経験や知識を、学問的に深めていくことを目
指す。そのため、受講生の積極的な発言を期待する。
七隈公民館を訪問し、実際の公民館活動を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公民館の基本的な知識を習得し、関連する用語、施設、団体、
職員について説明することができる。(知識・理解)

公民館活動について、子育て、自然体験活動、ボランティア活
動、青年学級、地域での学び合い、などを理解することができ
る。(知識・理解)

東日本大震災に公民館がどのように対応したのかを理解するこ
とができる。(態度・志向性)

公民館職員の研修を通じて職員がどのように力量形成している
のか、説明することができる。(技能)

受講生自身の経験や知識に基づく討論をし、それぞれの経験や
知識を学問的に深めることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業で扱う内容について、自分の経験や知識を整理
する。
事後学習：授業における議論を整理し、自分の考えを明確にす
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業中の発表レポート５割、授業中の発言５割を目安とし
て、総合的に評価する。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　公民館と社会教育の概念、
施設、職員、活動、評価などに関する基礎的な事柄について説
明でき、その上で、公民館と社会教育に対する自分の意見を述
べられるかどうかを、評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　長澤成次『公民館で学ぶⅣ』国土社、2400円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、授業中に紹介する。
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講生が議論に参加することによって成立する授業であ
る。積極的な発言を期待する。
　施設見学の日時については受講生と相談して決定する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス「公民館について」
２　公民館をめぐる現代的課題
３　地域文化を創造する公民館の役割
４　公民館のエンパワーメントと評価
５　子育てでつながるおとなの学び
６　自然体験活動で広がる自然共生の学び
７　市民ボランティア活動　
８　きぼう青年学級の歩み
９　地域で学びあう　
１０　大津波が襲った旭市と公民館
１１　東日本大震災と公民館
１２　帰宅困難者を受け入れた公民館
１３　公民館を見学して実際を学ぶ
１４　公民館を見学して実際を学ぶ
１５　ともに生きる公民館



2019-SW0000S014-01社会教育演習Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松田　武雄

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「社会教育演習Ａ」で学んだことを踏まえ
て、社会教育の基礎的なテキストを用いて、社会教育（学）を
学ぶことを目的とする。社会教育学とは何を対象とする学問な
のか、議論を進める。
　授業の前半では、テキストの後半部分（第８章～第１５章）
を読んで、誰が、何を、どのように、なぜ、という疑問を持ち
ながら、社会教育とは何か、その本質を考える。
　授業の後半では、テキストの前半部分（第1章～第６章）を
読んで、変化の渦中にある社会教育をどのように捉え、それに
対してどのような動きが求められているのか、検討する。
　授業は予め指定されたテキストを読んで来ることを前提とし
て、受講生自身の経験や知識を踏まえた議論を行う。そのた
め、受講生には、積極的な発言を期待する。
　できれば社会教育施設を訪問して現場から学びたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会教育の基礎について、全般にわたり説明することができ
る。(知識・理解)

社会教育の多様な実践について学び、社会教育の具体的な姿に
ついて説明することができる。(知識・理解)

現代社会と地域の諸課題について把握し、課題の解決方法につ
いて考えることができる。(技能)

身近な地域の諸課題と社会教育について話題提供し、その課題
についてみんなで討論することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：予め指定されたテキストを読み、疑問点を明らかに
する。
事後学習：授業における社会教育についての議論を整理する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業中の発表レポート５割、授業中の発言５割を目安とし
て、総合的に評価する。
　社会教育の当事者、学習内容や方法、学習の理由、原理論、
行政との関係などに関する基礎的な事柄について説明でき、そ
の上で、変容する現代社会における社会教育の在り方につい
て、自分の意見を述べられるかどうかを、評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小林文人ほか編著『日本の社会教育・生涯学習』大学教育
出版、2800円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜、授業中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　小グループでの議論を行う。積極的に発言してもらいた
い。
　施設見学の日時については受講生と相談して決定する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　第８章　子ども・学校・地域
３　第９章　青年の学びと運動
４　第10章　女性の学習と社会参加
５　第11章　高齢者の自己実現と学習
６　第12章　識字・日本語学習運動の展開と課題
７　第13章　障がい者の学習文化保障
８　第14章　市民の学びとNPO
９　第15章　地域づくりと生涯学習
10　第1章　戦前日本の社会教育　
11　第２章　戦後社会教育の生成と展開
12　第３章　社会教育・生涯学習の現在
13　見学　社会教育施設を見学して実際を学ぶ
14　見学　社会教育施設を見学して実際を学ぶ
15　第６章　社会教育職員と専門職問題



2019-SW0000S016-01博物館情報・メディア論

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
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◎－－－　概要　－－－◎

講義
　視聴覚メディアの原理や視聴覚メディアの効果について学ぶ
　視聴覚メディアによる情報発信の方法について学ぶ
　博物館の役割における情報化と学芸員の仕事を考える。
　博物館（水族館）での情報機器や情報環境の活用事例を知
る。
　情報化における教育利用だけでなく、研究や展示、資料保存
の活用も学ぶ。
演習
　学生のもつ携帯電話も情報メディア（モバイルＰＣ）である
ことに気付き、実際に活用体験する。
　発展著しい情報メディアの環境において、今後の博物館の発
展性を考え意見交換をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館になぜ情報化が必要なのか、博物館資料としての「情報
資料」の大切さに気付く。また、博物館における情報化の実践
活動を知り、単に専門的な実物資料を収集し、展示するだけで
なく、教育利用や資料保存に情報化が寄与していることにも気
付く。(知識・理解)

博物館の将来的な発展に、情報機器や情報環境などがどのよう
に寄与するかを、これまでの講義などを通して、各自で提案、
ディスカッションする。(技能)

学芸員に今後求められるコミュニケーション能力を高めるため
の情報利用についても学び、演習を通して各自で体験的に気付
く。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
シラバスで示された学習内容に該当する部分を教科書で確認し
て読んでくる。
毎時間　1時間
復習
講義で記述したノートを元に、講義内容で重要と指摘した部分
を再確認する。
毎時間　1時間

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に学期末の試験成績結果に（90％）、演習での活動度
（10％）、出席を含む平常点についても加味し、総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

参考書を使用する。講義中に配布するプリント資料も用い
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

博物館情報・メディア論　ISBN 978-4-324-09584-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義への出席はもちろんのこと、毎回配布する授業感想に
できる限り多くのコメントを書くこと、また演習では積極
的な参加と意見発表を求める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 講義 視聴覚メディアとその教育効果
第2回 講義 アナログとデジタルのメディア特性
第3回 講義 認知心理学と情報伝達
第4回 講義 視覚情報処理による色の認識と表現
第5回 講義 言語による情報伝達
第6回 講義 映像による情報伝達
第7回 講義 インターネットと情報メディア
第8回 講義 博物館の役割と情報メディア
第9回 講義 学校教育のデジタル化と博物館の情報
化
第10回 講義 インターネットやテレビ電話などの情
報インフラを活用した博物館教育
第11回 講義 携帯型情報端末の博物館活用
第12回 講義 携帯情報端末活用とＷｅｂの連携
第13回 講義 博物館の情報化とＷｅｂ連携、危機管
理
第14回 講義 博物館の調査研究活動の情報化、資料
データベース化
第15回 演習 携帯情報端末を活用した「モノ」の情
報発信演習


