
令和３年度 社会教育主事講習（一部科目指定講習） 受講者募集要項（案） 

 

国立大学法人 和歌山大学 

 

１．趣 旨   本講習は、社会教育主事となる資格を得るために修得すべきすべての科目を

修得している者を対象として実施するもので、社会教育法（昭和 24 年法律第

207 号）第９条の５の規定及び社会教育主事講習等規程（昭和 26 年文部省令

第 12 号）に基づき実施するもので、社会教育に携わる専門的職員等の資質の

向上を目的とします。 

 

２．主 催   文部科学省 

 

３．実施機関   国立大学法人和歌山大学 

 

４．開催期間   令和３年７月３０日（金）～令和３年８月１７日（火） 

 

５．会 場   和歌山大学キャンパス内（北４号館（産学連携イノベーションセンター）他） 

〒640-8510 和歌山市栄谷 930         （TEL 073-457-7152） 

 

６．受講資格   社会教育主事講習等規程第２条の各号のいずれかに該当する者のうち、主と

して社会教育主事となる資格を得るために修得すべきすべての科目を修得し

ている者 

【社会教育主事講習等規程第２条】 

講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 大学に２年以上在学して 62 単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は

社会教育法の一部を改正する法律（昭和 26 年法律第 17 号。以下「改正法」という。）

附則第２項の規定に該当する者 

(2) 教育職員の普通免許状を有する者 

(3) ２年以上法第９条の４第１号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定す

る業務に従事した者 

(4) ４年以上法第９条の４第２号に規定する職にあつた者 

(5) その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 

 

７．受講定員   ５名 

 

８，講習を行う科目名、単位数、内容・テーマ、教育方法、配当時間数及び講師 

社会教育主事講習等規程第３条で定める科目のうちの、以下の２科目４単位

を開設します。詳細は、別表１のとおりです。 

○生涯学習支援論 ２単位 

○社会教育経営論 ２単位 

※基本的に講習は対面での実施を予定していますが、新型コロナウイルスの

感染拡大状況によっては、オンラインによる非対面式での講義・演習を行



う場合があります。和歌山県又は大阪府に緊急事態宣言が発令されている

場合は、オンラインによる非対面式での講義・演習を行います。オンライ

ンによる講義・演習を行う場合に必要なパソコン、ネット環境は、各自で

準備してください。 

 

９．講習日程   別表２のとおり 

 

10．分割履修及び科目代替 

認めない 

 

11．経 費   受講料は徴収しませんが、教材費、研究費、研究集録、合宿研修費及び諸経

費として 12,000 円を開講式当日７月２０日（火）までに払い込んでくださ

い。 

 

12．申込方法   以下のとおり 

（１）教員または行政の職員の場合 

受講希望者は、次の書類を取りまとめて住居地又は勤務地の府県教育委員会事務局社会

教育主管課に提出してください。 

①受講申込書→所定様式（別紙１） 

②受講資格を証明する書類（受講資格に応じて、次のいずれかを提出してください） 

ア．卒業又は修了証明書（規程第２条第１号該当者） 

イ．教員免許状の写し （規程第２条第２号該当者） 

ウ．勤務証明書    （規程第２条第３～５号該当者）→所定様式（別紙２） 

③社会教育主事講習修了証書の写し、叉は、単位修得証明書（大学が作成する様式） 

※修了証書の写しは、所属長又は所轄長の原本と相違ない旨の証明付きのものであ

ること。 

④府県又は市町村教育委員会の受講推薦状 

⑤返信用封筒（角型２号に住所･氏名･郵便番号を明記し、140 円切手を貼付のこと） 

府県教育委員会は、上記書類により受講資格の有無を審査の上、別紙「受講申込者名簿」

を添え、６月２３日（水）までに提出してください。 

（２）（１）以外の者は、直接和歌山大学に問い合わせてください。 

 

13．受講者の選定 運営委員会の意見を基に実施大学が選定し、７月１日頃を目途に連絡事項を

添えて各人宛に送付します。 

 

14．受講者の参集日時及び場所 

 

令和３年７月３０日（金）９時４５分 ※開講式は１０時から行います 

和歌山大学東３号館（教育学部南棟）１階紀伊半島価値共創基幹会議室 

 



 

15．単位認定   講習終了後に、各科目の出席状況、演習における発表、レポート及び報告書

による総合判定の上、合格した者に対して行います。 

 

16．修了証書   社会教育主事講習等規程第３条定める単位（８単位）を修得した方に対し、

修了証書を授与します。 

 

17．そ の 他   ①宿泊の斡旋はしません。 

＊最寄りの宿泊施設に「グリーンプラネットハウス」があります。 

必要な方は直接問い合わせてください。 

TEL 073-499-5981 「グリーンプラネットハウス」 

 

 

 

連絡先は以下のとおり 

和歌山大学 研究・社会連携課 生涯学習・リカレント教育係 

〒640-8510 和歌山市栄谷 930 

TEL 073-457-7152 / FAX 073-457-7167 / E-mail lifelong@ml.wakayama-u.ac.jp 

HP https://www.wakayama-u.ac.jp/kii-plus/lifelong-learning/ 

 

 



（別表１）

科目名 単位数 講義内容・テーマ
教育
方法

配　当
時間数

1.社会的排除と社会教育 講義・演習 1.5 和歌山大学経済学部教授 金川　めぐみ

2.高齢者問題と学習支援 講義・演習 1.5 和歌山大学経済学部教授 金川　めぐみ

3.学習支援の理論 講義 1.5 神戸大学発達科学部教授 松岡　広路

4.学習支援の方法論 講義 1.5 神戸大学発達科学部教授 松岡　広路

5.ファシリテーション技法 演習 1.5 和歌山大学紀伊半島価値共創基幹教育研究支援員 後藤　千晴

6.障害者の生涯学習・支援 講義 1.5 和歌山大学教育学部教授 山崎　由可里

7.障害者の生涯学習・支援の実際 事例紹介 1.5 ゆめ・やりたいこと実現センターコーディネーター 藤本　綾子

8.外国にルーツをもつ子どもたちの支援 講義 1.5 和歌山大学国際連携部門教授 長友　文子

9.多文化共生の理論と実践 講義 1.5 和歌山大学教育学部非常勤講師 藤田　美佳

10.多文化共生・理解のための学習方法論 演習 1.5 和歌山大学教育学部非常勤講師 藤田　美佳

11.科学コミュニケーション 講義 1.5 和歌山大学教養・協働教育部門講師 佐藤　祐介

12.ワークショップの手法と実践 演習 1.5 和歌山大学教養・協働教育部門講師 佐藤　祐介

13.カウンセリングマインドと若者理解 講義 1.5 南紀若者サポートステーション訪問支援員 南　芳樹

シンポジウム

演習

シンポジウム

演習

16.ESDと社会教育 　先進事例に学ぶ 講義 1.5 岡山市公民館振興室主任 田中　純子

17.ESDと社会教育 学びのオルガナイザーの役割 講義・演習 1.5
岡山市公民館振興室主任
和歌山大学紀伊半島価値共創基幹教授

田中　純子
村田　和子

18.ESDと社会教育 学習支援法 講義・演習 1.5
岡山市公民館振興室主任
和歌山大学紀伊半島価値共創基幹教授

田中　純子
村田　和子

1.地域子ども組織と社会教育 演習 1.5 和歌山大学教育学部教授 舩越　勝

2.現代の子ども理解と社会教育 講義 3.0 和歌山大学教育学部准教授 二宮　衆一

3.地域づくりと地域活性化
講義、
事例紹介

3.0
和歌山大学食農総合研究教育センター教授
農事法人株式会社秋津野会長

岸上　光克
玉井　常貴

4.社会教育事業の計画と展開、推進のネットワークづくり
講義、
事例紹介

3.0
貝塚市立中央公民館職員
貝塚子育てネットワーク会代表
　　〃　　　　　　　　　元小学生部会部会長

中川　知子
井谷　麻衣子
土井　良子

5.社会教育の広報戦略 講義 1.5 和歌山大学教職大学院教授 豊田　充崇

6.社会教育における調査データの活用 講義・演習 1.5 和歌山大学教職大学院教授 豊田　充崇

7.オンライン活用の事業展開 講義・演習 1.5 和歌山大学教職大学院教授 豊田　充崇

8.生涯スポーツの計画づくり・施設経営 講義 1.5 和歌山大学教育学部准教授 彦次　佳

9.生涯スポーツ推進のネットワーク 講義 1.5 和歌山大学教育学部准教授 彦次　佳

10.社会教育施設の運営・評価-図書館 事例紹介 1.5 熊取町立図書館館長 原田　貴子

11.社会教育施設の運営・評価-公民館 事例紹介 1.5 奈良市登美ヶ丘公民館館長 山田　龍太郎

12.生涯学習施設の運営・評価-博物館、生涯学習センター 事例紹介 1.5 奈良市登美ヶ丘公民館館長 山田　龍太郎

13.社会調査と地方創生 講義 3.0 和歌山大学経済学部教授 足立　基浩

14.住民ニーズの把握の調査方法 講義 1.5 和歌山大学教育学部准教授 西倉　実季

15.自治体財政論 講義、演習 3.0 上富田町副課長 中島　正博

横出　加津彦
楠　富晴
山口　裕市
村田　和子

社
会
教
育
経
営
論

2

講　　師

生
涯
学
習
支
援
論

2

14.社会教育の仕事～経験から学ぶ～ 3.0

南紀若者サポートステーション訪問支援員
奈良市生涯学習財団総括主査
紀南教育事務所社会教育主事
京都府丹後教育局社会教育主事兼指導主事
和歌山大学紀伊半島価値共創基幹教授

南　芳樹
佐野　万里子
福田　勝也
大下　操
村田　和子

15.学校づくりと地域づくりの実践に学ぶ 3.0

和歌山県立粉河高校教諭
NPO法人紀州粉河まちづくり塾理事長
元和歌山県教育長
和歌山大学紀伊半島価値共創基幹教授



（別表２）

夜　　間

9:30～10:50 11:00～12:20 13:10～14:30 14:40～16:00 16:10～17:30 17:40～19:00

7 30 金 10:00 開講式 社会教育経営論（船越）

8 2 月

3 火 社会教育経営論（原田）

9 月 生涯学習支援論（後藤）

10 火 生涯学習支援論（山﨑） 生涯学習論（藤本） 生涯学習支援論（長友）

11 水 生涯学習支援論（南）

12 木 社会教育経営論（西倉）

17 火 生涯学習支援論（田中） 修了式

社会教育経営論 生涯学習支援論

2単位 2単位

20コマ 20コマ

30時間 30時間

月

生涯学習支援論（藤田）

生涯学習支援論（佐藤） 生涯学習支援論（社会教育の仕事）

生涯学習支援論（学校づくりと地域づくりの実践に学ぶ） 生涯学習支援論（田中・村田　和子）

社会教育経営論（二宮） 社会教育経営論（岸上・玉井）

社会教育経営論（中川・子育て） 社会教育経営論（豊田）

社会教育経営論（彦次）

生涯学習支援論（金川）

社会教育経営論（足立） 社会教育経営論（中島）

備考曜日

生涯学習支援論（松岡）

社会教育経営論（山田）

午　　前 午　　後


