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１号だータンセ部西 よ り

島根県立西部社会教育研修センター所報 ２０２1年度

「春」と言えば・・・桜が思い浮かぶでしょうか。今年も、(宴会は付いていませんが)
いろいろな場所で満開の桜を見ることができました。その桜の下では、年に3回始末が
大変な時があります。１回目は、満開の桜が散った後の花びらの始末、花びらが散り終
わると２回目にがくやじくが落ちてきます。３回目秋には、枯れた葉が散ります。一年
間毎日のように外で掃き掃除をしていたことがあったので、「春」は「桜がきれいだな
ぁ」という思いとともに少しだけ、「掃除が大変だろうなぁ」という思いもわいてきま
す。この度の異動でいわみーるに着任した際、建物の外は春風に舞う落ち葉でいっぱい
でした。掃除をしておられる方にお話を伺いますと、落ち葉の正体は楠の葉だそうで、
この時期に葉が生え変わるのだそうです。秋は葉が落ちないということですので、毎年
のこの「春」が、落ち葉掃除が大変な時期になるのですね。「春」が待ち遠しい人、大
変だなぁと思う人・・・当たり前のことですが、物事への関わり方や立場、経験によっ
て事象の「捉え方・感じ方」は様々です。皆さんは「まちづくり」と言えば、どんなこ
とを思い浮かべますか？
「まちづくり」という言葉をよく聞きますが、まちをつくるとはいったいどういうこと
でしょう。最近CMで見ますが、トヨタ自動車は静岡県裾野市に「Woven City」と名付
けた自動運転やAIの技術を活用し次世代のまちづくり未来型の都市をつくろうとしてい
ます。これも間違いなくまちづくりですが、私たち社会教育関係者が考え、目指すまち
づくりとは違うように思います。本県の教育は令和2年度より「しまね教育魅力化ビジ
ョン」に基づいて、推進されています。第Ⅴ章「教育を通じて目指す地域社会の姿」の
中で、「よりよい学校教育を通して、よりよい地域社会を創る」「よりよい地域社会が、
よりよい学校教育を創る」と学校教育と地域社会との関係性についても示されています。
一部抜粋しますと「（子どもたちの成長を軸とした）地域と協働した教育活動は、地域
の担い手の育成につながるなど、地方創生・地域活性化の観点からも重要です。」とあ
ります。ここで言う地方創生・地域活性化がいわゆる「まちづくり」ではないかと考え
ます。社会教育の視点からの「まちづくり」とは、すなわち協働した教育活動による
「人づくり」にほかなりません。
社会教育研修センターは、地域課題に対し、集い・学び・議論しながら解決を図ろう

とする（まちづくりを図ろうとする）地域の方々を支援する任務（人づくり）も担って
います。様々な経験を持ち、様々な「捉え方・感じ方」を持った人たちが、様々な視点
から意見を出し、よりよい「まちづくり」を行おうとする。そんな地域づくりのために
頑張っておられる方々のお役に立つことができれば、それは我々センター職員の大きな
喜びでもあります。今年度もセンター職員一丸となって、皆様のご期待にそうよう頑張
っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

西部社会教育研修センター所長 真島 陽一



研修・講座一覧

月 日 曜 研修・講座名 会場 備考

5 28 金 公民館等職員研修① いわみーる

6

４ 金 公民館等職員研修② いわみーる

９ 水 コーディネーター研修 浜田合庁

29 火 公民館等職員研修③ いわみーる

７
8 木 しまねの社会教育基礎講座（浜田会場）

江津市地場産業
振興センター

13 火 しまねの社会教育基礎講座（益田会場） 益田合庁

8 26 木 ファシリテーター養成講座① いわみーる

9
16 木 公民館等職員研修④ いわみーる

28 火 ファシリテーター養成講座② いわみーる

10

1 金 社会教育委員研修 あすてらす

19 火 公民館等職員研修⑤
県立少年
自然の家

東西合同
発表会

26 火 ファシリテーター養成講座③ いわみーる
地域住民役
募集！

11 18 木 つなぐ・つながる 実践発表交流会 2021 サン・レイク

１
24～
28

月
～
金

社会教育主事講習B 生涯学習概論 勤務先or自宅 オンライン

２

1/31
～４

月
～
金

社会教育主事講習B 社会教育経営論 勤務先or自宅 オンライン

７～
14

月
～
月

社会教育主事講習B 生涯学習支援論 いわみーる 集合研修

15～
21

火
～
月

社会教育主事講習B 社会教育演習 いわみーる 集合研修

2021年度

□社会教育の情報提供（しまねの社会教育だより/ホームページ）・学習相談
□社会教育・生涯学習に関する教材貸出（書籍等の閲覧・貸出）

□放送大学島根学習センター浜田コーナー
センター外再視聴施設して併設されています。コーナーにおいて、
インターネット、DVD・CDを利用して学習することができます。

ホームページで、研修
案内や、研修後の様子
を発信しています。

＊研修等は、感染症予防に十分留意し開催していきますが、急遽、中止・延期する場合があります。
＊研修・講座の案内・申込は、各市町の教育委員会を通じて行っていますが、個人で要項等をご希望の方は、
センターまでご連絡ください。

令和

３年度

その他事業

＊土日は除く

＊土日は除く

□社会教育にかかわる調査・研究事業
□市町村支援事業



研修・講座内容 （写真は、前年度・一昨年度の様子）

しまねの社会教育基礎講座

益田会場浜田会場
7/8（木） 7/13（火）

江津市地場産業振興センター 益田合庁

しまねの社会教育の基礎的な考え方や実際を知り、社会
教育を推進していくために必要なことやできることを学
ぶ場とします。

市町等が主催する社会教育に関する事業・研修・会議等についての相談等を随時受付けています。
必要に応じて、講師・ファシリテーター・支援者等の役割を果たします。

市町村支援事業

社会教育委員研修

☆講師☆

青山学院大学
准教授

山本珠美氏

10/1（金）あすてらす

社会教育委員と行政担当者の
役割を確認し、求められる力
を学び、具体的な動きや連携
のあり方について考える場と
します。

コーディネーター研修

☆講師☆

下関市立大学
准教授

天野かおり氏

6/9（水）浜田合庁

地域と学校の連携・協働へ向け、
地域の多くの人、団体を巻き込ん
だ地域学校協働活動について考え
今後の実践に向け意欲を高める場
とします。

社会教育主事講習B

生涯学習概論 1/24～1/28
社会教育経営論 1/31～2/4
生涯学習支援論 2/7 ～2/14
社会教育演習 2/15～2/21

社会教育主事となりうる資格を付与する
ことを目的とした講習を実施します。

つなぐ・つながる
実践発表交流会2021

11/18（木） サン・レイク

講義や実践事例を聞き、「地域ぐるみの子育て」に関
わる実践へのヒントを得るとともに、他地域、他種の
コーディネーター等が交流することで実践意欲を高め
る場とします。

ファシリテーター養成講座

8/26 (木）・9/28(火）・10/26（火）

住民のつながりづくりや、課題解決に向け
た地域の動き等につなげることができる参
加型学習を活用したワークショップを企
画・進行できる力を高める場とします。

いわみーる

第３回は
地域住民役の方を前
に、プログラムを
ファシリテート！

公民館等職員研修

5/28 (金)･6/4(金)･6/29 (火)･9/16(木）

いわみーる

10/19(火) 江津少年自然の家

公民館等職員に必要な事業推進の
ための専門的知識・技能を学ぶ場
とします。

第５回は
東西合同発表会

☆講師☆

国立教育政策研究所
生涯学習政策研究部

総括研究官

志々田まなみ氏
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職 員 紹 介

ミニ情報
〇情報閲覧コーナーについて

ワークショップ、ファシリテーション、ワールド・カフェetc 何となくは知っているけれど詳しくは？
センターは、研修等で参考となる書籍を揃えています。ホームページで書籍一覧を見ることができます。
貸出希望の方は、事務室までお越し下さい。 （貸出期間は２週間、５冊まで）

〇放送大学島根学習センター浜田コーナーについて
放送大学は、文部科学省・総務省所管の通信制大学です。入学試験はなく、時間や場所を問わずに学習で

きます。島根学習センターには、現在10代から80歳以上の方と幅広い年代の方が学んでおられます。
大学卒業をめざす、興味のある科目を学習すると学ぶ目的はさまざまです。
人気科目は、心理学系！また、公開講演会は、誰でも参加できます。
コーナーで試聴ができますので、ぜひお試しください。

①今年は、こんな一年にしたい
②今、こんなことにはまっています
③その他

①県の社会教育を仲間と連携しながら、着実に
推進したい。

②中国ドラマ

③浜田市派遣、サン・レイクでの勤務経験を生
かしてがんばります。よろしくお願いします。

所長 真島 陽一

①現状に甘んじることなく一
歩でも進み、充実した年に！

②カラダにいい食材
麹粥、納豆に続き第3弾！
オニオンスライス
（ポン酢とオリーブオイルで･･･）

③元気と希望を届けるために
各地で花火が打ち上がってい
ます。先日、大田でたまたま
見物でき感激しました。セン
ターからも皆さんに元気を届
けていきたいです！

家田 ゆかり

①2年目になりました。みなさまに緊張感を与えず、
楽しみながら研修を進められるようがんばります。

②息子が野球を始めました。娘はピアノを習って
います。週末の応援にはまっています！

③今年もたくさんの方との出会い・再会を楽しみ
にしています。

社会教育主事 木地谷 里志

①昨年度は１年目で初めてのことばかりで
したが、本年度は昨年度の経験を活かして
事前の準備など、余裕をもって仕事に取り
組みたいと思います。

②断捨離、YouTube 動画観賞！

③本年度もよろしくお願いします。
田渕 由香

①3年目を迎えたことで、
ますます市町村や受講者の
皆さんから頼られる自分に
なるため、体重だけでなく
考え方も日々アップグレー
ドしていかなければならな
いと思っています。

②韓ドラ・K-POPからの流
れで韓国語教室に通い始め
て2年経ちました。間違い
を恐れずにチャレンジしな
がら学んでいく大切さと共
に、自分の記憶力のなさを
実感しています。

③「遊び心」を大切にして、
心に余裕を持ちながら楽し
く仕事をしたいと思います。

社会教育主事 佐々木 努


