
番号 書籍名 編著者名 発行・出版社名 発行年

1 あすへの生涯学習と地域づくり 南里悦史 光生館 1997

2 新しい時代の生涯学習支援者論（日本生涯教育学会年報第２５号） 浅井経子、新井郁夫　他 日本生涯教育学会　編 2004

3 新しい形の生涯学習 瀬沼克彰 大明堂 2002

4 新しい時代の生涯学習 関口礼子、小池源吾、西岡正子、鈴木志元、坂篤史 有閣社アルマ 2002

5 新しい時代を創る社会教育　　社会教育委員必携 伊藤俊夫 全日本社会教育連合会 2010

6 「生きる力」と生涯学習 亀井浩明 全社連 1998

7 癒しの生涯学習   増補版 西村美東士 学文社 1999

8 おとなが学ぶときに ジョン・デインズ、キャロライン・デインズ 全社連 1996

9 おとなの学びを拓く　　自己決定と意識変革をめざして パトリシア・クラントン 鳳書房 1999

10 音楽の生涯学習　  理論と実際 高荻安治、中嶋恒雄 玉川大学出版部 2000

11 改訂　社会教育法解説 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子 全日本社会教育連合会 2001

12 （改訂）新社会教育 確井正久、倉内史郎 学文社 2000

13 改訂版　社会教育委員のためのＱ＆Ａ　ー関係法規から読み解くー 全国社会教育委員連合 美巧社 2015

14 学社融合 伊藤俊夫 全日本社会教育連合会 2000

15 学習情報の提供 稲生勁吾 全日本社会教育連合会 1987

16 学習プログラムの革新　　　ー学習者がつくる学びの世界 白石克己、金藤ふゆ子 ぎょうせい 2001

17 学習プログラムの技法（生涯学習テキスト）④ 岡本包治、坂本登、生住昭人他 実務教育出版 1997

18 学習ボランティアのすすめ　ー生涯学習社会をめざして 岡本包治　　　　　 ぎょうせい 2000

19 学校と地域の教育力を結ぶ 伊藤俊夫 全日本社会教育連合会 2001

20 学校の変革と社会教育 小川利夫 亜紀書房 1995

21 家庭・学校・社会で育む発達資産　　　新しい視点の生涯学習 立田慶裕、岩槻知也 北大路書房 2007

22 がんばれ美術館ボランティア 嶋崎吉信、清水直子 2001

23 教育学   生涯学習時代にむけて 宮脇陽三 編著 ミネルヴァ書房 1997

24 教育の複合的復権 井上講四 学文社 2001

25 教育老年学の構想ーエイジングと生涯学習 堀薫夫 学文社 1999

26 教師の生涯学習入門 青山庸 東洋館出版社 1998

27 行政関係者のための　新版入門・生涯学習政策 岡本薫 全日本社会教育連合会 1999

28 協働の時代の学びと実践　　学習支援ハンドブック 入江直子、菊池朋子 （財）日本女性学習財団 2006

29 元気な市民大学　　生涯学習と人・地域の活性化 瀬沼克彰 日本地域社会研究所 2007

30 現代公民館の創造　　-公民館５０年の歩みと展望- 日本社会教育学会 東洋館出版社 1999

31 現代社会教育の課題と展望 長浜功 明石書店 1986

32 現代社会教育の軌跡と展望 新海英行 大学教育出版 1999

33 現代世界の生涯学習 新海英行、牧野篤 大学教育出版 2002

34 現代における社会教育の課題 今西幸蔵、村井茂 八千代出版 2006

35 現代日本の社会教育　ー社会教育運動の展開ー 社会教育推進全国協議 エイデル研究所 1999

36 現代日本の社会教育 宮坂広作 明石書店 1987

37 現代のエスプリ　　生涯学習社会の諸相 赤尾勝己 SHIBUNDO 2006

38 現代の公民館 遠藤知恵子 高文堂出版社 1996

39 公民館関係者必携　　平成22年度 全国公民館連合会 2010

40 公民館事業Q＆A 坂井知志、山本慶裕 ぎょうせい 2000

41 公民館Q＆A　～社会教育法第二十三条と公民館諸問題を考える～ 朱膳寺宏一 日本青年館「社会教育」編集部 2018

42 公民館経営ハンドブック（１～４巻） 現代公民館研究会 日常出版 1983

43 公民館実践と「地域をつくる学び」 姉崎洋一、鈴木敏正 北樹出版 2002

44 公民館職員の仕事　　　　－地域の未来づくりと公民館の役割－ 片野親義 ひとなる書房 2015

45 公民館で地域がよみがえる 白戸洋 松本大学出版会 2010

46 公民館で学ぶ　－自分づくりとまちづくり- 長澤成次 国土社 1999

47 公民館で学ぶⅡ　自治と協働のまちづくり 長澤成次 国土社 2003

48 公民館で学ぶⅢ　私たちの暮らしと地域を創る 長澤成次 国土社 2008

49 公民館と社会教育実践 小川利夫 亜紀書房 1999

50 公民館取扱説明書 渡辺義彦 ふきのとう書房 1999

51 公民館における災害対策ハンドブック （社）全国公民館連合会 （社）全国公民館連合会 2011

52 公民館の再発見　　その新しい実践 小林文人 国土社 1991

53 公民館のデザイン 日本公民館学会編 エイデル研究所 2010

54 公民館の紛争を考える 徳村烝 近代文芸社 2004

55 公民館ハンドブック　公民館運営の道案内　　改訂版 佐賀県公民館連合会 2003

生涯学習・社会教育関係（公民館、社会教育委員、博物館、図書館等）



番号 書籍名 編著者名 発行・出版社名 発行年

56 公民館６０年　人と地域を結ぶ「社会教育」 「月刊社会教育」編集委員会 国土社 2005

57 公民館を活用した高齢者の社会参加促進プログラムづくり　平成15年度 （社）全国公民館連合会 2004

58 公民館を活用した高齢者の社会参加促進について （社）全国公民館連合会 2003

59 高齢化社会における社会教育の課題 日本社会教育学会 東洋館出版社 1999

60 高齢社会と生涯学習　｛生涯学習実践シリーズ｝ 小杉山禮子 全日本社会教育連合会 1998

61 高齢社会の生涯教育 瀬沼克彰 学文社 2002

62 国際生涯学習キーワード事典 パオロ・フェデリーギ 東洋館出版社 2001

63 志　　社会への思いやり　　　私の生涯教育実践シリーズ'06 森隆夫、耳塚寛明 ぎょうせい 2006

64 こ・こ・ろ生涯学習 西村美東士 学文社 1999

65 子どもの地域生活と社会教育　　ー２１世紀への展望ー 白井愼、小木美代子、姥貝荘一編著 学文社 1996

66 コミュニティ形成と学習活動 渡辺博史 学文社 2000

67 これからの公民館 　 新しい時代の挑戦 小林文人 国土社 1999

68 これからの　社会教育 村田昇 東信堂 1999

69 これからの　社会教育 村田昇 東信堂 1994

70 THE　ACTIVE　SENIOR　　これからの人生　 三浦清一郎 学文社 2007

71 最新アメリカの生涯学習 遠藤克弥 川島書店 2001

72 産業の革新と生涯学習 朝倉征夫 酒井書店 2000

73 次世代育成と公民館 国立女性教育会館 国立印刷局 2004

74 自治の力を育む社会教育計画　　-人が育ち、地域が変わるために- 辻浩・片岡了 国土社 2014

75 市民が輝き、地域が輝く公民館 岡山市職員労働組合公民館職員の会 エイデル研究所 2002

76 市民が主役の生涯学習 瀬沼克彰 学文社 1999

77 市民主体の地域社会教育 川野佐一郎 国土社 2009

78 市民の参画と地域活力の創造　　　生涯学習立国論 三浦清一郎 学文社 2006

79 社会教育委員のための生涯学習　　-社会教育委員必携- 伊藤俊夫　　 全日本社会教育連合会 2000

80 社会教育委員のためのＱ＆Ａ  　 -関係法規から読み解くｰ 社団法人　全国社会教育委員連合 美巧社 2010

81 社会教育委員の歴史研究 蛭田道春 全日本社会教育連合会 2002

82 社会教育概説　　-その理論と方法- 土橋美歩 学芸図書 1996

83 社会教育関係者のための　改訂マルチメディア時代の著作権　「人権」を守るために 岡本薫 （財）全日本社会教育連合会 2000

84 社会教育基礎論　　学びの時代の教育学 小林文人、末本誠 国土社 1993

85 社会教育行政読本　　-「協働」時代の道しるべ- 社会教育行政研究会　編 第一法規 2013

86 社会教育経営の基礎 山本珠美・熊谷愼之輔・松橋義樹 学文社 2021

87 社会教育経営論
浅井経子　執筆・編集代表
国立教育政策研究所者会教育実践研究センタ-

ぎょうせい 2020

88 社会教育計画

山本恒夫、蛭田道春、浅井経子、山本和人編
浅井経子、伊藤康志、井上講四、桑村佐和子、小池茂子、小山忠弘、佐
久間章、猿田真嗣、篠崎明子、渋谷秀章、白木賢信、田井優子、高橋利
行、原義彦、蛭田道春、古市勝也、松永由弥子、水谷修、山本和人、山
本恒夫

文憲堂 2007

89 社会教育計画     教育演習双書 倉内史郎 学文社 2002

90 社会教育計画の基礎 鈴木眞理、清國祐二 学文社 2004

91 社会教育計画の理論と実践 木全力夫、則武辰夫編著 東洋館出版社 2001

92 社会教育計画ハンドブック 今西幸蔵 八千代出版 2004

93 社会教育主事の歴史研究 蛭田道春 学文社 1999

94 社会教育・生涯学習基礎資料　　第2版 高村久人、斉藤哲朗 樹村房 1997

95 社会教育・生涯学習ハンドブック（第６版） 社会教育推進全国協議会編 エイデル研究所 2000

96 社会教育調査の仕方と事業計画のたて方 稲生勁吾 日常出版 1989

97 社会教育調査法 渡辺博史 全日本社会教育連合会 1987

98 社会教育と生涯学習 宮坂広作 明石書店 1988

99 社会教育における出会いと学び　　地域に生きる公民館入門 片野親義 ひとなる書房 2002

100 社会教育に関する答申集　　Ⅰ 全日本社会教育連合会 1988

101 社会教育に関する答申集　　Ⅱ 全日本社会教育連合会 1989

102 社会教育に関する答申集　　Ⅲ 全日本社会教育連合会 1986

103 社会教育に関する答申集　　Ⅳ 全日本社会教育連合会 1988

104 社会教育に関する答申集　　Ⅴ 全日本社会教育連合会 1994

105 社会教育に関する答申集　　Ⅵ 全日本社会教育連合会 1997

106 社会教育に関する答申集　　Ⅶ 全日本社会教育連合会 1998

107 社会教育の核心 鈴木真理、大島まな、清國祐二 全日本社会教育連合会 2010

108 社会教育の基礎 鈴木真理　、松岡廣路 学文社 2006

109 社会教育の基礎 伊藤俊夫、吉川弘、山本恒夫 文教書院 1999

110 社会教育の基礎　［生涯学習テキスト］⑩ 林部一二、角替弘志、藤村和男、佐藤守、加藤雅晴 実務教育出版 1998

111 社会教育の“しごと” 社会教育推進全国協議会 社会教育推進全国協議会 2005
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112 社会教育の終焉＜新版＞ 松下圭一 公人の友社 2003

113 社会教育の紛争と法 徳村烝 阿吽社 2000

114 社会教育の展望　　二十一世紀をめざして 国生寿、吉富啓一郎、川原黎治、加藤雅晴　 学文社 1992

115 社会教育法解説/公民館の建設 寺中作雄 国土社 1995

116 社会教育論 宮原誠一 国土社 1990

117 社会再生のための生涯学習　　　－21世紀・生涯学習の展望ー 瀬沼克彰 大明堂 2002

118 社会・生涯教育文献集Ⅰ 　１社会教育-教育の社会計画をどうたてるか 宮原誠一 光文社 2002

119 社会・生涯教育文献集Ⅰ　２占領期日本の社会教育改革 J・M・ネルソン 大空社 2002

120 社会・生涯教育文献集Ⅰ　３社会教育論　　村の社会教育 津高正文 新元社 2002

121 社会・生涯教育文献集Ⅰ  ４社会教育学 海後宗臣、村上俊亮 誠信書房 2002

122 社会・生涯教育文献集Ⅰ  ５現代社会教育　社会教育講義 宇佐川満、福尾武彦 誠文堂新光社 2002

123 社会・生涯教育文献集Ⅰ 　６近代日本社会教育史の研究 宮坂広作 法政大学出版局 2002

124 社会・生涯教育文献集Ⅰ　７社会教育 碓井正久 第一法規 2002

125 社会・生涯教育文献集Ⅰ  ８生涯教育 天城勲序、森隆夫 帝国地方行政学会 2002

126 社会・生涯教育文献集Ⅰ  ９生涯教育論　生涯教育論-その構想と批判 波多野完治 小学館 2002

127 社会・生涯教育文献集Ⅰ  １０社会教育と国民の学習権 小川利夫 勁草書房 2002

128 社会を創る市民大学　　生涯学習の新たなフロンティア 田中雅文 玉川大出版 2000

129 社会を変える教育　未来を創る教育  21世紀の教育と生涯学習まちづくりの新局面 榛村純一 清文社 2001

130 住民参加の文化開発 瀬沼克彰 学文社 1988

131 住民参画による　社会教育の展開  　社会教育委員のあゆみと役割 社団法人　全国社会教育委員連合 美巧社 2008

132 主体形成の社会教育学①　学校型教育を越えて 　　　　エンパワメントの不定型教育 鈴木敏正 北樹出版 1997

133 主体形成の社会教育学②　生涯学習を組織するもの　　現代社会教育構造論 神田嘉延、遠藤知恵子、宮崎隆志 北樹出版 1997

134 主体形成の社会教育学③　地域住民とともに　　　　　　　社会教育実践論 大前哲彦、千葉悦子、鈴木敏正 北樹出版 1998

135 主体形成の社会教育学④　自己教育の主体として　　　　地域生涯学習計画論 山本健慈、高倉嗣昌、木村純 北樹出版 1998

136 生涯学習・社会教育行政必携　平成12年版 生涯学習・社会教育行政研究会 第一法規 1999

137 生涯学習・社会教育行政必携　平成14年版 生涯学習・社会教育行政研究会 第一法規 2001

138 生涯学習・社会教育行政必携　平成16年版 生涯学習・社会教育行政研究会 第一法規 2003

139 生涯学習・社会教育行政必携　平成18年版　 生涯学習・社会教育行政研究会 第一法規 2005

140 生涯学習・社会教育行政必携・平成20年版 生涯学習・社会教育行政研究会 第一法規 2007

141 生涯学習・社会教育行政必携　平成22年度版 生涯学習・社会教育行政研究会 第一法規 2009

142 生涯学習・社会教育行政必携　平成24年度版 生涯学習・社会教育行政研究会　編集 第一法規 2011

143 生涯学習・社会教育行政必携　平成26年度版 生涯学習・社会教育行政研究会　編集 第一法規 2013

144 生涯学習・社会教育行政必携　平成28年度版 生涯学習・社会教育行政研究会　編集 第一法規 2015

145 生涯学習・社会教育行政必携　平成30年度版 生涯学習・社会教育行政研究会　編集 第一法規 2017

146 生涯学習・社会教育行政必携　令和2年度版 生涯学習・社会教育行政研究会　編集 第一法規 2019

147 生涯学習　　　おもしろくなき世をおもしろく 千宗室 教育出版 1996

148 生涯学習　　豊かな人生の実現 朝倉征夫、佐々木貢 学芸図書 2002

149 生涯学習概論 山本恒夫 東京書籍 1998

150 生涯学習概論 佐々木正治 福村出版 1997

151 生涯学習概論 吉川弘 文教書院 1999

152 生涯学習か・く・ろ・ん 西村美東士 学文社 1995

153 生涯学習活動のプログラム 岡本包治 全日本社会教育連合会 1998

154 生涯学習がつくる公共空間 佐藤一子 柏書房 2003

155 生涯学習化の潮流と対応 瀬沼克彰 東洋館出版社 1995

156 生涯学習計画と社会教育の条件整備 小林文人、藤岡貞彦編著 エイデル研究所 1990

157 生涯学習支援のための参加型学習のすすめ方 廣瀬隆人、澤田実、林義樹、小野三津子 ぎょうせい 2000

158 生涯学習支援論
清國祐二　執筆編集代表
国立教育政策研究所社会教育実践研究センタ-

ぎょうせい 2020

159 生涯学習支援の道具箱 浅井経子　企画編集代表 一般財団法人　社会通信教育協会 2019

160 生涯学習時代の教育学 角替弘志、丹波智義、沼田俊昭、野村達雄 福村出版 2001

161 生涯学習時代の社会教育をつくる 月刊社会教育編集部編 国土社 1995

162 生涯学習時代の社会教育 黒沢惟昭 明石書店 1996

163 生涯学習時代の人権 黒沢惟昭、森山沾一 明石書房 1995

164 生涯学習時代の成人教育学 渡邊洋子 明石書店 2002

165 生涯学習実践技法シリーズ　　生涯学習「eソサエティ」ハンドブック 井内慶次郎監修/山本恒夫、浅井経子、伊藤　康志 文憲堂 2004

166 生涯学習実践技法シリーズ　　生涯学習「答申」ハンドブック 井内慶次郎監修/山本恒夫、浅井経子 文憲堂 2004

167 生涯学習実践技法シリーズ　　生涯学習「自己点検・評価」ハンドブック 井内慶次郎監修/山本恒夫、浅　経子、椎廣行 文憲堂 2004

168 生涯学習事典 日本生涯教育学会 東京書籍 1997



番号 書籍名 編著者名 発行・出版社名 発行年

169 生涯学習社会 讃岐幸治、住岡英毅 ミネルヴァ書房 2001

170 生涯学習・社会教育実践用語解説 伊藤俊夫 全日本社会教育連合会 2002

171 生涯学習社会の課題探求 北海道女子大学生涯学習研究所 二瓶社 1997

172 生涯学習社会の社会教育（改訂版）　　-社会教育委員必携- 伊藤俊夫 全日本社会教育連合会 2002

173 生涯学習社会へのあゆみ 佐藤政孝 全日本社会教育連合会 1992

174 生涯学習情報年鑑 １９９９年版 日本生涯学習総合研究 日本生涯学習総合研究 1999

175 生涯学習推進・社会教育計画 吉川弘、角替弘司 文教書院 2000

176 生涯学習体系構築のヴィジョン 井上講四 学文社 1998

177 生涯学習体系の構築へ向けて 湯川二郎 学文社 1993

178 生涯学習テキスト 島根県教育委員会 1995

179 生涯学習と学校５日制 岩淵英之 エイデル研究所 1993

180 生涯学習と計画 上杉孝實　、前平泰志 松籟社 1999

181 生涯学習と公民館 小川利夫 亜紀書房 1992

182 生涯学習とコミュニティ戦略Ⅱ
中国・四国・九州地区生涯学習実践研究交流会
三浦清一郎

全日本社会教育連合会 1997

183 生涯学習と社会参加   　おとなが学ぶことの意味 佐藤一子 東京大学出版社 2001

184 生涯学習と人権 平野一郎 解放出版社 1984

185 生涯学習と人権　　理論と課題 上杉孝實、黒沢惟昭 明石書店 1999

186 生涯学習と自己実現 麻生誠、堀薫夫 放送大学教育振興会 2002

187 生涯学習としての環境教育 佐島群巳、小澤紀美子 国土社 1992

188 生涯学習と社会教育計画 岩井龍也、国生寿、吉富啓一郎 学文社 1999

189 生涯学習と社会教育のゆくえ 佐藤春雄 成文堂 2001

190 生涯学習と主体形成 宮坂広作 明石書店 1992

191 生涯学習と地域ルネッサンス 瀬沼克彰 全社連 1993

192 生涯学習と地域活性化 瀬沼克彰 大明堂 1998

193 生涯学習と博物館活動 加藤有次 雄山閣 1999

194 生涯学習と開かれた施設活動 大堀哲、斎藤慶三郎、村田文生　共著 学文社 1994

195 生涯学習の事業内容と問題点 国立教育研究所内生涯学習研究会 ぎょうせい 1992

196 生涯学習の新しいステージを拓く　　① 生涯学習を拓く 白石克巳  ぎょうせい 2001

197 生涯学習の新しいステージを拓く　　②学校と地域でつくる学びの未来 白石克巳、佐藤晴雄、田中雅文 ぎょうせい 2001

198 生涯学習の新しいステージを拓く　　③クリエイティブな学習空間をつくる 白石克巳、廣瀬隆人、佐藤晴雄、稲葉隆 ぎょうせい 2001

199 生涯学習の新しいステージを拓く　　④学習プログラムの革新 白石克巳、金藤ふゆ子、廣瀬隆人 ぎょうせい 2001

200 生涯学習の新しいステージを拓く　　⑤「民」が広げる学習世界 白石克巳、田中雅文、廣瀬隆人 ぎょうせい 2001

201 生涯学習の新しいステージを拓く　　 ⑥ITで広がる学びの世界 白石克巳、廣瀬敏夫、金藤ふゆ子 ぎょうせい 2001

202 生涯学習の企画・実践 由利忠四郎 日常出版 2002

203 生涯学習の基礎 倉内史郎、鈴木真理 学文社 2002

204 生涯学習の支援 伊藤俊夫　編 実務教育出版 1995

205 生涯学習の振興計画 伊藤俊夫、今村隆信、安部豊、上田祐司、田丸淳哉 日常出版 1995

206 生涯学習の社会学 赤尾勝巳 玉川大学出版部 1998

207 生涯学習の振興と行政の役割 金子照基 風間書房 1999

208 生涯学習の設計 山本恒夫、浅井経子、手打昭敏、伊藤俊夫 実務教育出版 2000

209 生涯学習の創造ーアンドラゴジーの視点から 西岡正子 ナカニシヤ出版 2001

210 生涯学習の創造 香川正弘、宮坂広作編著 ミネルヴァ書房 1996

211 生涯学習の展開 吉富啓一郎、国生寿 学文社 2001

212 生涯学習の展開 香川正弘、三浦嘉久 ミネルヴァ書房 2002

213 生涯学習の扉　　理念・理論・方法 森隆夫、耳塚寛明、藤井佐知子 ぎょうせい 1997

214 生涯学習のネットワーク推進 瀬沼克彰 学文社 1996

215 生涯学習の文化経済学 野田邦弘 （株）芙蓉書房出版 2000

216 生涯学習の方法　　学ぶ人と援助する人のマニュアル 土橋美歩 学芸図書 1998

217 生涯教育の理念と方法 森隆夫 （財）全日本社会教育連合会 1990

218 生涯学習の理論 宮坂広作 明石書店 1990

219 生涯学習論 山本恒夫、浅井経子、渋谷英章編 文憲堂 2008

220 生涯学習論 川野辺敏、山本慶裕 福村出版 1999

221 生涯学習論　　自立と共生 白石克己、森田希一、遠藤克弥 実務教育出版 1997

222 生涯学習論　　ー日本の「学習社会」ー 末元誠 エイデル研究所 1998

223 生涯学習を考える　　その方向と国際比較 兵庫県長寿社会研究所 晃洋書房 1999

224 生涯学習を振興するための行政 井内慶二郎 全日本社会教育連合会 1991

225 生涯教育・スポーツの法と裁判 森部英生、三浦嘉久 エイデル研究所 1994



番号 書籍名 編著者名 発行・出版社名 発行年

226 生涯教育入門　（第２部） ポール・ラングラン 全日本社会教育連合会 1989

227 生涯教育の理念と方法 森隆夫 全日本社会教育連合会 1990

228 生涯教育への道　　　生涯学習テキスト① 白石克己他著 実務教育出版 1998

229 状況に埋め込まれた学習　　正統的周辺参加 ジーン・レーヴェンヌ・ウエンガー 学文社 2000

230 シリーズ生涯学習社会における社会教育　①生涯学習と社会教育 鈴木真理・松岡廣路 学文社 2003

231 シリーズ生涯学習社会における社会教育　②社会教育と学校 鈴木真理、佐々木英和 学文社 2003

232 シリーズ生涯学習社会における社会教育　③生涯学習をとりまく社会環境 鈴木真理、小川誠子 学文社 2003

233 シリーズ生涯学習社会における社会教育　④生涯学習の学習論 鈴木真理、永井健夫 学文社 2003

234 シリーズ生涯学習社会における社会教育　⑤生涯学習の支援論 鈴木真理、津田英二 学文社 2003

235 シリーズ生涯学習社会における社会教育　⑥生涯学習の計画・施設論 鈴木真理、守井典子 学文社 2003

236 シリーズ生涯学習社会における社会教育　⑦生涯学習の原理的諸問題 鈴木真理、梨木雄太郎 北大路書房 2003

237 資料で読む　転換期の生涯学習　　　　　　　　　　　　　　　 高岡信也 北大路書房 2002

238 資料と図で見る生涯学習 福留強、古市勝也 ぎょうせい 1995

239 新教育社会学辞典 有斐閣 1986

240 人権時代の生涯学習　　啓発の理論と方法 部落解放研究所 解放出版社 1995

241 新社会学辞典 日常出版 2000

242 新・社会教育法解説 井内慶二郎、山本恒夫、浅井経子 ぎょうせい 2000

243 新生涯学習概論 蛭田道春 日常出版 2000

244 人生を変える生涯学習の力 小宮山博仁、立田慶裕 全日本社会教育連合会 2004

245 新訂　公民館における災害対策ハンドブック 公益社団法人　全国公民館連合会 第一法規 2017

246 シンポジウム　何のため誰のための　生涯学習推進計画（報告書） 岡村薫、佐々木英和 全日本社会教育連合会 2000

247 生活のなかの生涯学習 村田文生、佐伯通世 実務教育出版 1998

248 成人教育と市民社会　　行動的シティズンシップの可能性 不破和彦　編訳　 青木書店 2002

249 成人教育の現代的実践　　ペダゴジーからアンドラゴジーへ マルカム・ノールズ、　堀薫夫、三輪建二監修 鳳書房　 2002

250 成人教育の理解　｛生涯学習テキスト｝② 池田秀男他著 実務教育出版 1997

251 成人教育は社会を変える
E.ハミルトン
田中雅文、笹井宏益、廣瀬隆人

玉川大学出版部 2003

252 成人教育への挑戦 中島俊教序、永田良行 全日本社会教育連合会 1982

253 叢書生涯学習Ⅰ　自己教育の思想史 社会教育基礎理論研究会編 雄松堂出版 1992

254 叢書生涯学習Ⅱ　社会教育実践の展開 社会教育基礎理論研究会編 雄松堂出版 1990

255 叢書生涯学習Ⅲ　社会教育実践の現在（１） 社会教育基礎理論研究会編 雄松堂出版 1992

256 叢書生涯学習Ⅳ　社会教育実践の現在（２） 社会教育基礎理論研究会編 雄松堂出版 1992

257 叢書生涯学習Ⅵ　自治の創造と公共性 社会教育基礎理論研究会編 雄松堂出版 1990

258 叢書生涯学習Ⅶ　成人性の発達 社会教育基礎理論研究会編 雄松堂出版 1998

259 叢書生涯学習Ⅸ　諸外国の生涯学習 社会教育基礎理論研究会編 雄松堂出版 1991

260 叢書生涯学習１Ⅹ　生活世界の対話的創造 社会教育基礎理論研究会編 雄松堂出版 1992

261 創年のススメ 福留強 ぎょうせい 2008

262 地域創造と生涯学習計画化　 　地域をつくる学びⅢ 千田忠 北樹出版 2001

263 地域創造と大学 長崎大学生涯学習教育研究センター運営委員会 大蔵省印刷局 1999

264 地域社会教育と生涯学習 国生寿著 溪水社 2001

265 地域社会と教育 住田正樹 九州大学出版会 2001

266 地域と社会教育　　　伝統と創造 北田耕也、草野滋之、畑潤、山﨑功 学文社 1998

267 地域と社会教育の創造 末元誠、小林平造、上野景三 エイデル研究所 1995

268 地域における生涯学習の支援システム 岡東壽隆 東洋館出版社 1997

269 地域の子どもが健やかに育つ　公民館子育て支援活動 今井雅裕 日常出版 2002

270 地域の生涯学習を革新する 瀬沼克彰 学文社 1997

271 地域を活かす生涯学習　　行政主導から住民主導へ 瀬沼克彰 ミネルヴァ書房 2003

272 地方分権と自治体社会教育の展望 日本社会教育学会編 東洋館 2000

273 長寿社会の生きがい探し  余暇と生涯学習の活用 瀬沼克彰 大明堂 2000

274 地域をひらく生涯学習　　社会参加から創造へ 瀬沼克彰 日本地域社会研究所 2014

275 知を拓く　学びを創る　新・社会教育入門 島田修一 つなん出版 2004

276 図書館であそぼう　－知的発見のすすめ- 辻由美 講談社 1999

277 図書館ボランティア 図書館ボランティア協会 丸善 2000

278 図書館を遊ぶ 渡部幹雄 新評論 2004

279 ２１世紀生涯学習への招待 山本恒夫 協同出版 2001

280 ２１世紀の生涯学習 佐木正治 福村出版 2000

281 ２１世紀の生涯学習　　生涯発達と自立 宮崎冴子 理工図書 2001

282 ２１世紀の宝　生涯学習 今西幸蔵 協同出版 2001
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283 二訂　生涯学習概論
馬場祐二朗
国立教育政策研究所社会教育実践研究センタ-

ぎょうせい 2018

284 日本型生涯学習の特徴と振興策 瀬沼克彰 学文社 2001

285 日本社会教育史と生涯学習 大串隆吉 学文社 1998

286
人気を呼ぶ！協創・協働の生涯学習
　　住民と行政が連携する共生・元気プロジェクト

瀬沼克彰 日本地域社会研究所 2008

287 人間の発達と社会教育学の課題 お茶の水女子大学社会教育研究会編 学文社 1999

288 人間発達の地域づくり　　　-人権を守り自治を築く社会教育- 島田修一、辻浩、細山俊男、星野一人 国土社 2012

289 博物館が学級崩壊を救う 村上義彦 ボイックス 2000

290 働きざかりは生きがいづくり　　　おやじたちの生涯学習シリーズ１　 定年になってからでは遅い 大下勝巳 まつやま書房 1997

291 東日本大震災と社会教育　　　３．１１後の世界にむきあう学習を拓く 石井山竜平 国土社 2012

292 人がつながる居場所のつくり方　日野社会教育センターが実践したコミュニティデザインの成功 日野社会教育センター WAVE出版 2014

293 拓きゆく生涯学習 西野仁、田中雅文、山本慶裕編著 学文社 1998

294 変化する時代の社会教育 伊藤俊夫 学文社 2004

295 勉強せぇ！ 立田慶裕、鍋島祥郎 日常出版 2003

296 変動する社会と成人教育 ヴァインベルク 玉川大出版 1995

297 放課後博物館へようこそ 浜口哲一 地人書館 2000

298 ボストン公共放送局と市民教育 赤堀正宜 東信社 2001

299 学ばないこと・学ぶことーとまれ・生涯学習の・ススメ 鈴木眞理 玉川大出版 2006

300 学びあう　コミュニティを培う　　社会教育が提案する新しい専門職像 日本社会教育学会 東洋館出版社 2009

301 学びのスタイル　　　生涯学習入門 赤尾勝巳、山本慶裕 玉川大出版 2000

302 学びのデザイン　　生涯学習方法論 赤尾勝巳、山本慶裕 玉川大出版 1998

303 学ぶ・考える　社会教育を学ぶ人のために 山口富造　編著 学文社 1993

304 学ぶ心を育てる　博物館 博物館と学校をむすぶ研究会 （株）ミュゼ 2000

305 未来型公民館への７つの条件 朝比奈博、工藤日出夫 日常出版 2000

306 未来をつくる図書館 菅谷明子 岩波新書 2003

307 未来を拓く子どもの社会教育 上杉高實、小木美代子監修　　立柳聡、姥貝荘一 学文社 2009

308 メディアと生涯学習 笹井宏益他 玉川大出版部 2000

309 豊かな人生のために　　　　第24集　　　生涯学習双書 中村彰、川村妙慶、小川誠子 福井県生活学習館 2007

310 ゆとりの学び　ゆとりの文化　　　－２１世紀の学習社会ー 新井郁男 教育出版 2001

311 よくわかる公民館のしごと 社団法人　全国公民館連合会 社団法人　全国公民館連合会 2008

312 よくわかる公民館のしごと　　増強改訂版 社団法人　全国公民館連合会 社団法人　全国公民館連合会 2009

313 よくわかる社会教育委員の活動　　ー２０の課題と１００のヒントー
工藤日出夫、朝比奈博 編著
阿部豊、藤原喜久、平田正昭

日常出版 2001


