
MATSUNAGA　Yumiko

1 平成6年8月 近代文藝社

2 平成7年4月 実務教育出版

3 平成8年3月 文教書院

4 平成8年5月 教育開発研究所

5 平成8年12月 東京法令出版

6 平成9年7月 文教書院

7 平成16年3月 (財)全日本社会教育連合会

8 平成19年4月 文憲堂

9 平成21年6月 一般財団法人社会通信教育協会

10 平成21年10月 ぎょうせい

11 平成22年6月 理想社

12 平成24年4月 教育開発研究所

13 平成25年4月 教育開発研究所

14 平成26年1月 一般財団法人社会通信教育協会

15 平成27年3月 理想社

16 令和元年10月 理想社

地域をコーディネートする社会教育－新社会教育計画－

生涯学習概論－生涯学習社会の展望－新版

静岡産業大学　磐田キャンパス　教授

松永　由弥子　

まつなが　ゆみこ

職位 専任教授

取得学位 教育学修士（平成3年3月）筑波大学

著書

研究テーマ 生涯学習における学習継続性

所属学会 日本生涯教育学会、日本教育社会学会、日本教育学会、日本子ども社会学会

最終学歴 筑波大学大学院博士課程教育学研究科教育基礎学専攻退学

専門分野 教育学、生涯学習学　　 　　　　

主な担当科目 社会学、事前事後指導、教育社会学、進路指導、教職実践演習、専門演習

教育・研究内容

　社会の変化に伴い、教育改革がすすめられる中で、大人の学習の見直しも重要だと考えます。命の尊さ等の規範の再学習、情報技術や情
報モラルなど新しい社会についての新たな学習、キャリアアップや趣味の拡大など人生をさらに充実させるための学習を通して、大人がまず
変わり、その影響で社会が変わることが、子どもの教育をも改善することにつながるのではないでしょうか。何か起きたらどうにかするという
対症療法的な取り組みではなく、事故・事件を未然に防ぎ、将来の社会の方向を示せるような未来志向的・予防的な取り組みとして、「大人
の学び」が位置づけられる必要があると考えます。このように人々が生涯にわたって学び続けることの有用性を証明できるような研究をして
いきたいと思います。

教育学的人間関係論

生涯学習の支援

生涯学習推進・社会教育計画

生涯の教育－その本質を探る－

 生涯学習概論

変化する時代の社会教育－社会教育委員必携－

社会教育計画

「地域学習情報活用の理解と技術」 （文部科学省認定社会通信教育 生涯学習
支援実践講座　生涯学習コーディネーター研修第Ⅱ単元テキスト)

「成人の学習の理解とＶ字型回復力・成長力(レジリエンス)」 （文部科学省認定
社会通信教育　生涯学習支援実践講座　生涯学習コーディネーター新支援技法
研修　第Ⅰ単元テキスト）

Q&Aよくわかる社会教育行政の実務

生涯学習概論－生涯学習社会への道－

 教務主任の仕事術

教務主任の仕事術2

教育における公正と不公正
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17 令和2年3月 静岡学術出版

18 令和2年3月
国立教育政策研究所社会教育実践研究
センター

1 平成3年3月 筑波大学大学院博士課程教育学研究科

2 平成3年3月
『生涯学習の研究－辻功先生退官記念
論文集－』筑波大学社会教育学研究室

3 平成3年10月
『教育学研究集録第15集』
筑波大学大学院博士課程教育学研究科

4 平成3年11月 『日本生涯教育学会年報』第12号

5 平成5年3月 『東海女子大学紀要』第12号

6 平成6年3月 『東海女子大学紀要』第13号

7 平成6年11月 『日本生涯教育学会年報』第15号

8 平成7年3月 『東海女子大学紀要』第14号

9 平成8年3月 『東海女子大学紀要』第15号

10 平成12年3月 『東海女子大学紀要』第19号

11 平成14年10月
『静岡大学教育学部研究報告
（教科教育学篇）』第34号

12 平成14年11月 『日本生涯教育学会論集』23

13 平成16年2月
『静岡産業大学国際情報学部研究紀要』
第6号

14 平成20年2月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第10号

15 平成21年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第11号

16 平成22年2月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第12号

17 平成23年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第13号

18 平成23年11月 『日本生涯教育学会論集』32

19 平成24年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第14号

20 平成25年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第15号

21 平成26年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第16号

22 平成27年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第17号

23 平成28年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第18号

24 平成29年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第19号

25 平成29年3月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第19号

26 平成30年12月 『日本生涯教育学会論集』39

27 平成31年3月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第3巻第2号

28 平成31年3月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第3巻第2号

29 令和2年2月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第22号

商業高校における近年の進路指導の実際と課題（査読付）

静岡県下における子ども食堂の実態と課題（査読付）

偉人伝を活用した学生指導の教育的可能性に関する研究(査読付）

イギリスにおける継続教育(Further Education)の形成過程（査読付）

公民館利用者の学習継続性に関する研究－静岡県清水市の場合－（査読付）

イギリスの資格制度の現状と改革の動向

中高生の規範意識の構造とその問題性（査読付）

現代青少年の価値観に関する調査研究
～平成18年度静岡県青少年問題協議会実施調査結果から～（査読付）

学習継続性の観点からみた家庭教育に関する学習支援の検討
～静岡県の場合を例に～(査読付)

学校支援地域本部事業をめぐる現状と課題（1）
～中学校教員の意識調査から～（査読付）

学校支援地域本部事業をめぐる現状と課題（2）
～地域住民の意識調査から～（査読付）

成人に対する情報教育の必要性とそのあり方
～静岡県青少年問題協議会調査結果とその検討の経過から～（査読付）

「教職履修カルテ」のシステム設計に関する研究
－情報と資源の共有を目指したシステム－（査読付）

地域による学校支援のための手法の検討
－プロジェクトマネジメント・アプローチ－（査読付）

大学生の体験活動の現状と課題（査読付）

求められる教員の資質能力と教職実践演習のあり方（査読付）

特別な支援を要する子どものためのネット・スキル・トレーニング
－子供の情報モラルを育むために－

社会教育経営論 ハンドブック

学術論文
イギリスにおける継続教育の体系化に関する研究
－1980年代の継続教育カレッジの再編成を中心として－修士論文）

男性学習者の学習継続性に関する研究(査読付）

青少年の規範意識に関する調査研究

子どもをめぐる保護者の規範意識の特性と構造（査読付）

けいこ事における学習継続性の研究（査読付）

スポーツ学習における学習継続性の研究（査読付）

イギリスにおける義務教育終了後の教育機会の再編成
－マックファーレン委員会報告「16－19歳の者に対する教育」を中心として－

1980年代のイギリスにおける継続教育カレッジの再編成とコースの多様化

イギリスにおける継続教育カレッジの拡充
－1980年代におけるカレッジの規模の拡大を中心として－(査読付）

地域による学校支援のあり方に関する研究（査読付）

学校支援地域本部事業の現状と課題(3)（査読付）

学校教育ではぐくまれる「学び」のイメージに関する考察
～大学生のイメージ調査の試行的分析から～（査読付）

戦後社会教育の変遷と今後の課題
～静岡県社会教育委員連絡協議会50周年記念誌より～（査読付）
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30 令和2年2月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第4巻第1号

31 令和2年2月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第4巻第1号

32 令和3年2月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第23号

33 令和3年2月
『静岡産業大学情報学部研究紀要』
第23号

1 平成14年9月 （財）全日本社会教育連合会

2
平成18年1月
平成20年3月

日本生涯教育学会

1 昭和63年7月 筑波大学生涯教育研究プロジェクトチーム

2 昭和63年7月 筑波大学生涯教育研究プロジェクトチーム

3 平成元年6月 板橋区教育委員会

4 平成2年6月 生涯学習指導者養成研究会

5 平成2年9月 生涯学習指導者養成研究会

6 平成4年3月 大町市教育委員会

7 平成13年3月
静岡県青少年問題協議会
静岡県教育委員会

8 平成14年2月 藤枝市

9 平成16年3月 静岡県青少年問題協議会

10 平成17年3月 全国生涯学習市町村協議会第1分科会

11 平成19年3月
静岡県青少年問題協議会
静岡県教育委員会

12 平成22年12月
藤枝市教育委員会
藤枝市立高洲中学校/（静岡産業大学）

13 令和2年11月 第36期静岡県社会教育委員会

1 平成3年11月
日本生涯教育学会第12回大会（於国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター）

2 平成4年11月
日本生涯教育学会第13回大会（於国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター）

3 平成5年11月
日本生涯教育学会第14回大会（於国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター）

4 平成6年11月
日本生涯教育学会第15回大会（於国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター）

5 平成7年11月
日本生涯教育学会第16回大会（於国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター）

6 平成13年6月
日本子ども社会学会第5回大会
（於明治学院大学）

7 平成13年11月
日本生涯教育学会第22回大会（於国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター）

8 平成22年11月
日本生涯教育学会第31回大会（於国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター）

9 平成29年11月
日本生涯教育学会第38回大会（於国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター）

社会の変革期における社会教育の役割
～子供の貧困の現状に社会教育は何ができるか～

青少年・保護者の規範意識に関する調査結果報告書

公民館利用者の学習継続性に関する研究－静岡県清水市の場合－

けいこ事における学習継続性の研究

スポーツ学習における学習継続性の研究

辞典

生涯学習・社会教育実践用語解説

生涯学習研究 e事典

筑波大学夜間大学院に対する期待についての調査（報告書）

「板橋区民の文化･学習・スポーツについてのアンケート」調査報告書

調査報告書

学習成果の評価に関する調査報告書
－教育委員会・生涯学習センター･首長部局の部－

商業高校における近年の進学指導の実際と課題(査読付)

地域による学校支援のあり方に関する研究

地域による学校支援のための手法の検討
－プロジェクトマネジメント・アプローチ－

男性学習者の学習継続性に関する研究

中高生の規範意識の構造とその問題性

子どもをめぐる保護者の規範意識の特性と構造

“男女が共に支えあう社会”をつくるための市民意識調査結果報告書

情報社会における青少年の意識・行動に関する調査報告書

継続的な地域づくりの「仕組み」に関する調査研究報告書

現代青少年の意識及び生活実態等に関する調査報告書

子どもの貧困と社会教育

学会発表

市民の生活と学習･スポーツ・文化活動の調査報告書

ネットによる課題出題回収システム

多様化する社会における若者の進路形成に関する一考察
～教育は社会的格差とどう向き合うか～(査読付)

地域による学校支援のあり方に関する住民意識調査報告書

筑波大学昼夜開講大学院に対する期待についての調査（報告書）

生涯学習社会における指導者確保の展望
－学習成果の評価に関する一考察－（報告書）

イギリスにおける継続教育カレッジの再編成－1980年代を中心に－
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1 平成19年8月 TL会（生涯学習研究会）総会

2 平成21年8月 TL会（生涯学習研究会）総会

1 平成19年11月
平成19年度青少年健全育成強調月間
静岡県大会（於清水テルサ）

2 平成31年2月
教員の働き方改革シンポジウム
in Fujieda（於藤枝市生涯学習センター）

1 平成6年7月
『月刊公民館』7月号通巻446号
社団法人全国公民館連合会

1 平成29年3月 静岡県個人情報保護審査会

1

平成6年7月～
平成6年8月
平成10年8月
平成11年8月
平成15年8月

平成20年7月～
平成20年8月

平成23年7月～
平成23年8月

平成27年7月～
平成27年8月
令和元年7月

静岡大学

2

平成7年6月
平成7年9月
平成8年8月
平成8年9月

岐阜県

3

平成7年9月
平成9年1月

平成10年10月
平成11年10月
平成12年6月

国立教育会館社会教育研修所

4 平成8年10月 東海女子大学

5 平成8年12月 三島市教育委員会

6

平成14年11月
平成15年6月
平成19年7月
平成25年1月

静岡産業大学

7 平成15年1月 しまだ男女共同参画フォーラム

8 平成15年2月 静岡県

9

平成16年8月
平成17年8月
平成19年2月
平成20年2月
平成21年2月
平成22年2月
平成23年2月

国立教育政策研究所
社会教育実践研究センター

10 平成16年11月 磐田市

静岡大学社会教育主事講習　講師
「社会教育演習」　成人の学習
「社会教育計画」　学習相談の方法
「社会教育演習」　青少年の学校外活動
「生涯学習概論」　生涯学習情報と学習相談

依頼原稿

静岡県個人情報保護審査会委員10年表彰

依頼講演等

国立教育会館社会教育研修所　社会教育主事講習　講師
「社会教育概論」社会教育の意義と特質「外国の社会教育の歴史と動向」
「社会教育計画」社会の諸課題「民間の教育・学習事業」

シンポジウム

ふじのくにユースカレッジ　講師　　青少年リーダーとして必要な資質の深化
「社会調査とプログラム立案の方法」

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター　社会教育主事講習　講師
「社会教育特講」社会の諸課題「民間の教育機関と事業」
「社会教育特講」社会の諸課題「民間の教育・学習機関」

磐田市市民生涯大学講座「生涯学習ボランティア養成講座」講師
「生涯学習とボランティア」

新しい青少年像とそれを支援する大人の役割について特に現代青少年の価値観
について～平成18年度静岡県青少年問題協議会実施の調査から～

地域による学校支援に対する教職員意識～静岡県T中学校の調査から～

新しい青少年像とそれを支援する大人の役割

教員の働き方改革を学校、家庭、地域でどう進めるか

公民館利用者の学習継続性－静岡県清水市立中央公民館の場合－

研究会発表

静岡産業大学ティーチング・メソッド発表会における発表
「わかりやすい授業のあり方について｣
「学生に対する教員免許取得に向けての意識づけの方法－科目別・学年別に
　よる指導の差別化－」
「教育実習における授業実践に向けての指導方法」

しまだ男女共同参画フォーラム　講演会講師
「子どもの贈りものをみんなでわかちあうために」

大学公開講座　講師　「イギリスと日本の教育の比較」

岐阜県生涯学習専門講座　講師
「成人の学習傾向と現代的課題への取り組み」
「生涯学習計画立案の方法と手順」「生涯学習の動向」

受賞

三島市教育委員会社会教育課主催　実年教養セミナー　講師
「これからの人生設計」
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11 平成16年11月 静岡県警察

12 平成17年6月 静岡県総合教育センター

13 平成18年8月 東海文化専門学校

14 平成18年10月 島田北幼稚園

15 平成19年7月 静岡県

16 平成20年1月 独立行政法人国立青少年教育機構

17 平成20年1月 愛知県豊田市

18

平成20年4月
平成21年6月
平成22年5月
平成23年6月

藤枝市

19
平成20年度
平成21年度

藤枝市高洲中学校

20 平成21年6月 静岡県

21 平成21年8月 志太教育研究集会

22 平成21年11月 愛知県社会教育委員連絡協議会

23

平成22年5月
平成22年6月
平成23年5月
平成23年6月
平成24年6月
平成25年5月
平成26年6月
平成27年6月
平成28年6月
平成28年7月
平成29年7月
平成30年7月

静岡県

24 平成22年9月 磐田市

25 平成23年8月 菊川市立菊川東中学校

26 平成23年11月 静岡産業大学

27 平成24年3月 袋井市

28 平成24年7月 静岡県

29 平成25年1月 静岡産業大学

30

平成25年8月
平成26年8月
平成27年8月
平成28年8月
平成29年8月
平成30年8月
令和元年8月
令和2年8月

静岡大学

31 平成27年7月 静岡県榛原地区社会教育委員会

32 平成27年7月 神奈川県県西教育事務所

33 平成28年1月 静岡県西部地区社会教育会

独立行政法人国立青少年教育機構　青少年体験活動全国フォーラム
選択プログラムセミナーB1　講師　「地域の教育力を活用する体験活動」

愛知県豊田市交流館職員研修　講師　「講座企画のスキルアップ」

藤枝市男女男女共同参画推進モデル地区事業基調講演　講師
「男女参画社会とは～お互いを尊重し思いやる社会づくり」

静岡県地域社会教育指導者研修会　講師
「現代社会における社会教育のあり方～市町の社会教育委員として～」

志太教育研究集会　講師　「共生社会（お互いを尊重し思いやる社会）に向けて」

藤枝市立高洲中学校　教員研修講師

菊川市立菊川東中学校職員研修　講師
「『有徳の人づくり』アクションプランの策定について」

大学公開講座　講師
「日本一の教育のまち・藤枝を目指して～子どもの成長を支える大人の役割～」

袋井市生涯学習推進会議　講師　「「心ゆたかな人づくり」にむけた生涯学習の
あり方～道徳教育の現状と課題の観点から～」

静岡産業大学ラーニング・メソッド研究会における発表 ｢生涯学習における学習観
とラーニングメソッド～ノールズのアンドラゴジーをきっかけに～｣

静岡県生涯学習インストラクターの会設立10周年記念講演　講師
「生涯学習の地域振興方策～学習と教育の関係から～」

愛知県社会教育委員連絡協議会東尾張支部研修会　講師
「地域社会全体で教育の向上に取り組むために～現状を活かした連携（ネットワー
ク・コーディネート）づくりの観点から～」

静岡県社会教育新任者研修　講師

 磐田市男女参画基礎講座「ともりあ女性塾」第1回講師
「男女共に輝く社会へ～これからの素敵な生き方～」

 静岡県西部地区社会教育委員研修会　講師
「現代の教育改革の動向と社会教育」

静岡県榛原地区社会教育委員研修会　講師
「学校を支援する社会教育の在り方」

神奈川県県西教育事務所　足柄地区生涯学習指導者コース　研修講師 「地域にお
ける生涯学習・社会教育を推進するために～社会教育委員としての役割～」

静岡県井原地区社会教育委員合同研修会　講師
「社会教育再考の3つの視点」

島田北幼稚園保護者会教育講演会　講師　「黄色い天使とのつきあい方」

東海文化専門学校職員研修　講師　「授業のすすめ方」

 静岡大学教員免許状更新講習　講師

静岡県警察志田・榛原地区少年サポートセンター職員研修会 講師
「インターネット社会の進展に対応した青少年施策のあり方」

静岡県総合教育センター　これからの生涯学習担当者研修①　講師
「生涯学習の基本理念と学校の役割」
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34

平成28年7月
平成28年9月
平成29年1月
平成30年2月

沼津市

35
平成28年12月
平成30年6月

川根本町

36 平成29年6月 岩手県

37 平成29年9月 静岡市

38 平成31年2月 静岡産業大学

39 平成31年2月 藤枝市

40 令和2年8月
国立教育政策研究所社会教育実践研究
センター

41
令和2年9月～
令和3年1月

静岡産業大学

42 令和3年2月 静岡県社会教育委員連絡協議会

1 平成2年1月

2 平成8年6月

3 平成18年12月

4 平成21年10月

5 平成23年4月

6 平成30年5月

1 平成8年8月

2 平成12年7月

3 平成14年6月

4 平成16年8月

5 平成19年4月

6 平成22年4月

7 平成22年5月

8 平成24年6月

9 平成25年8月

10 平成26年4月

11 平成26年5月

12 平成28年10月

13 令和元年8月

14 令和2年7月 静岡県公安委員会委員(現在に至る）

2020年度Biviキャン公開講座　資格取得・能力向上講座
「生涯学習コーディネーター資格」取得講座　講師

岐阜県ほほえみライフ推進委員会委員（平成9年3月まで）

BiVi無料講座　講師　「これからの時代に向かう教育のあり方」

静岡県青少年問題協議会委員（平成20年3月まで、平成27年1月～平成29年3月まで会長）

静岡県社会教育委員連絡協議会　西部地区研修会　講師

「教員の働き方改革シンポジウム in Fujieda」基調講演

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター　社会教育主事講習　講師
「社会教育経営論｣家庭、学校、地域の連携・協働の推進と地域の活性化

その他「社会活動（都道府県）」

静岡県立朝霧野外活動センター指定管理者候補者選定委員会委員長（令和元年12月まで）

静岡県立吉田高等学校学校評議員（平成18年3月まで）

静岡県社会教育委員（平成24年7月まで、平成24年8月～平成26年7月及び平成28年11月～平成30年10月まで副委員長、
平成30年11月～現在まで委員長）

教育行政機関と民間教育事業との連携方策に関する調査研究協力者（文部省生涯学習局）（平成10年3月まで）

参議院教育基本法に関する特別委員会静岡地方公聴会公述人（平成18年12月6日）

国立青少年教育振興機構研究紀要第10号投稿原稿査読協力者（平成22年3月まで）

文部科学省大学設置・学校法人審議会専門委員（大学設置分科会）（平成26年3月まで）

社会教育主事講習の充実に資する教材等の開発に関する調査研究委員会（社会教育経営論）
委員（国立教育政策研究所社会教育実践研究センター）（令和2年3月まで）

静岡県個人情報保護審査会委員（平成29年3月まで）

静岡県社会教育委員連絡協議会50周年記念誌編集委員(平成27年3月まで）

沼津市生涯学習地域推進員研修会　講師
「生涯学習、生涯学習推進について」

川根本町家庭教育学級合同学習会　講師
「子供の成長を支える家庭教育～教育を「場」でとらえる～」

岩手県宮古地区教育振興運動推進研修会　講師
「人とつながる力をみんなで育む～人間関係づくりと情報メディア～」

静岡市清水区社会教育事業担当者等研修　講師
「社会教育学級における、現代的課題の意義と、今求められる課題とは何か？」

静岡県優良PTA文部科学大臣表彰被表彰候補団体の選考委員会委員（平成24年5月まで）

静岡県生涯学習審議会委員（平成26年6月まで）

県教育委員会事務の管理・執行に関する点検評価アドバイザー会議アドバイザー（平成29年10月まで）

静岡県立清流館高等学校学校評議員（平成30年3月まで）

学習成果の評価に関する研究協力者（中央教育審議会委託）（平成2年9月まで）

静岡県立大井川高等学校学校評議員（平成26年3月まで）

その他「社会活動（国）」

静岡県教育振興基本計画評価委員会委員及び推進委員会委員（現在に至る）
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1 平成13年4月

2 平成14年4月

3 平成14年4月 男女共同参画プランふじえだ推進懇話会委員（平成18年3月まで、平成18年4月～平成20年3月まで会長）

4 平成19年7月 藤枝市行政評価外部評価委員会委員（平成20年3月まで）

5 平成20年8月 藤枝市男女共同参画会議会長（現在に至る）

6 平成21年1月 藤枝市男女共同参画苦情・相談処理検討委員（現在に至る）

7 平成21年5月 磐田市男女共同参画センター利用促進委員会委員長（平成27年5月まで）

8 平成21年7月 藤枝市行政サービス評価委員会委員（現在に至る）

9 平成22年4月 藤枝市社会教育委員委員長（現在に至る）

10 平成22年4月 藤枝市生涯学習推進大綱策定懇話会会長（平成23年3月まで）

11 平成23年9月 静岡市ものづくり産業振興審議会委員（平成25年3月まで）

12 平成23年11月 藤枝市子ども未来応援会議委員（現在に至る）

13 平成25年4月 静岡県榛原郡吉田町立吉田中学校学校評議員（平成31年3月まで）

14 平成25年10月 藤枝市子ども・子育て会議委員長（現在に至る）

15 平成28年8月 藤枝市学校多忙化解消委員会委員(現在に至る)

16 平成29年1月 掛川市文化政策審議会委員（現在に至る）

17 令和3年3月 浜松こども館・浜松市立青少年の家主催事業の監修及び支援業務（令和4年2月まで）

18 令和3年4月 磐田市いじめ問題再調査委員(令和5年3月まで）

1 平成19年9月

2 平成23年1月

3 平成23年12月

4 平成26年8月

5 平成26年11月

6 平成29年11月

7 平成31年2月

平成22年度静岡県市町社会教育委員長等研修会
パネルディスカッションコーディネーター（平成23年1月19日）

平成23年度生涯学習機関等の連携に関する実践研究交流会実践研究発表C
（多様なニーズに応える学習機会）助言者（平成23年12月15日・16日）

藤枝市子ども☆子育てフォーラム　トークショー
「これからの子育てを考える」コーディネーター（平成26年8月9日）

第45回関東甲信越静社会教育研究大会神奈川大会
第2分科会（子どもの豊かな感性の育成）アドバイザー（平成26年11月21日）

第48回関東甲信越静社会教育研究大会静岡大会
第2分科会（家庭教育支援のあり方）助言者（平成29年11月17日）

教員の働き方改革シンポジウム in Fujieda
シンポジウムコーディネーター（平成31年2月23日）

その他「社会活動（市町村）」

島田市男女共同参画推進市民懇話会委員（平成19年3月まで）

藤枝市平成14年度大学と連携したまちづくり懇話会委員（平成15年3月まで）

その他「社会活動（コーディネーター等）」
第38回関東甲信越静社会教育研究大会静岡大会
第6分科会(生涯学習の場を広める方策)ファシリテーター（平成19年9月13日）
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