
（　別　　紙　）

学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

（所在地） 倉吉市上井781-1
（担当者名） 足達
（電話番号） 0858-26-3436

（主な交通機関等） 汽車、バス

（所在地） 米子市榎原1889-6
（担当者名） 長谷川
（電話番号） 0859-39-7100

（主な交通機関等）

（所在地） 米子市新開4-14-11
（担当者名） 門脇
（電話番号） 0859-22-7900

（主な交通機関等） バス

（所在地） 米子市新開4-14-11
（担当者名） 門脇
（電話番号） 0859-22-7900

（主な交通機関等） バス

学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

・担当の指示に従って、小学生の見
守り、運動遊びの援助をする。
・掃除や担当の手伝いをする。

7月25日（月）
～

8月19日（金）

計5回

8時30分～16時30分
（月～金の可能な時間）

3名

学童保育に興味・関心があ
り、教員免許、幼稚園教諭
免許又は保育士資格取得
を目指している方。

週1回程度でも都合のつく
時に参加していただけると
助かります。

認定こども園
かいけ心正こども
園

認定こども園
倉吉東こども園

学級担任補助
（3歳以上児クラス）

学級担任の指示に従って、園児と
生活や遊びを共にし、援助やアドバ
イスを行う。

長期休暇
（夏、冬、春）

9時～16時
（短くてもかまいません）

3名

・幼児教育に興味・関心が
あり、保育教諭や教員免許
取得を目指している方。
・上記以外で、幼児教育に
興味・関心がある方。

都合の良い日に来ていただ
けると助かります。

認定こども園
ベアーズ

保育補助
・担当保育教諭の指示に従い、子ど
もを見守り、一緒に遊ぶ。
・保育教諭の手伝い。

通年 可能な時間 3名
都合のつく時に来ていただ
けると助かります。

幼児教育に興味・関心があ
り、保育士を目指している
方。

【幼稚園・幼保連携型認定こども園】

学童保育補助

平成28年度「学生教育ボランティア」募集情報＜最終＞
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【小学校】

鳥取県教育委員会

連絡先等

連絡先等

連絡先等

保育補助
・担当の指示に従って、子どもを見
守り、援助する。
・掃除や担当の手伝いをする。

7月25日（月）
～

8月19日（金）

計5回

8時30分～16時30分
（月～金の可能な時間）

3名

幼児教育に興味・関心があ
り、幼稚園教諭免許取得又
は保育士資格を目指してい
る方。

週1回程度でも都合のつく
時に参加していただけると
助かります。

【中学校】

※現在募集情報はありません。小学校、中学校関係は、「その他教育機関」で三朝町の募集情報があります。

※現在募集情報はありません。小学校、中学校関係は、「その他教育機関」で三朝町の募集情報があります。
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鳥取県教育委員会

学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

（所在地） 鳥取市湖山町北3-250

（担当者名） 岩瀬

（電話番号） 0857-28-0250

（主な交通機関等）
JR鳥取大学前駅下車
徒歩5分

（所在地） 鳥取市湖山町北3-250

（担当者名） 岩瀬

（電話番号） 0857-28-0250

（主な交通機関等）
JR鳥取大学前駅下車
徒歩5分

（所在地） 鳥取市湖山町南3丁目848

（担当者名） 荻原

（電話番号） 0857-37-3100

（主な交通機関等） JR湖山駅から徒歩15分

（所在地） 鳥取市湖山町南3丁目848

（担当者名） 荻原

（電話番号） 0857-37-3100

（主な交通機関等） JR湖山駅から徒歩15分

連絡先等

【高等学校】

学習セミナー
夏季休業中に集中して生徒に対
して基礎学習を中心にプリント
学習等を行う。

8月上旬
～

8月中旬

計5日

9時～12時

基礎数学の学習支援がで
きる方。

①簡単な学習事項（分
数・割り算など）から始
まります。（主に中学ま
での内容を扱います。）
②毎週でなくてもかまい
ませんし、どちらか一方
でもかまいません。

※謝金として、来校のた
めの交通費を含め、1時間
当たり1,000円を支払いま
す。
※学校行事等の関係で、
お願いする時期、時間帯
が変更になる場合があり
ます。

週1回、来校して指導でき
ること。（学生の都合が
悪い場合には、考慮しま
す。実施曜日、期間は応
募者と相談し、決定しま
す。）

県立鳥取緑風
高等学校

県立鳥取湖陵
高等学校

アシスタント・ティー
チャー
（基礎数学）

教科担任の指示に従い、生徒の
学習内容理解の一助となるよう
アドバイスを行う。（中学生の
簡単な学習事項から始まりま
す。）

通年

アシスタント・ティー
チャー
（農業）

教科担任の指示に従い、演習時
に生徒にアドバイスを行う。ま
た、教科担任の準備・後片付け
を手伝う。

通年
木曜日
  10時15分～11時55分
　14時40分～16時20分

1～2
名

－

①農業科目「ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ」
の指導補助（ﾌｨｰﾙﾄﾞでの
調査や体験活動が主にな
ります。）
②毎週でなくてもかまい
ませんし、どちらか一方
で構いません。

※謝金として、来校のた
めの交通費を含め、1時間
当たり1,000円を支払いま
す。
※学校行事等の関係で、
お願いする時期、時間帯
が変更になる場合があり
ます。

6名
国語・数学・英語の基礎
的な指導ができる方。

原則は、5日間担当できる
こと。

学力補充（普通教科）
進学を希望する生徒の質問に答
える形で、アドバイス等を行
う。

通年
（同一曜日）

15時30分～17時 3名

国語、数学、英語、理科
（特に生物）の指導がで
きる方。（4教科全て指導
ができなくても結構で
す。数学は数Ⅱ程度とし
ます。）

月曜日
  12時50分～13時35分

木曜日
　13時45分～14時30分

各1名
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鳥取県教育委員会

学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

（所在地） 鳥取市湖山町南3丁目848

（担当者名） 荻原

（電話番号） 0857-37-3100

（主な交通機関等） JR湖山駅から徒歩15分

（所在地） 鳥取市湖山町南3丁目848

（担当者名） 荻原

（電話番号） 0857-37-3100

（主な交通機関等） JR湖山駅から徒歩15分

（所在地） 鳥取市湖山町南3丁目848

（担当者名） 荻原

（電話番号） 0857-37-3100

（主な交通機関等） JR湖山駅から徒歩15分

（所在地） 鳥取市湖山町南3丁目848

（担当者名） 荻原

（電話番号） 0857-37-3100

（主な交通機関等） JR湖山駅から徒歩15分

アシスタント・ティー
チャー
（数学Ⅰ）

教科担任の指示に従い、生徒の
学習内容理解の一助となるよう
アドバイスを行う。（中学生の
簡単な学習事項から始まりま
す。）

通年

通年

水曜日
　17時45分～18時30分

木曜日
　18時35分～19時

教科担任の指示に従い、生徒と
運動を行う。（準備、片付けも
含む。）

水曜日
　13時45分～14時30分
 
木曜日
　12時50分～13時35分
　
水曜日
　17時45分～18時30分

木曜日
　17時45分～18時30分

各1名
数学Ⅰの学習支援ができ
る方。

①「数学Ⅰ」の指導補
助、生徒への学習支援。
②毎週でなくても構いま
せんし、どちらか一方で
も構いません。

※謝金として、来校のた
めの交通費を含め、1時間
当たり1,000円を支払いま
す。
※学校行事等の関係で、
お願いする時期、時間帯
が変更になる場合があり
ます。

県立鳥取緑風
高等学校

連絡先等

アシスタント・ティー
チャー
（体育）

教科担任の指示に従い、生徒と
運動を行う。（準備、片付けも
含む。）

通年

日曜日
　13時50分～14時40分
  14時50分～15時40分

火曜日
　13時45分～14時35分
　14時40分～15時30分

各1名
球技全般が普通レベルに
できること。

日曜日か火曜日のどちら
かでも構いません。

※謝金として、来校のた
めの交通費を含め、1時間
当たり1,000円を支払いま
す。
※学校行事等の関係で、
お願いする時期、時間帯
が変更になる場合があり
ます。

アシスタント・ティー
チャー
（体育　夜間）

各1名

・女子1名に対応していた
だける方（女性の方希
望）
・軽スポーツに精通して
ほしいです。

※謝金として、来校のた
めの交通費を含め、1時間
当たり1,000円を支払いま
す。
※学校行事等の関係で、
お願いする時期、時間帯
が変更になる場合があり
ます。

アシスタント・ティー
チャー
（体育　夜間）

教科担任の指示に従い、生徒と
運動を行う。（準備、片付けも
含む。）

通年

火曜日
　20時15分～21時

木曜日
　19時25分～20時10分

各1名

・女子1名に対応していた
だける方（女性の方希
望）
・軽スポーツに精通して
ほしいです。

※謝金として、来校のた
めの交通費を含め、1時間
当たり1,000円を支払いま
す。
※学校行事等の関係で、
お願いする時期、時間帯
が変更になる場合があり
ます。
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鳥取県教育委員会

学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

（所在地） 鳥取市湖山町南3丁目848

（担当者名） 荻原

（電話番号） 0857-37-3100

（主な交通機関等） JR湖山駅から徒歩15分

（所在地） 鳥取市湖山町南3丁目848

（担当者名） 荻原

（電話番号） 0857-37-3100

（主な交通機関等） JR湖山駅から徒歩15分

学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

（所在地） 鳥取市江津260

（担当者名） 中西（教頭）

（電話番号） 0857-26-3601

（主な交通機関等） 路線バス他

（所在地） 米子市蚊屋343番地

（担当者名） 遠藤

（電話番号） 0859-27-3411

（主な交通機関等） JR伯耆大山駅

・子どもたちといっしょに活
動できる方。

県立米子養護
学校

わくわくけんべい

特別支援学校の児童・生徒の中
で、休業日（土曜日）に自宅や地域
で過ごすことが困難な児童・生徒を
対象として、本校施設を使いながら
スポーツや体験活動等を行う際の
支援を行う。

アシスタント・ティー
チャー
（生活産業情報）

教科担任の指示に従い生徒の学
習、活動の補助とアドバイスを
行う。

通年

アシスタント・ティー
チャー
（実用英語）

教科担任の指示に従い生徒の学
習、活動の補助とアドバイスを
行う。

通年

早朝子ども教室

【特別支援学校】
連絡先等

・スクールバス等の関係で始業時
刻前に登校してくる児童生徒を対象
とした見守り支援。
・障がい（病弱、肢体不自由）のある
児童生徒が対象。

通年
（課業日）

8時～9時
3～5
名

程度

・障がいのある児童生徒の
教育及び支援等に興味・関
心がある方。
・子どもと関わることが好き
な方。

・週1回程度でも都合のつく
時に参加していただけると
助かります。
・ボランティアとして登録い
ただき、可能な日、曜日等
の調整をさせていただきま
す。

火曜日
　19時25分～21時10分

木曜日
　19時25分～21時10分

各1名

・英語の指導ができる
方。（基礎レベル）
・生徒にやさしく丁寧に
学習支援してくださる
方。

各1名
ワード・エクセルを使え
る方。

ビジネス文書検定の受験
をめざします。

※謝金として、来校のた
めの交通費を含め、1時間
当たり1,000円を支払いま
す。
※学校行事等の関係で、
お願いする時期、時間帯
が変更になる場合があり
ます。

※謝金として、来校のた
めの交通費を含め、1時間
当たり1,000円を支払いま
す。
※学校行事等の関係で、
お願いする時期、時間帯
が変更になる場合があり
ます。

火曜日
　14時40分～15時25分
 
水曜日
　14時40分～15時25分
　
木曜日
　14時40分～15時25分

金曜日
　15時35分～16時20分

連絡先等

県立鳥取緑風
高等学校

県立鳥取養護
学校

できるだけ多くの回数参加
していただけると助かりま
す。

6月4日(土)
～

11月5日(土)

※土曜日、計15回

8時30分～11時30分 20名
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鳥取県教育委員会

学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

（所在地） 大山町妻木1115-4

（担当者名） 塚田

（電話番号） 0859-37-4000

（主な交通機関等） JR淀江駅からは公用
車にて送迎

（所在地） 大山町妻木1115-4

（担当者名） 塚田

（電話番号） 0859-37-4000

（主な交通機関等） JR淀江駅からは公用
車にて送迎

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 北尾

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 北尾

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 北尾

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 北尾

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 北尾

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 北尾

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 北尾

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） バス

3泊4日の長期宿泊体験学習を先
生、指導員と一緒に支援する。

9月6日（火）
～

9月9日（金）

8時30分
～

翌日15時30分
7名

学校教育に興味・関心があ
り、教員免許取得を目指し
ている大学生以上の方。

1泊2日の日程に参加できる
方。

「船上山の夏を楽しむ①
②」に参加する小学4年
生～6年生の支援

ダム湖でのカヌーやイカダ体験や谷
川探検の参加者への支援を行う。

①8月6日（土）
②8月7日（日）

8時30分～16時30分 3名
カヌーの操作など体力に自
信のある大学生以上の方。

－

1日目 9時
～

最終日 15時
5名

学校教育に興味・関心があ
り、教員免許取得を目指し
ている大学生以上の方。

部分参加可

「秋山登山企画」に参加
する小中学生とその家族
に対する支援

ソリなどの雪上活動に慣れ
ていて、参加者の活動を支
援することができる大学生
以上の方。

ソリやスノーシューなど雪上での活
動を補助し、安全に野外体験がで
きるように支援する。

2月11日（土）
～

2月12日（日）

1日目 9時
～

2日目 15時
2名

「船上山アドベンチャース
クール」に参加する児童
への支援

「ウィンターフェスティバ
ル」に参加する小中学生
とその家族の活動を支援
する。

「ちっちゃい探検隊」にお
ける児童への支援

小学1年生～3年生に対する野外活
動や食事、入浴など生活の援助を
行う。

①6月25日（土）、26日（日）
②11月5日（土）、6日（日）
③3月4日（土）、5日（日）

「雪遊び企画」に参加す
る小学4年生～6年生の
活動を支援する。

ソリ遊びなどの活動を補助し、安全
に雪遊びができるようにする。

1月21日（土） 8時30分～16時30分 5名

そりなどの雪上活動に慣れ
ていて、小学生の活動をサ
ポートできる大学生以上の
方。

連絡先等

「船上山アカデミー」に参
加する小中学生に学習
支援や生活支援を行う。

参加者と一緒に遊んだり、勉強した
りして、2泊3日の活動を支援する。

12月25日（日）
～

12月27日（火）

1日目 9時
～

最終日 15時
5名

標高1,200mの勝田ヶ山に参加者と
一緒に登山し、活動を支援する。

10月23日（日） 8時30分～16時30分 2名

むきばんだまつり
弥生体験ボランティア

年に1度の大きなまつりにてもの
づくりを中心とした弥生体験を
実施、利用者への説明、活動支
援を行う。

9月22日（木） 9時～16時 10名

標高差1,000m、往復7時間
程度の登山を行うことがで
きる大学生以上の方。

学校教育に興味・関心があ
り、教員免許取得を目指し
ている大学生以上の方。

県立船上山少
年自然の家

子どもたちやその家族と
の関わりを持ちたい方、
歴史やものづくりに興味
のある方等、当施設来園
者に積極的に関わってく
ださる方。

1日で4,000人近くの来園
者があるので、たくさん
の方に接することができ
ます。

お気楽♪弥生気分！
弥生体験ボランティア

土日祝日（夏休み期間は毎日）
に、ものづくりを中心とした弥
生体験を実施、利用者への説
明、活動支援を行う。

通年 10時～16時30分 10名

子供達やその家族との関
わりを持ちたい方、歴史
やものづくりに興味のあ
る方等、当施設来園者に
積極的に関わってくださ
る方。

通年登録で都合の良い日
に活動していただきま
す。

県立むきばん
だ史跡公園

【その他教育機関】
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学校名 活動内容 具体的な活動内容 活動期間 時間帯
募集
人数

応募要件（資格等） その他

（所在地） 三朝町大瀬999-2

（担当者名） 教育総務課　平井

（電話番号） 0858-43-3510

（主な交通機関等）

（所在地） 三朝町大瀬999-2

（担当者名） 教育総務課　平井

（電話番号） 0858-43-3510

（主な交通機関等）

（所在地） 三朝町大瀬999-2

（担当者名） 社会教育課　御船

（電話番号） 0858-43-3518

（主な交通機関等）

（所在地） 三朝町大瀬999-2

（担当者名） 社会教育課　御船

（電話番号） 0858-43-3518

（主な交通機関等）

（所在地） 三朝町大瀬999-2

（担当者名） 社会教育課　御船

（電話番号） 0858-43-3518

（主な交通機関等）

三朝町教育委
員会
社会教育課

ものづくりコーナーの開
設と運営（1ブース）

なんでもいいので、児童が楽しめる
ものづくりコーナーを設置し、子ども
たちに作り方などの指導や支援を
行う。

12月10日（土）
1日のみ

8時30分集合
9時～15時頃

3名
科学ものづくりの指導がで
きる方。

小学校学力補充
算数等のプリント学習を個別で行う
時に、担当者の指示に従い児童に
アドバイスを行う。

8月20日（土）
～

12月17日（土）
9時30分～11時30分 2名

国語・算数の指導ができる
方。

来場者は、200名ぐらい
材料代は、三朝町で負担し
ます。
謝金をお支払いします。

通学合宿（小学生）
小学生（4～6年生）の生活支援や
活動補助（炊事･掃除など）。

9月25日（日）
～

10月1日（土）
6泊7日

　初日 ： 14時～22時
　2～6日目 ： 6時～8時
　　　　　　　　16時～22時
　7日目 ： 6時～12時
　※宿泊あり

2名
教員免許取得を目指してい
る方。

三朝中学校寄宿舎に宿泊
します。
参加児童は、15名ぐらい、
ほかにもボランティアさんが
おられます。
謝金をお支払いします。

活動場所は、恩原高原ス
キー場。
薄謝を準備しています。

スキー・スノボー教室
スノーボードの指導、初心者の指導
ほか。

2月5日（日） 8時～16時30分
1～3
名

スノーボードの指導ができ
る方。

謝金をお支払いします。

中学校学力補充
数学、英語等のプリント学習を個別
で行う時に、担当者の指示に従い
生徒にアドバイスを行う。

6月～2月
計12土曜日

8時30分～11時30分 1名
教員免許取得を目指してい
る方。

12回すべてに来れなくても
かまいません。
謝金をお支払いします。

三朝町教育委
員会
教育総務課

連絡先等


