
（　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） 鳥取市的場151番地
（担当者名） 北村
（電話番号） 0857-51-8580

（主な交通機関等）

（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） 倉吉市仲ノ町742-1
（担当者名） 副園長　日野
（電話番号） 0858-22-4680

（主な交通機関等）

（所在地） 倉吉市仲ノ町742-1
（担当者名） 副園長　日野
（電話番号） 0858-22-4680

（主な交通機関等）

（所在地） 倉吉市仲ノ町742-1
（担当者名） 副園長　日野
（電話番号） 0858-22-4680

（主な交通機関等）

（所在地） 倉吉市仲ノ町742-1
（担当者名） 副園長　日野
（電話番号） 0858-22-4680

（主な交通機関等）

（所在地） 琴浦町赤碕1867-8
（担当者名） 園長　片桐
（電話番号） 0858-55-0708

（主な交通機関等） JR赤碕駅より徒歩
（所在地） 琴浦町赤碕1867-8

（担当者名） 園長　片桐
（電話番号） 0858-55-0708

（主な交通機関等） JR赤碕駅より徒歩
（所在地） 琴浦町赤碕1867-8

（担当者名） 園長　片桐
（電話番号） 0858-55-0708

（主な交通機関等） JR赤碕駅より徒歩
（所在地） 琴浦町赤碕1867-8

（担当者名） 園長　片桐
（電話番号） 0858-55-0708

（主な交通機関等） JR赤碕駅より徒歩
（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） 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） バス

放課後児童クラブ「しお
かぜ」での学習や生活の
補助

指導員の指示に従って、児童の学
習活動や生活の支援を行う。

通年
8時30分～17時30分

（月～金の可能な時間
帯）

1名
子育て支援や教育、保育に関心
のある方。

決まった曜日に来ていただ
けると都合が良いです。

放課後児童クラブ「しお
かぜ」での学習や生活の
補助

指導員の指示に従って、児童の学
習活動や生活の支援を行う。

長期休業期間中
8時30分～17時30分

（月～金の可能な時間
帯）

1名
子育て支援や教育、保育に関心
のある方。

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。

保育教諭の指示に従って、幼児と
遊んだり、遊びの環境づくりを手
伝ったりする。

通年
8時30分～17時30分

（月～金の可能な時間）
1名

幼児教育に興味・関心があり、幼
稚園教諭免許や保育士資格の
取得を目指している方。

決まった曜日に来ていただ
けると都合が良いです。

こども園での保育・教育
補助

保育教諭の指示に従って、幼児と
遊んだり、遊びの環境づくりを手
伝ったりする。

長期休業期間中
8時30分～17時30分

（月～金の可能な時間
帯）

1名
幼児教育に興味・関心があり、幼
稚園教諭免許や保育士資格の
取得を目指している方。

ある程度、集中して来てい
ただけると助かります。

認定こども園
赤碕こども園

こども園での保育・教育
補助

認定こども園
倉吉幼稚園

4名 － 弁当持参

運動会 運動会の演技補助 10月14日（土） 8時30分～15時 4名 － 昼食を提供します。

6名 － －

生活発表会
生活発表会会場楽屋での保育補
助

12月9日（土） 9時～12時 6名 － －

認定こども園
鳥取第四幼稚園
はっぴぃ保育園

預かり保育の担当の補
助

担当教諭の指示に従って、園児を
見守ったり、一緒に遊んだりしなが
ら、援助する。

8月1日（火）
～

8月28日（月）
9時～17時 6名

幼児教育に興味・関心があり、将
来この職種を考えている方。

都合のつく日だけでも参加
していただけると助かりま
す。

学童保育補助
・担当の指示に従って、小学生を
見守り、一緒に遊ぶ。
・担当の手伝いをする。

通年 可能な時間 3名
学童保育に興味・関心があり、保
育教諭や教員免許取得を目指し
ている方。

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

都合の良い日に来ていた
だけると助かります。

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。
・保育教諭の手伝いをする。

通年 可能な時間 3名
都合の良い日に来ていた
だけると助かります。

幼児教育に興味・関心があり、保
育教諭を目指している方。

学級担任の指示に従って、園児と
生活やあそびを共にし、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。

夏季保育 夏季保育中の児童の保育補助
8月8日（火）及び

8月21日（月）、8月22日
(火）

9時～16時

生活発表会リハーサル
生活発表会会場楽屋での保育補
助

12月8日（金） 9時～12時

平成29年度「学生教育ボランティア」募集情報

平成29年5月11日現在

鳥取県教育委員会

連絡先等

【幼稚園・幼保連携型認定こども園】

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）



平成29年度「学生教育ボランティア」募集情報

平成29年5月11日現在

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） 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

（所在地） 境港市明治町175
（担当者名） 西元
（電話番号） 0859-42-2839

（主な交通機関等） JR境線

（所在地） 境港市明治町175
（担当者名） 西元
（電話番号） 0859-42-2839

（主な交通機関等） ＪＲ境線

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） 八頭町富枝6番地1
（担当者名） 前田
（電話番号） 0858-71-0108

（主な交通機関等）

（所在地） 八頭町富枝6番地1
（担当者名） 前田
（電話番号） 0858-71-0108

（主な交通機関等）

（所在地） 八頭町富枝6番地1
（担当者名） 前田
（電話番号） 0858-71-0108

（主な交通機関等）

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

認定こども園
美哉幼稚園

保育担任補助

担当教員の指示に従って、園児を
見守り、生活や遊びの助けとなる
ようアドバイスを行い、保育の準備
や片づけをする。

7月22日（土）
～

8月31日（木）

※夏季休業時の保育

8時30分～18時の間で
可能な時間と
可能な曜日

5名

【小学校】　※小学校、中学校関係は、「その他教育機関」にも募集情報があります。

【中学校】　※小学校、中学校関係は、「その他教育機関」にも募集情報があります。

学力補充（サマースクー
ル）

国語、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。

7月20日（木）
～

8月25日（金）
計5回

9時～11時 4名
児童への学習指導に関心・意欲
のある方。

5回全てに来れなくても構
いません。

八頭町立八東
小学校

学級担任補助（教科等）
学級担任の指示に従って、児童を
見守り、理解の助けとなるようアド
バイスを行う。

通年

－

保育担任補助

学級担任の指示に従って、園児を
見守り、生活や遊びの助けとなる
ようアドバイスを行い、保育の準備
や片づけをする。

通年
8時30分～18時の間で

可能な時間と
可能な曜日

5名
幼児教育・保育や特別支援教育
に興味・関心があり、教員免許取
得を目指している方。

－

8時30分～15時30分
（月～金の可能な時間）

決まった曜日に来ていただ
けると都合が良いです。

学力補充
国語、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。

通年
15時～16時
月2回程度

金曜日
3名

児童への学習指導に関心・意欲
のある方。

－

2名
特別支援教育に興味・関心があ
り、教員免許取得を目指している
方。

幼児教育・保育や特別支援教育
に興味・関心があり、教員免許取
得を目指している方。

連絡先等

・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24日（月）
～

8月18日（金）

計5回

8時30分～16時30分
（月～金の可能な時間）

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24日（月）
～

8月18日（金）

計5回

8時30分～16時30分
（月～金の可能な時間）

1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。

学童保育補助
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

1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。

※現在募集情報はありません。



平成29年度「学生教育ボランティア」募集情報

平成29年5月11日現在

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） 鳥取市東町2-112
（担当者名） 企画部　林
（電話番号） 0857-22-8281

（主な交通機関等） バス

（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

県立鳥取緑風
高等学校

高校生が班になって4か月研究し
てきた内容をポスター発表します。
大学生の方には評価シートを使っ
て3～4班を見て回って頂いて、そ
の場でコメントと評価シートへの記
入（点数記入等）をお願いしたいと
思います。

7月14日（金）
9時～12時
※実時間としては2時間
程度です。

通年

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。

高校生の研究に対して誠意を
もってコメントおよび評価いただ
ける方。

高校生の研究は地域振
興、芸術、文化、自然科学
など多岐にわたりますが、
専門的なコメントではなく大
学生として、一般的見地か
ら方向性や結論などにつ
いてコメントして頂ければと
思います。

－

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。

原則は、5日間担当でき
ること。

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

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 －

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。

各1名

水曜日
  13時45分～14時30分

木曜日
　12時50分～13時35分

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。）

8月上旬
～

8月中旬

計5日

10名
程度

県立鳥取西高
等学校

生徒の課題研究発表
（ポスターセッション）へ
のコメントおよび評価

4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。）

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。）

9時～12時 6名
国語・数学・英語の基礎的な
指導ができる方。

アシスタント・ティー
チャー
（数学Ⅰ）

連絡先等

【高等学校】

学力補充（共通教科）
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

県立鳥取湖陵
高等学校



平成29年度「学生教育ボランティア」募集情報

平成29年5月11日現在

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

（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

県立鳥取緑風
高等学校

各1名

基本的なパソコン作業を行え
る方。
（ワード、エクセル、パワー
ポイント）

連絡先等

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。

※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。

・女子生徒に対応していただ
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
（生活産業情報）

教科担任の指示に従い、パソコ
ンを利用した演習時に、生徒の
学習、活動の補助とアドバイス
を行う。

通年

火曜日
　14時40分～15時25分

金曜日
　14時40分～15時25分

2名

基本的なパソコン作業を行え
る方。
（ワード、エクセル、パワー
ポイント）

※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。

アシスタント・ティー
チャー
（体育　通信）

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～15時40分

1名

・生徒の中に入って一緒に楽
しく活動をしていただける
方。
・生徒にやさしく助言や補佐
をしていただける方。

活動種目はネット種目
（卓球、バドミントン）
が中心です。

※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
（情報の科学）

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
　17時45分～18時30分

木曜日
　18時35分～19時

各1名

教科担任の指示に従い、パソコ
ンを利用した演習時に、生徒の
学習、活動の補助とアドバイス
を行う。

アシスタント・ティー
チャー
（体育　夜間）

通年

月曜日
　10時15分～11時

水曜日
　10時15分～11時

火曜日
　19時25分～21時10分

木曜日
　19時25分～21時10分

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



平成29年度「学生教育ボランティア」募集情報

平成29年5月11日現在

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） 岩美町浦富708-2
（担当者名） 教諭　中元
（電話番号） 0857-72-0474

（主な交通機関等） JR、自家用車等

（所在地） 岩美町浦富708-2
（担当者名） 教諭　中元
（電話番号） 0857-72-0474

（主な交通機関等） JR、自家用車等

（所在地） 米子市長砂町216番地
（担当者名） 狩野
（電話番号） 0859-33-1641

（主な交通機関等） JR

（所在地） 米子市長砂町216番地
（担当者名） 狩野
（電話番号） 0859-33-1641

（主な交通機関等） JR

（所在地） 米子市長砂町216番地
（担当者名） 狩野
（電話番号） 0859-33-1641

（主な交通機関等） JR

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） 鳥取市国府町宮下1261

（担当者名） 西尾

（電話番号） 0857-23-2031

（主な交通機関等） バス

（所在地） 鳥取市国府町宮下1261

（担当者名） 西尾

（電話番号） 0857-23-2031

（主な交通機関等） バス

（所在地） 鳥取市国府町宮下1261

（担当者名） 西尾

（電話番号） 0857-23-2031

（主な交通機関等） バス

（所在地） 琴浦町赤碕1957-1

（担当者名） 福田

（電話番号） 0858-55-6477

（主な交通機関等） JR

学校行事補助（高等部）
学校行事に参加し、生徒と一緒に
活動するとともに、担当者の指示
のもと、生徒にアドバイスを行う。

10月7日（土）、8日（日） 9時～16時 5名
特別支援教育に興味・関心があ
り、教員免許取得を目指している
方。

県立鳥取聾学
校

学校行事補助（小学部）
学校祭の活動に参加し、児童と一
緒に活動していただく。

10月8日（日） 9時30分～14時30分 4名
特別支援教育に興味・関心があ
り、教員免許取得を目指している
方。

学校行事補助（中学部）
学校祭の販売活動に参加し、生徒
と一緒に活動していただく。

10月8日（日） 9時30分～14時 2名
特別支援教育に興味・関心があ
り、教員免許取得を目指している
方。

連絡先等

部活動（ソフトテニス）

ソフトテニス部の練習に参加し、生
徒と一緒に活動するとともに、顧問
の指導のもと技術向上のアドバイ
スなども行う。

通年 16時～18時30分 2名
ソフトテニスの経験者で、指導が
できる方。

都合のつく時にアドバイス
程度でかまいません。

都合のつく時にアドバイス
程度でかまいません。

県立米子南高
等学校

グループ活動の補助
（総合的な学習の時間）

担当教員の指示に従って、生徒10
名程度のグループ単位での地域
貢献・地域連携活動をサポートす
る。

9月下旬～12月上旬の
水曜日（5回程度）

14時～16時30分 5名
中学校・高等学校の教員を目指
している者。

－

県立岩美高等
学校

県立琴の浦高
等特別支援学
校

学習指導サマースクー
ル（仮称）

1～3年生の大学、短大、看護・医
療系専門学校の進学希望者を集
め、学力を補充し、応用力をつけ
る。

8月上旬～8月中旬 9時～16時 5名 将来、教員を目指している者。 －

部活動（情報処理部）
ポスターデザインやゲームやWeb
プログラミングに関する指導。

通年
土曜日

9時～13時 2名

2～5
名

デザイン又はプログラミングの指
導ができる方。

都合のつく時にアドバイス
程度でかまいません。

土曜授業におけるアドバ
イス

土曜授業で生徒が授業を振り返
り、授業内容についてのコンテンツ
を作成しており、そのアドバイスを
行う。

通年
土曜日

9時～13時 2名

Photoshop・illustrator・
PowerPoint等でコンテンツ作成
ができる方。また、教員を目指し
ている方。

【特別支援学校】

特別支援教育に興味・関心があ
る方。

長期休業中の活動はあり
ません。

授業のサポート

授業の一環として行っている「こと
カフェ」のボランティアスタッフとし
て、生徒と一緒に調理等の業務を
行う。

通年
（年25回程度）

木曜日　13時～16時

連絡先等



平成29年度「学生教育ボランティア」募集情報

平成29年5月11日現在

鳥取県教育委員会

機関名 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） 倉吉市葵町722
（担当者名） 矢田
（電話番号） 0858-22-8166

（主な交通機関等） バス

（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）

（所在地） 北栄町由良宿423-1

（担当者名） 萬

（電話番号） 0858-37-5870

（主な交通機関等） JR

（所在地） 日南町霞800

（担当者名） 村上

（電話番号） 0859-82-1118

（主な交通機関等） 汽車

倉吉市教育委
員会

学習支援
中学3年生を対象に、数学と英語
を中心とした基礎基本事項等の学
習支援を行う。

7月29日（土）
～

3月3日（土）

毎週土曜日

14時～16時
（毎週土曜日）

5～10
名

・一生懸命指導して下さる方。
・数学と英語の指導ができる方。

交流プラザ第1研修室で行
います。

北栄町教育委
員会

学習支援

サマースクール
　　～まなびの広場～

各児童が学習教材を準備して学習
をすすめるので、児童の質問に答
えたり、様子を見て、適宜、助言や
指導をしたりする。

7月27日（木）、28日（金）
8月1日（火）～4日（金）
8月8日（火）～10日（木）

計9回

10時～11時30分
5名
程度

小学校　国語・算数の指導ができ
る方。

9回すべてに来れなくても
構いません。

日南町教育委
員会

学習補充（サマースクー
ル）

小中学生の夏季休業中の課題学
習に対する採点、助言、アドバイス
等を行う。

夏季休業中
（13回程度）

9時～16時 4名
小中学校の学習指導ができる
方。

都合のつく日だけの参加も
結構です。

スノーボードの指導ができる方。
活動場所は、恩原高原ス
キー場。
薄謝を準備しています。

科学ものづくりの指導ができる
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。

三朝町教育委
員会
社会教育課

三朝町教育委
員会
教育総務課

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26日（土）
12月16日（土）

9時30分～11時30分 2名 国語・算数の指導ができる方。 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。

　初日 ： 15時～22時
　2～6日目 ： 6時～8時
　　　　　　　　16時～22時
　7日目 ： 6時～10時
　※宿泊あり

2名/
1日当

り

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、20名（定
員）。
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。
2～3日でもOK。

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。

【その他教育機関】
連絡先等

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、子ども
が基本的な生活習慣を身につける
ための支援）。

10月1日（日）
～

10月7日（土）
6泊7日

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9日（土）
1日のみ

8時30分集合
9時～15時頃

3名

2月4日（日） 8時～16時30分
1～3
名



平成29年度「学生教育ボランティア」募集情報

平成29年5月11日現在

鳥取県教育委員会

機関名 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） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

雪遊び企画

○参加児童の活動サポート
・雪遊び（そり・雪合戦など）の活動
補助
・安全管理
・友達関係の調整
・生活指導　　など

1月27日（土） 9時～16時20分 6名

・小学生との活動に興味関心が
ある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。
・冬の野外活動に興味のある
方。

・参加対象児童
　小学校4年生～6年生と
　その保護者
・ボランティア募集締切
　1月11日（木）

県立船上山少
年自然の家

・参加対象児童
　小学校1～3年生
・ボランティア募集締切
　6月15日（木）

・小中学生との活動に興味関心
がある方。
・教員免許取得を目ざしている方

・参加対象児童
　小学校3年生～中学生
・ボランティア募集締切
　12月7日（木）

・教科学習の補助
・レクリエーション活動補助
・安全管理
・友達関係の調整
・生活指導　　など

12月26日（火）
～

12月28日（木）

12月26日（火）8時45分
～

12月28日（木）15時
16名

・参加対象児童
　小学校1～3年生
・ボランティア募集締切
　10月5日（木）

船上山アカデミー

ちっちゃい探検隊②

○参加児童の活動サポート
・班に入って共に活動する
・安全管理
・友達関係の調整
・生活指導　　など

10月21日（土）
～

10月22日（日）

10月21日（土）9時
～

10月22日（日）15時
16名

・小学生との活動に興味関心が
ある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。

・小学生との活動に興味関心が
ある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。

・参加対象児童
　小学校4～6年生
・ボランティア募集締切
　7月6日（木）

・小学生との活動に興味関心が
ある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。

・参加対象児童
　小学校4～6年生
・ボランティア募集締切
　7月6日（木）

・ボランティア募集締切
　5月11日（木）

・ボランティア募集締切
　4月27日（木）

スキルアップセミナー②
（7月1日、2日開催の船
上山少年自然の家主催
事業「ちっちゃい探検隊
①」の企画）

・小中学生との活動に興味関心
がある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。

6月30日（金）20時30分
～

7月2日（日）15時
16名

・小学生との活動に興味関心が
ある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。
※スキルアップセミナー①か②
の、どちらかに参加した方に限
る。

・小中学生との活動に興味関心
がある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。

・レクリエーション指導
・野外活動ゲーム指導
・野外炊飯指導
・キャンプファイヤー指導
など

6月30日（金）
～

7月2日（日）

船上山の夏を楽しむ②

○参加児童の活動サポート
・レクリエーション活動補助
・谷川探検活動補助
など

7月23日（日） 9時～16時30分 6名

○参加児童の活動サポート
・レクリエーション活動補助
・カヌー、いかだ活動補助
など

7月22日（土） 9時～16時30分 6名船上山の夏を楽しむ①

ちっちゃい探検隊①
（企画したプログラムの
運営）

スキルアップセミナー①
（船上山のフィールドを
使ったアクティビティの体
験を通したボランティア
養成講座）

・レクリエーション活動研修
・企画運営研修
・キャンプファイヤー研修
・野外炊飯研修

5月6日（土）
～

5月7日（日）

連絡先等

1泊2日の活動プログラムの検討
会。

5月19日（金）
～

5月21日（日）

5月19日（金）20時30分
～

5月21日（日）14時30分
40名

5月6日（土）9時30分
～

5月7日（日）15時
40名終 了 し ま し た



平成29年度「学生教育ボランティア」募集情報

平成29年5月11日現在

鳥取県教育委員会

機関名 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） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

（所在地） 琴浦町山川807-2

（担当者名） 山下

（電話番号） 0858-55-7111

（主な交通機関等） 汽車・自動車・バス

連絡先等

・参加対象児童
　小学生～中学生と
　その保護者
・ボランティア募集締切
　1月25日（木）

ちっちゃい探検隊③

○参加児童の活動サポート
・班に入って共に活動する
・安全管理
・友達関係の調整
・生活指導　　など

3月10日（土）
～

3月11日（日）

3月10日（土）9時
～

3月11日（日）16時
16名

・小学生との活動に興味関心が
ある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。

・参加対象児童
　小学校1～3年生
・ボランティア募集締切
　2月22日（木）

県立船上山少年
自然の家

6名

・小中学生との活動に興味関心
がある方。
・教員免許取得を目ざしている
方。
・冬の野外活動に興味のある
方。

ウィンターフェスティバル

○参加児童の活動サポート
・雪遊び、レクリエーション、クラフト
などの活動補助
・安全管理
・友達関係の調整
・生活指導　　など

2月10日（土）
～

2月11日（日）

2月10日（土）9時
～

2月11日（日）15時


