
様式２号（第４条関係）　　　　　　　　　　　　

山口市教育支援ネットワークやまぐち路傍塾更新【変更】申請書（個人用）

　　山口市教育委員会　様

　　　私は、以下の事項を条件として、やまぐち路傍塾への登録を更新（変更）します。

氏 名
ふ り が な 登録番号

　※以下、変更がなければ記載の必要はありません。

　　　・申請内容を登録者名簿に登載し、引き続き広く公開すること。（□同意します　　□同意しません）

　　　・利用希望者に対し、氏名、連絡先を提供すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　入　日　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録者署名　　　　　　　　　　　　　　　

依 頼 時 の
連 絡 方 法

　 □電話　　□ＦＡＸ　　□携帯電話　　□Ｅメール

　Ａ　学校教育支援（原則無報酬）

　中分類（該当に○） 　小分類（該当に○）

電話番号

住 所
　〒

　ｃ読書活動支援

 01 読書活動　　02 読み聞かせ　　03 紙芝居・劇

具体的支援内容

　ｄ学校支援

 01 学校行事　　02 学校環境整備　　03 こども支援　　04 家庭教育支援　　05 安心・安全
 06 学校支援全般

具体的支援内容

　ａ学習支援

 01 国語　　02 社会　　03 算数・数学　　04 理科　　05 音楽・美術　　06 保健体育
 07 技術・家庭　　08 外国語　　09 道徳　　10 学習指導全般

具体的支援内容

　ｂ生活科・
　　総合的な学習支援

 01 キャリア教育　　02 福祉　　03 国際理解　　04 伝統・文化　　05 平和学習
 06 飼育・栽培　　07 ふるさと学習　　08 生活科・総合的な学習全般

具体的支援内容

　活動の条件等

　対応できる人数

　活動に必要な時間

　準備・経費等

　支援対象（該当に○）

　保育園　　幼稚園　　小学校　　中学校　　高校　　

　支援形態（該当に○） 　活動可能地域（該当にチェック）

　講義/講演・指導/助言・補助/支援・ボランティア
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□市内全域　  □特定地域（　　　　　　　　　　）

  □特定学校（　　　　　　　　　　　）

　その他

　資格・実績・活動ＰＲ等

〔裏面があります〕



　Ｂ　生涯学習支援

　中分類（該当に○） 　小分類（該当に○）

　ｅ文化・芸術

 01 絵画・版画　　02 彫刻・工芸　　03 書道　　04 音楽　　05 芸能・舞踊
 06 演劇・演芸　　07 画像・映像　　08 文学・文芸　　09 茶道・華道
 10 文化・芸術全般

具体的支援内容

　ｈ市民生活

 01 防犯・防災・安全教育　　02 環境教育　　03 人権教育・平和教育
 04 成人・高齢者教育　　05 地域理解・地域教育　　06 コミュニティ・協働
 07 国際理解・国際交流　　08 日本語教育　　09 外国語教育　　10 市民生活全般

具体的支援内容

　ｉ産業・技術

 01 農林水産・畜産　　02 土木・建築　　03 機械・電気　　04 情報・通信
 05 運輸・観光　　06 エネルギー　　07 製造　　08 産業・技術全般

具体的支援内容

　ｆスポーツ・
　　レクリエーション

 01 陸上競技　　02 水泳・ウォータースポーツ　　03 球技　　04 武道・格闘技　　05 体操
 06 雪上・氷上スポーツ　　07 アウトドア　　08 健康・体力づくり　　09 ダンス
 10 スポーツ・レクリエーション全般

具体的支援内容

　ｇ家庭生活

 01 衣生活　　02 食生活　　03 住生活　　04 生活設計　　05 健康・福祉
 06 年中行事・伝承文化　　07 礼儀・作法　　08 趣味・娯楽　　09 家庭教育
 10 家庭生活全般

具体的支援内容

　対象（該当に○）

　幼児親子　　小中学生　　高校生　　成人　　高齢者　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　形態（該当に○） 　地域（該当にチェック）

　講義/講演・指導/助言・補助/支援・ボランティア
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　□市内全域　□特定地域（　　　　　　　　　　　）

　ｊ人文・社会科学

 01 哲学・倫理・宗教　　02 文芸・文学・言語　　03 教育・心理
 04 歴史・考古学・民俗学　　05 政治・経済　　06 社会・法律　　07 人文・社会科学全般

具体的支援内容

　ｋ自然科学

 01 物理学　　02 化学　　03 生物学　　04 地球科学　　05 自然科学全般

具体的支援内容

　その他

　資格・実績・活動ＰＲ等

活動の条件等

　対応できる人数

　活動に必要な時間

　準備・経費等



様式２号（第４条関係）　　　　　　　　　　　　　【記入例】

山口市教育支援ネットワークやまぐち路傍塾更新【変更】申請書（個人用）

　　山口市教育委員会　様

　　　私は、以下の事項を条件として、やまぐち路傍塾への登録を更新（変更）します。

氏 名
ふ り が な

　　　　やま　　ぐち　　はな　　こ

登録番号
※送付封筒の宛名の下部に
ある番号が登録番号です。山　口　花　子

　※以下、変更がなければ記載の必要はありません。

　　　・申請内容を登録者名簿に登載し、引き続き広く公開すること。（☑同意します　　□同意しません）

　　　・利用希望者に対し、氏名、連絡先を提供すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　入　日　　　令和　○年　　○月　　○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録者署名　　　　　　　　　　　　　　　○　○　○　○

依 頼 時 の
連 絡 方 法

　 ☑電話　　□ＦＡＸ　　□携帯電話　　☑Ｅメール

abcdef＠xxx.jp

　Ａ　学校教育支援（原則無報酬）

　中分類（該当に○） 　小分類（該当に○）

電話番号
○○○－○○○－○○○○
○○○－○○○○－○○○○

住 所
　〒
　※郵便物が届く住所を御記入ください。

　ｃ読書活動支援

 01 読書活動　　02 読み聞かせ　　03 紙芝居・劇

具体的支援内容 ※小学生を対象とした読み聞かせ

　ｄ学校支援

 01 学校行事　　02 学校環境整備　　03 こども支援　　04 家庭教育支援　　05 安心・安全
 06 学校支援全般

具体的支援内容

　ａ学習支援

 01 国語　　02 社会　　03 算数・数学　　04 理科　　05 音楽・美術　　06 保健体育
 07 技術・家庭　　08 外国語　　09 道徳　　10 学習指導全般

具体的支援内容 ※合唱指導とピアノ指導

　ｂ生活科・
　　総合的な学習支援

 01 キャリア教育　　02 福祉　　03 国際理解　　04 伝統・文化　　05 平和学習
 06 飼育・栽培　　07 ふるさと学習　　08 生活科・総合的な学習全般

具体的支援内容

　活動の条件等

　対応できる人数 ※３５人まで

　活動に必要な時間 ※１時間～１時間３０分（相談に応じます）

　準備・経費等 ※準備・経費等は必要ありません。

　支援対象（該当に○）

　保育園　　幼稚園　　小学校　　中学校　　高校

　支援形態（該当に○） 　活動可能地域（該当にチェック）

　講義/講演・指導/助言・補助/支援・ボランティア
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　☑市内全域　  □特定地域（　　　　　　　　　　）
  □特定学校（　　　　　　　　　　　）

　その他 ※特になし

　資格・実績・活動ＰＲ等

※音楽の教員免許所有　※合唱指導・ピアノ伴奏指導は、○○小学校で市内の音楽会前に指導を行った。
※○○小学校で毎日読み聞かせを行っている。

〔裏面があります〕

登録分類表の具体的支援内容を参考に

ご記入ください。

活動範囲に変更のある場合は、現在ご支援が

可能な内容、実際にご支援いただいている内

容などを、全てご記入ください。

☑、日にち、署名の記入をお願いします。

特定の地域や特定の学校での活動を希望される

場合は、地域名、学校名をご記入ください。

（例：小郡地域 白石小学校）



　Ｂ　生涯学習支援

　中分類（該当に○） 　小分類（該当に○）

　ｅ文化・芸術

 01 絵画・版画　　02 彫刻・工芸　　03 書道　　04 音楽　　05 芸能・舞踊
 06 演劇・演芸　　07 画像・映像　　08 文学・文芸　　09 茶道・華道
 10 文化・芸術全般

具体的支援内容 ※合唱指導

　ｈ市民生活

 01 防犯・防災・安全教育　　02 環境教育　　03 人権教育・平和教育
 04 成人・高齢者教育　　05 地域理解・地域教育　　06 コミュニティ・協働
 07 国際理解・国際交流　　08 日本語教育　　09 外国語教育　　10 市民生活全般

具体的支援内容

　ｉ産業・技術

 01 農林水産・畜産　　02 土木・建築　　03 機械・電気　　04 情報・通信
 05 運輸・観光　　06 エネルギー　　07 製造　　08 産業・技術全般

具体的支援内容

　ｆスポーツ・
　　レクリエーション

 01 陸上競技　　02 水泳・ウォータースポーツ　　03 球技　　04 武道・格闘技　　05 体操
 06 雪上・氷上スポーツ　　07 アウトドア　　08 健康・体力づくり　　09 ダンス
 10 スポーツ・レクリエーション全般

具体的支援内容

　ｇ家庭生活

 01 衣生活　　02 食生活　　03 住生活　　04 生活設計　　05 健康・福祉
 06 年中行事・伝承文化　　07 礼儀・作法　　08 趣味・娯楽　　09 家庭教育
 10 家庭生活全般

具体的支援内容

　対象（該当に○）

　幼児親子　　小中学生　　高校生　　成人　　高齢者　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　形態（該当に○） 　地域（該当にチェック）

　講義/講演・指導/助言・補助/支援・ボランティア
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　□市内全域　☑特定地域（　　○○・○○地域　　）

　ｊ人文・社会科学

 01 哲学・倫理・宗教　　02 文芸・文学・言語　　03 教育・心理
 04 歴史・考古学・民俗学　　05 政治・経済　　06 社会・法律　　07 人文・社会科学全般

具体的支援内容

　ｋ自然科学

 01 物理学　　02 化学　　03 生物学　　04 地球科学　　05 自然科学全般

具体的支援内容

　その他 ※特になし

　資格・実績・活動ＰＲ等

※音楽の教員免許所有　　ピアノ伴奏可能（要相談）　※現在、○○合唱団の指導を継続的に行っている。

活動の条件等

　対応できる人数 ※３０人程度

　活動に必要な時間 ※相談に応じます。

　準備・経費等 ※場所はどこでもよいが、できれば広いほうがよい。

登録分類表の具体的支援内容を参考に

ご記入ください。

活動の範囲に変更のある場合は、現在ご支援が

可能な内容、実際にご支援いただいている内容

などを、全てご記入ください。

特定地域の場合は、地域名をご記入ください。

（例：小郡地域）


