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「やまぐち路傍塾 活動事例集」をご活用ください!!

教育支援ネットワーク「やまぐち路傍塾」を利用してみませんか?

「令和2年度やまぐち路傍塾活動事例集」は、やまぐち路傍塾のことを知りたい人のために編集しました。学校教育
や生涯学習で活動を考えている人の企画のヒントとして、登録しようとしている人が様々な支援形態を知る手がか
りとして、またやまぐち路傍塾のしくみを簡単に調べる時の手引きとしてなど、お手元でご活用ください。
（この活動事例集は、市立幼稚園・小学校・中学校、各地域交流センターや分館、図書館などに配付しています。また、
山口市ウェブサイトにも掲載しています。）

学びたい、支援を受けたい時は、「やまぐち路傍塾登録者名簿」をご覧ください。やまぐち路傍塾に
は、これまで身につけてきた様々な分野の優れた知識や技能を、講師やボランティアとして学校や地
域で活かしたいと希望する方が登録されています。学びの世界が広がる活動の企画を立ててみませ
んか。また、支援やボランティアをしてくれる登録者に、力を借りてみませんか。新しいつながりが、学
びや支援のネットワークとなり、まちを元気にしてくれます。

活動についての確認事項
山口市立幼・小・中学校
・「学校ボランティア活動状況調査表」で報告
（路傍塾欄にも記入）
・距離片道８㎞以上の場合「旅費該当者活動報
告」「債権債務者登録申出書」も提出
・材料費等の活動実費の支払い
・保険の適用あり
・活動は原則無償

山口市地域交流センター
・活動状況調査で報告（通常年度
末のみ　詳細は文書で確認）
・謝金、交通費の支払い
　（詳細は設置要綱で確認）
・材料費等の活動実費の支払い
・保険の適用あり

その他の団体
・謝金・交通費の支払い
・材料費等の活動実費の
支払い
・活動中の保険について
は、各団体で検討

★詳細は、社会教育課まで　Tel 083-934-2865　Fax 083-934-2661　メール  s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp

「やまぐち路傍塾」を利用したい

活動する

★下記の流れに沿って進めてください‼

★依頼者は、活動時の記録写真をご提供ください‼
　（撮影される際には肖像権等にご配慮ください）

（活動の依頼の前に、やまぐち路傍塾コーディネーターに確認してください）

企画の相談をしたいとき
初めての登録者に依頼したいとき

登録者と繋がりができたとき
（何度か利用したとき）

登録者に直接電話をし、打ち合わせをする

やまぐち路傍塾コーディネーターに
活動の詳細を連絡する
★必ず知らせてください。

社会教育課のやまぐち路傍塾コーディネーターに
電話で依頼する

（山口市教育委員会社会教育課　083-934-2865）

やまぐち路傍塾コーディネーターが
依頼内容の概要を登録者に伝える

依頼者と登録者が、直接打ち合わせをする
（日時、場所、参加人数、準備、必要経費など）



幼稚園・小学校・中学校での活動事例　(１)
団：団体登録　個：個人登録　　：学校教育支援　　：生涯学習支援　保：保育園　幼：幼稚園　小：小学校、小学生　中：中学校、中学生　高：高校生

内容「理容・美容技術の紹介」「理容・美容技術の紹介」
■登 録 者：山口県理容美容専門学校
　　　　　　＜団220＞
■登録内容：　 理容・美容技術の紹介と実習
　　　　　　　 ヘア技術の紹介と実習
■対 象 者：　 中・高
　　　　　　　 小・中・高
■対応人数：相談に応じる（できれば平日）
■活動時間：２時間程度
■活動地域：市内全域
■活動場面：平川中学校の学習発表会で、理容・
美容技術の紹介をしているところです。個性を
発揮できる体験により、自分の将来に夢が広が
りました。

内容「就農の心得、農業について」「就農の心得、農業について」
■登 録 者：賀屋良季
　　　　　　＜個364＞
■登録内容：　 キャリア教育（就農の心得・農業
　　　　　　　 について）
　　　　　　　 トマト・パプリカ栽培などの技術的助言
■対 象 者：　 全て可
　　　　　　　 幼（親子）・小・中・高
■対応人数：相談に応じる
■活動時間：相談に応じる
■活動地域：市内全域
■活動場面：山口大学附属山口小学校の６年生に、
就農の心得や仕事の様子を話しているところで
す。大自然の中で営む、自分でデザインできる農
業の魅力を、美しい写真を見ながら聞き、将来の
働き方を考える機会を得ました。

内容「チェンソーカービングを
通しての経験談」
「チェンソーカービングを
通しての経験談」

■登 録 者：林　隆雄
　　　　　　＜個477＞
■登録内容：　 チェンソーカービングを通して
　　　　　　　 の経験談
■対 象 者：小（中）
■対応人数：20人程度
■活動時間：1時間程度
■活動地域：さくら小学校（近隣学校）
■活動場面：さくら小学校で、チェンソーカービ
ングを通しての経験談を話しているところで
す。いろいろな国を舞台に活動した時の経験談
や、森林・木の話に、興味が広がりました。

内容「書道の指導」「書道の指導」
■登 録 者：吉田文子
　　　　　　＜個468＞
■登録内容：　 書道
　　　　　　　 書道・水墨画・絵手紙・AED・救急法
■対 象 者：　 小
　　　　　　　 成・高齢・小５以上（保護者同伴に限る）
■対応人数：　 35人程度
　　　　　　　 15人程度まで（親子５組）
■活動時間：　 90分
　　　　　　　 90分から２時間
■活動地域：　 小郡・陶・佐山・嘉川
　　　　　　　 市内全域
■活動場面：上郷小学校の３年生に、書道の入門
の授業を行いました。筆の持ち方や道具の扱い
方を一から丁寧に教わり、しっかりとした線で
書けるようになりました。



団：団体登録　個：個人登録　　：学校教育支援　　：生涯学習支援　保：保育園　幼：幼稚園　小：小学校、小学生　中：中学校、中学生　高：高校生

幼稚園・小学校・中学校での活動事例　(２)

内容「オカリナの演奏」「オカリナの演奏」
■登 録 者：山口オカリナ 風の音
　　　　　　＜団104＞
■登録内容：　 オカリナ演奏・指導、演奏支援
　　　　　　　 オカリナ演奏・指導
■対 象 者：　 保・幼・小・中
　　　　　　　 成人・高齢者
■対応人数：相談に応じる
■活動時間：１～２時間、相談に応じる
■活動地域：市内全域
■活動場面：佐山小学校６年生の思い出コンサー
トで、オカリナの演奏をしました。音楽のもつ
優しさや表現することのすばらしさが、澄んだ
音色から伝わってきます。

内容「塩、味噌づくり」「塩、味噌づくり」
■登 録 者：白木美和
　　　　　　＜個266＞
■登録内容：　 　スローフード・スローライフの
　　　　　　講話、野草を食べる知恵、竹紙づくり、
　　　　　　話し方・コミュニケーション
■対 象 者：　 全て可
　　　　　　　 幼（親子）・小・中・高
■対応人数：50人まで
■活動時間：２時間程度
■活動地域：市内全域
■活動場面：仁保小学校のソーラークッカーで海
水から塩をつくり、その塩を使ってポップコー
ンもつくりました。また、地域の方の大豆を
使って味噌をつくりました。６年生にとって、
３月にできあがる味噌は卒業記念品です。

内容「AFPY～人間関係づくり」「AFPY～人間関係づくり」
■登 録 者：塚本美穂＜個478＞
　　　　　　上野　剛＜個479＞
■登録内容：　 　人間関係づくり（AFPY）
■対 象 者：　　 全て可
■対応人数：　　 40人を超える場合は、要相談
■活動時間：　　 １～２時間程度
■活動地域：　　 市内全域
■活動場面：湯田中学校で、1年生にAFPYの活
動をしました。校外での活動ができなかった一
年間だったけれど、仲間とよりよい人間関係を
築くための大切なことに気づく貴重な体験がで
きました。

内容「ヨーヨーのパフォーマンス」「ヨーヨーのパフォーマンス」
■登 録 者：山﨑政和
　　　　　　＜個472＞
■登録内容：　 　ヨーヨーのパフォーマンス
　　　　　　及び体験
■対 象 者：　　 全て可
■対応人数：　　 相談に応じる
■活動時間：　 15～20分（体験込みは40分）
■活動地域：市内全域
■活動場面：白石小学校の昼休みお楽しみ企画
で、ヨーヨーのパフォーマンスをしました。時
間を忘れて繰り広げられる技を見入り、練習を
重ねれば難しいこともできることに気づき、元
気をもらいました。



団：団体登録　個：個人登録　　：学校教育支援　　：生涯学習支援　保：保育園　幼：幼稚園　小：小学校、小学生　中：中学校、中学生　高：高校生

幼稚園・小学校・中学校での活動事例　(３)

内容「生け花の指導」「生け花の指導」
■登 録 者：MOA美術館・美術文化インストラ
　　　　　　クターネットワーク
　　　　　　＜団236＞
■登録内容：　 生け花・お花クラブ・茶の湯体験
　　　　　　　 （略盆点前）・花で環境整備
■対 象 者：小
■対応人数：25～30人
■活動時間：１～1.5時間
■活動地域：旧市内全域
■活動場面：大内小学校のお花クラブに、生け花
の指導に行きました。手作りの花器に生けた作
品は校内にも飾り、学校の環境に潤いが生まれ
ました。

内容「茶道の指導」「茶道の指導」
■登 録 者：徳地茶道同好会
　　　　　　＜団229＞
■登録内容：　 茶道作法・部活動指導
■対 象 者：中
■対応人数：相談に応じる
■活動時間：相談に応じる
■活動地域：徳地
■活動場面：徳地中学校の文化部で指導をしてい
るところです。茶道を通じて、豊かな日本の文
化を知ることができました。

内容「一輪車の修理・整備」「一輪車の修理・整備」
■登 録 者：松原洋一
　　　　　　＜個467＞
■登録内容：　 児童用一輪車の修理・整備
　　　　　　　 介護予防・転倒予防体操 
■対 象 者：　 小
　　　　　　　 高齢者
■対応人数：　 １～50人
■活動時間：　 台数による
　　　　　　　 60～90分
■活動地域：市内全域
■活動場面：八坂小学校で、一輪車の修理と整備
をしているところです。全体の点検を済ませた
一輪車は見違えるように整い、また仲良く安心
して乗ることができます。

内容「昔の遊び」「環境整備」「昔の遊び」「環境整備」
■登 録 者：①鋳銭司老人クラブ
　　　　　　＜団119＞
　　　　　　②鋳銭司小学校親路の会
　　　　　　＜団121＞
■登録内容：①昔の遊び、しめ縄づくり
　　　　　　②学校行事補助、環境整備、里山整備
■対 象 者：①幼・小・中　②小
■対応人数：①30～40人　②相談に応じる
■活動時間：①２時間程度　②２～３時間
■活動地域：①鋳銭司周辺　②鋳銭司（小）
■活動場面：①鋳銭司小学校で昔の遊びを一緒に
しました。ふれあいを深めながら、日本の伝統
文化にふれることができました。②里山の整
備、溝の清掃、剪定などをしています。親路の
会のパワーに、学校は支えられています。



団：団体登録　個：個人登録　　：学校教育支援　　：生涯学習支援　保：保育園　幼：幼稚園　小：小学校、小学生　中：中学校、中学生　高：高校生

幼稚園・小学校・中学校での活動事例　(4)

内容「下校の見守り」「下校の見守り」
■登 録 者：山口市連合婦人会阿東支部徳佐婦人会
　　　　　　＜団217＞
■登録内容：　 文化祭等学校行事の支援
　　　　　　　 下校の見守り
■対 象 者：小
■対応人数：相談に応じる
■活動時間：相談に応じる
■活動地域：阿東（徳佐小）
■活動場面：下校の見守りと「感謝の会」の様子
です。雪の多かった今年度も毎日見守ってくだ
さった方に、子ども達も元気なあいさつを届け
ます。

内容「登下校の見守り」「登下校の見守り」
■登 録 者：阿知須小学校教育後援会
　　　　　　＜団54＞
■登録内容：　 学校行事支援・環境整備・
　　　　　　　 登下校の見守り
　　　　　　　 サッカー指導・地域の環境整備
■対 象 者：　 小
　　　　　　　 成人・高齢者
■対応人数：相談に応じる
■活動時間：２～３時間程度
■活動地域：阿知須（阿知須小学校）
■活動場面：阿知須小学校の子ども達の登下校を
見守っているところです。地域の力で、雨の日
も風の日も、安心して通学できます。 

令和２年度の活動状況をお知らせします！

校　種 R元年度

校種別活動件数（1月末現在累計）
R２年度

幼稚園
小学校

88
1675

33
1346

中学校 288 139

１月末計 2051 1518

R元年度

団体・個人別活動件数（1月末現在累計）
R２年度

個　人

団　体

618

1433

317

1201

１月末計 2051 1518

※令和元年度の活動件数は、地域交流センターの活動（個人72、団体21）を含め2372件です。

コロナ禍にあっても、様々な工夫をしながら、
多大な御支援をいただきました。



団：団体登録　個：個人登録　　：学校教育支援　　：生涯学習支援　保：保育園　幼：幼稚園　小：小学校、小学生　中：中学校、中学生　高：高校生

地域交流センターや地域での活動事例　(１)

内容「ふるさとの味の伝承」「ふるさとの味の伝承」
■登 録 者：徳地生活改善実行グループ連絡協議会
　　　　　　＜団36＞
■登録内容：　 郷土料理の伝承
　　　　　　　 食の大切さと手作りの喜び
■対 象 者：　 小・中・高
　　　　　　　 幼（親子）・小・中・高・成人
■対応人数：相談に応じる
■活動時間：３～４時間
■活動地域：徳地
■活動場面：徳地地域交流センター八坂分館でお
正月料理をつくりました。家族の幸福を願い、
ふるさとの食文化を大切に思いながら料理を
し、各家庭に持ち帰りました。

内容「朗読劇の上演」「朗読劇の上演」
■登 録 者：朗読劇 やまぐち
　　　　　　＜団35＞
■登録内容：　 絵本の読み聞かせ、朗読劇上演・体験
　　　　　　　 朗読劇上演・体験指導
■対 象 者：　 保・幼・小
　　　　　　　 成・高齢者
■対応人数：相談に応じる
■活動時間：相談に応じる
■活動地域：市内全域
■活動場面：小郡女性学級で、朗読
劇を上演しました。参加者は、メ
ンバーの表現力や絵本のもつ力か
ら、たくさんのエネルギーをいた
だきました。

内容「プログラミング教室」「プログラミング教室」
■登 録 者：株式会社プレサス
　　　　　　＜団249＞
■登録内容：　 　STEAM教育用ロボットを
　　　　　　使ったロボットプログラミング
　　　　　　及びサーチを使用した体験学習
■対 象 者：　 小
　　　　　　　 小・中
■対応人数：20人
■活動時間：２時間
■活動地域：市内全域
■活動場面：大歳地域交流センターのロボット
プログラミング教室の様子です。今話題のプ
ログラミングについて学び、実際にロボット
を動かすことができました。親子の参加者は
興味津々で活動していました。

令和２年度の登録状況を
お知らせします！（令和３年２月末現在）

令和2年度の登録者と登録者番号を紹介します

種　別 R2年度新規登録 計
個　人
団　体

15
5

262
132

・登録者番号　個人467～481番
　　　　　　　団体246～250番
・個人登録者：松原洋一、吉田文子、植松昭次郎、
　　　　　　　内田智子、石澤元爾、山﨑政和、
　　　　　　　松田治登、二宮由紀、福田和子、
　　　　　　　林　隆雄、塚本美穂、上野　剛、
　　　　　　　高橋真実、増原達彦 （非公開1名）
・団体登録者：金光酒造株式会社、
　　　　　　　社会福祉法人 佐波福祉会、
　　　　　　　おはなし玉手箱、株式会社プレサス、
　　　　　　　しげちゃんトリオ

（敬称略）

（敬称略）

※また新しい分野での登録がありました。令和２年度
　の登録者への依頼も、既に始まっています。



山口市教育委員会社会教育課
〒753-0074　山口市中央五丁目14番22号
Tel 083-934-2865　Fax 083-934-2661  メール s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp

https://www.city.yamaguchi.lg.jp
詳しくは やまぐち路傍塾 検 索

ROBOUJUKU

まちの先生になろう　まちの先生に教わろう

山口市教育支援ネットワーク

あなたもやまぐち路傍塾に
登録しませんか?

そしていっしょにまちを
元気にしませんか !

〇やまぐち路傍塾に登録するには?
　・「登録申請書」を山口市教育委員会社会教育課に提出してください。本課のほか、各地域交流センター、
　　山口市立幼稚園・小学校・中学校に置いています。
　・登録の仕方については、やまぐち路傍塾のコーディネーターが対応しますので、社会教育課までご連絡ください。

〇やまぐち路傍塾の登録対象は?
　・18歳以上の個人、または18歳以上の方で構成する団体です。
　・学校や地域で、知識や技能を伝えたり、自分ができることで支えたりして、まちを元気にしたい人をお待ちして
　　います。

〇やまぐち路傍塾の登録内容は?
　・大きく、学校教育支援と生涯学習支援に分かれています。さらに、細かく分類されたジャンルに、多くの人が登
　　録しています。詳しくは登録分類表をご覧ください。

〇やまぐち路傍塾について詳しく知りたいときは?
　・市ウェブサイト「やまぐち路傍塾」で検索してください。関連情報を掲載しています。

～ 「やまぐち路傍塾」の登録内容 ～
大 分 類 中　分　類 小　分　類

学校教育
支援

A

生涯学習
支援

B

a 学習支援

c 読書活動支援

d 学校支援

b 生活科・総合的な
   学習支援

国語、社会、算数・数学、理科、音楽・美術、保健体育、技術・家庭、外国語、
道徳、学習指導全般

キャリア教育、福祉、国際理解、伝統・文化、平和学習、飼育・栽培、
ふるさと学習、生活科・総合的な学習全般

読書活動、読み聞かせ、紙芝居・劇

学校行事、学校環境整備、こども支援、家庭教育支援、安心・安全、学校支援全般

絵画・版画、彫刻・工芸、書道、音楽、芸能・舞踊、演劇・演芸、
画像・映像、文学・文芸、茶道・華道、文化・芸術全般

陸上競技、水泳・ウォータースポーツ、球技、武道・格闘技、体操、雪上・氷上スポーツ、
アウトドア、健康・体力づくり、ダンス、スポーツ・レクリエーション全般

衣生活、食生活、住生活、生活設計、健康・福祉、年中行事・伝承文化、
礼儀・作法、趣味・娯楽、家庭教育、家庭生活全般

防犯・防災・安全教育、環境教育、人権教育・平和教育、成人・高齢者教育、地域教育、
コミュニティ・協働、国際理解・国際交流、日本語教育、外国語教育、市民生活全般

農林水産・畜産、土木・建築、機械・電気、情報・通信、運輸・観光、
エネルギー、製造、産業・技術全般

哲学・倫理・宗教、文芸・文学・言語、教育・心理、
歴史・考古学・民俗学、政治・経済、社会・法律、人文・社会科学全般

物理学、化学、生物学、地球科学、自然科学全般

※市ウェブサイトに、さらに詳しい「やまぐち路傍塾登録分類表」（令和２年度版）を掲載しています

i  産業・技術

k  自然科学

e 文化・芸術

f スポーツ・
   レクリエーション

g 家庭生活

h 市民生活

j  人文・社会科学


