
氏　名 活　動　内　容 地域範囲 対象 曜日 活動時間

1 大森　光男
野外活動　自然観察
郷土の歴史，遊び，昔話　他

川島・山川・
美郷

４～５歳児
小・中

2 森見　美子
オカリナの歴史と演奏の指導
琴の演奏指導

市内全域 小・中 金
９：００～１２：００

１３：００～１６：００

3 土井　理 学校行事の支援など 山川
４～５歳児・

小
日・祭日 要相談

4 谷田　憲二 学校行事の支援など 山川
４～５歳児・

小
９：００～１７：００

5 萩森　健治

外国人児童，生徒への日本語指導
外国人との接し方や異文化理解についての講
演
国際理解講座での講演
教科学習の仕方や工夫指導

市内全域 小・中・教 月～金 ９：００～１７：００

6 東山　渡

森林インストラクター
①森林ガイド②バードウォッチング
③森林観察
森林セラピー
森林の未来について（ビデオ貸出）

市内全域 小・中・教 金 ８：３５～１７：１５

7 徳山　豊
川にすむ水生生物の観察
生物による水質判定
　用具は不要

市内全域 小・中・教 月～日 ９：００～１５：００

8 瀬尾　規子

国際交流活動（多文化共生のまちづくり，
外国人支援活動，日本語指導，吉野川市
国際交流協会の活動）
環境保全活動（NPO法人江川エコフレンド
の活動）
男女共同参画社会づくり，DV被害者支援
活動

市内全域 小・中・教 いつでも ９：００～１７：００

9 小松　敏行
光の話　機械工学の話
技術発達の話
戦後の体験　等

鴨島 小・中 要相談 ９：００～１５：００

10 真鍋　年雄
陸上競技　ソフトボール　ティーボール
（スポーツ公認指導者）
上記の部活動の指導，補助等

市内全域
（山川）

小・中 終日

11 鈴江　国明 器械体操（マット，とび箱，鉄棒） 市内全域
４～５歳児・

小・教
火～金 ９：００～１６：００

12 永岡　志津枝
器械体操（マット，とび箱，鉄棒）の指導
その他，器械体操につながるような内容に
ついての指導

市内全域
４～５歳児・

小
水～金 ９：００～１５：００

13 渡邉　嘉津美
英語の絵本　読み聞かせ
英語の歌・手遊び

川島・山川
４～５歳児・

小・中
月・木 午前中

14 阿部　和剛
吉野川市の風景，地名，歴史を写真で紹
介

市内全域 小・中 月・火・水 ９：００～１５：００

15 後藤田　幸子
絵本等の読み聞かせ　世界日本の昔話
お菓子料理
手芸（刺しゅう）

市内全域 小・中 月～土 ９：００～１５：００

16 筒井　敏子
華道を通して自然に親しみ，花を愛する優
しさや豊かな心を育むとともに，日本の文
化を伝承する。

市内全域
４～５歳児・
小・中・教

月・水・木
９：００～１２：００

１３：３０～１６：００

17 中野　秀子

生花（華月流）／小学校生け花クラブ
フラワーアレンジ（新妻尚美ローヤルフラ
ワー）
卒業式で卒業生の胸につけるフラワー
ブーケブローチ（生花）や卒業式用卓上花
を作成
裏千家茶道

市内全域
４～５歳児・
小・中・教

要相談 要相談

18 仁木　葉子

（嵯峨御流）華道を通して自然に親しみ，
花を愛する優しさや豊かな心を育むととも
に，日本の文化を伝承する。
文化研修センターで体験講座や川島公民
館などで講師を行っている。
・出前講座　・会場いけばな

市内全域 小・中 要相談 要相談

        学校支援人材バンク名簿 （令和２年４月現在）
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19 谷本　幸子 華道を通しての日本文化の伝導 市内全域
４～５歳児・
小・中・教

要相談　 ９：００～１６：００

20 飯田　弘美

茶道
・４～５歳児：和菓子や抹茶に親しみ，感謝
の気持ちをおじぎと言葉で表現する（礼法
と実技）。
・小学生：箸の持ち方など日常生活のマ
ナーの向上と茶花を生ける。抹茶の味や
香りを知るなど豊かな感性を引き出す（礼
法と実技）。
・中学生：総合文化としての茶道の良さを
知り，国際交流を円滑にする（歴史と実
技）。抹茶の効用のひとつである「心の安ら
ぎ」を体験する（礼儀と実技）。
・教職員：一般教養としての茶席のマナー
高校茶道部と交流

市内全域
４～５歳児・
小・中・教

月～日 １０：００～２０：００

21 加藤　孝子

茶道教授　　伝統文化の茶道（表千家）を
通じて，挨拶の仕方，お菓子のいただき
方，お茶のお点前の仕方，いただき方など
を教えたい。

市内全域 小・中・教 日 ９：００～１５：００

22 近藤　陽子

茶道教授　　子どもたちに伝統文化の茶道
を通じて，挨拶の仕方，お菓子のいただき
方，お茶のお点前の仕方，飲み方などを教
えたい。
淡交会裏千家徳島支部幹部

市内全域
４～５歳児・
小・中・教

要相談 要相談

23 酒井　美千代

茶道を通しての日本文化の伝承。
淡交会徳島支部の役員として茶道の普及
に努めるとともに，茶道の良さを大勢の人
に体験していただきたい。茶道の歴史，お
点前など全般の活動が可能です。

市内全域
４～５歳児・
小・中・教

要相談 要相談

24 猪井　美恵子

邦楽の伝承を伝え，課外授業，出前授業
を行う。琴を教えるとともに，阿波秘曲であ
る「紅葉合」ができた背景や伝承の歴史の
説明も行う。

市内全域 小・中 要相談 要相談

25
工藤　圭子

（藤森秀圭幸）

民謡三味線の文化と伝統文化の美しさを
伝える。子どもたちに，日ごろ触れる機会
のない音色・唄・弦にふれていただきた
い。有資格者のため，吉野川市文化研修
センターで，「はじめての民謡三味線」講座
を開講し，後継者育成にも励む。出前授業
（補助スタッフ参加可能）

市内全域 小 月・水・金 ９：００～１５：００

26 四宮　恭治

俳句課外授業　出前俳句講座
ごくろうニュースの俳句撰者でもあり，月１
回句会を開催し，後継者育成も行ってい
る。

市内全域 小・中 要相談 要相談

27 新居　博

長年，アメリカ企業に勤務した経験に基づ
く，
・英会話，実用英語
・外国人とのコミュニケーションと異文化の
理解
・国際理解，交流，貿易
・グローバル企業勤務やアメリカ生活など
の経験談

市内全域 小・中 要相談 要相談

28 今倉　章好

講話　　総合建設業の建築系技術系社
員，そして，総合建設団体の役員等として
の経験をもとに，そのテーマで講話。
・私の小中学校時代（お城や「ねとこ」への
興味から進路決定）　　　・超高層の作り方
・総合建築業の仕事　　・先端の建物

鴨島・川島・
山川

小・中・教 要相談 要相談

29 野口　幸司

広報（新聞作成の流れ）の出前授業を行
う。構成をはじめ，新聞の基本レイアウト，
見出しの位置，写真やイラストの配置を行
い，用字用語なども説明する。

市内全域 小・中・教 要相談 要相談


