
サマセミ 2022.8。 6(土)07日 (日)尼崎市立尼崎高等学校
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先着順のためご応募はお早めに。しめきりは5月 10日 (火 )

みんながセンセイ、みんながセイ ト、まちの人たちが「学校ごっこ」をとおして出会う真夏の
ビッグイベント「みんなのサマーセミナー」。この 2日 間、50分間の白熱教室を作ってくださ
るセンセイを今年も募集 します。定員は300講座。感染防止対策をしつつも、いつもよりも濃
い授業をお待ちしています。
※実行委員会では今年はなんとか現地での開催を実現したいと思っています。それでも新型コロナウイルスの状況に
より開催できない場合は、直前の7月 に中止やオンラインヘの切り替えを決定する場合もあります。ご了承ください。
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日

まずは登録 登録完了
裏面の登録用紙にそってweb  仮決定した開講日時と時間割
での申込が便利です。事務局  に掲載される授業紹介文を
も助かります !         メールで確認。5月 中旬に発送

_⊥塾壁とユ塁旦こュしととぃ__________量 L宣二_____二___

開講日時と教室が決定。これ

で完了。6月 上旬にメールでお

知らせ予定です。

番は8/6～ 8/7!

1

センセイセミナーやります。
初めてセンセイになる人やわからないことがある人はどうぞ。

第 1回 :4月 24日 (日 )10:30～ 12:00

第2回 :4月 27日 (フk)19:00～ 20:30

場所 :立花南生涯学習プラザ

__ __   ハ 層橙_劇L==‖ 色L 大声を出したり接触機会が多いような授業はこの時代ですのでちょっと控えていただいた方がいい
セ ミ か ら の ノヽ :己ドヨに,ユニが囁ЛR かもしれません。調理や飲食をともなう授業は今年は断念します。

お願い ! ′ヽ二用静 4L「_L   E 
“

よ請製L ■ 3年ぶりの開催でセンセイも殺到する可能性があるので今年は授業の内容によらず
∪ r鷲 ヨ黒I=口~ノ

ヽ l壼蔵月居 :「一人1授業」でお願いします。センセイも他の授業を受けてみてください。

Oパソコンの貸出はありません。漢毒犠輿
'iFの

みプロジェクターはご用意でき討が端子の

O受講生の事前申し込みや受付は不可。鱚8講戴鱒。
日の先着順としてください。事

この事業は市役所が事務局をしてくれていますが市民有志で運営していますのでセンセイたちのご
理解とご協力が欠かせません。開校資金集めからセイトヘの声かけ、当日の運営まで一緒に最高の
学校ごつこを楽しみましょう。どうぞよろしくお願いします。

主催 (みんなのサマーセミナー実行委員会、尼崎市、尼崎市教育委員会
事務局 ■L06´4950-0387/Fax06-6491-5190/図 ama―ucma@city.amagasaki.hyOgO.jp尼崎市生涯、学習 !推進課

※協賛してくださる方も募集※
金額は1万 円 (それ以上のお気持ちも大歓迎)。 詳しくは5月 以降にホームページ等に掲載いたしますので、ご検討ください。

日

仮決定 :



1.授業タイトル 【20字以内】★

2.センセイの名前 ★
【20字 以内】

3.所属団体 【20字以内】

4.ホームペ~ン ★ あり(ア ドレス )・ なし

5.授業カテゴリー ★
【近いものを1つだけ選択】

1.ことば

6.つ くる

2.かず

7.おと

3.しぜん

8 こころ

4.よのなか

9.くらし

5.からだ

10.アート

6.授業内容紹介文
【100字 以内】★

体験形式

有料の場合 ( )円 8.持ち物

対話形式 聴講形式
6-2. 形式 ★

7.材料費など

～10の欄は、

9.受講対象者
【複数回答可】

1.就学前親子  2.小学生 3.中高生 4.大人
10

したし )
人以内

新型コロナウイルス感染症の状況によつては、開催1か月前に急速オンライン開催に変更することがあるかもしれません。
は授業時間の変更もあると思います。オンライン(web会議システム200m)でも授業をすることは可能ですかつ

11

12.氏名 ★

その場合■)い
はい 。いいえ

13.所属団体 (あれば★

司5.電話番号
(あれば★)

16.FAX番 号
(あれば★)

17.携帯電話番号
(あれば★)

(あれば★)

受信できるアド

18.E―mall
(添付ファイルを
レス)

Tw i tter

20.希望開講日時 ★
午前 午 後

19.こ の募集をどこで知りましたか? 知人の紹介 (誰から
SNS ( Faceb00k

6日 (土 )

7日 (日 )

)・ みんなのサマーセミナーホームページ
InStagram) ・ その他 (        )

←開講できる箇所にOを、どうしても都合の悪い箇所にXをご記入ください。
※教室と時間割の調整のため、できるだけOをつけていただくと助かります。

午 r l 10:00～ 10:50

前に111:10～ 12:00

午「 113:20～ 14:10〕

`I 
Ⅳ 14:30～ 15:201~(V15:40～

16:30リ

21.希望教室 ★

※先着順のため、ご希望に添
えない場合があります。

3.特別教室【書道教室・食物教室・被服教室・家庭科総合実習室・音楽教室・商業教室・美術室 】

※特別教室の備品は使うことができません。
Xど⊇塵壁壁重塞塾整聾壁塁菫

=主
_国」盤 21堕l壁」五△堕上盤 」三よって変動する_ことがあります。

1.どこでもOK

2.普通・個別教室

22.プ ロジェクター 使用希望
普通教室のプロジェクターはHDMI端子です。特別教室のプロジェク

ターはHDMl端子がついていることもありますが、基本的にVGA端子で
す。

する・しない 23.その他開
講に関する要望

24.下記のお願いしていること・お断りしていること
に

同意いただけましたか。★
はい は い

申し込み〆切

5月 10日 (火 )

定員に達した場合はFacebookや
ホームページでお知らせします。

s,lv*Orr'"-t3 t? -@ センセイの登録はこちらまで→

◎セイトのみなさんが「面白そう !受けてみたい !」 と思う授業のタイ トルや

紹介文を考えて、右記のサイ トから登録ください。

※サイ トで登録できない方のみ、下の用紙を FAXも しくは郵送ください。 FAX i06-6491‐ 5190

送付先 :〒 661-0974 尼崎市若王寺2-18-5 尼崎市役所 生涯、学習 1推進課

<お鷹ミいしていること>
①誰よりもまず自分が一番に楽しめる授業を企画してください。

l②手弁当のイベントなので講師料や交通費は原則お支払いできません。
.③配布資料のコピーや会場設営はご自身でお願いしています。
④受講料を徴収する場合は材料費程度でお願いします。
⑤駐車場はありませんので徒歩や自転車などでおこしいただくか、近隣
の駐車場をご利用ください。

<お断りしていること>
①物品やサービス等の販売を目的とする営業行為
②受講生の住所や連絡先など個人情報の収集
③特定の宗教や政党等への宣伝勧誘活動
④暴力団やヤミ金融等の勧誘活動
⑤法令に違反する行為の紹介・普及活動
⑥飲酒を伴う講座の開講
⑦みんなのサマーセミナーの趣旨に反する行為、上記に抵触する恐れのあ
る講座内容の場合、開講できない場合があります。

蠅
◎授業内容(時間割バンフレットやホームベージで公開します) ☆は必須事項です

:

l

◎センセイ情報(連絡先)センセイが団体の場合、担当者の情報を記入してください。

14,住 所 ★

◎授業の調整に必要な情報

25.おひとり1授業でお願いしています。
他にエントリーしている授業はありませんか。★


