講師募集

第3２回

愛
知

2021

参加無料

私学無償化時代が到来！いまこそ『２１世紀型学び』を全国に発信しよう！
会場

名城大学（ナゴヤドーム前キャンパス）、市邨高等学校・中学校

7／17
8
（土）1
（日）
講座募集は、コロナウイルス感染症対策のため、以下のようにお願いします。
【講座募集について】 ※これまでの開講条件とは大きく異なります。
・講師一人につき、一講座のみご登録ください。申し込み締め切りは厳守していただき、市民講座は、１００講座までとします。
なお講座数が１００講座を超えた場合は、実行委員会で厳正に抽選した上、１ヶ月以内に可否を連絡させていただきます。
・講師は、必ず実名で登録してください。今回は、芸名・仮名での登録はお断りします。団体名も正式なものを使用してくだ
さい。
・次の講座は、開講できません。調理など食事を伴う講座。合唱や吹奏楽の講座。サッカーやバスケットなど、お互いに接触
が多いスポーツ講座。机を密集させ、対面で長時間討論する講座。
・講師が当日、発熱または体調不良（風邪症状）など、コロナウイルス感染が疑われる場合は実行委員会に連絡の上、開講を
ご遠慮ください。また、保健所が規定する以下の項目に該当する方は開講できません。サマセミ当日の２週間以内に「法務
省・厚生労働省の定める諸外国へ渡航された場合」「新型コロナウイルス患者やその疑いがある患者との接触歴がある場
合」またはサマセミ当日が「新型コロナウイルス感染症の疑いで PCR 検査を実施し、陰性が確認され２週間以内にかかる
場合」です。これらの場合も、事前にわかった段階で実行委員会までご連絡をお願いします。

佐宗章弘名誉校長講演の感想より
父が「講師の佐宗さんはすごい人だ」
と言っていたのでこの講座を受けに行き
ました。ロケットのことに少し興味があ
り、知りたいと思いました。講座の内容
は僕には難しいことがたくさんあったけ
ど、動画や写真を使って説明してくれた
お陰で少しは理解できました。ロケット
にも種類があることを知り、地球に戻っ
てきたり宇宙に行ったりするだけでも
色々なことをしないと安全にならないこ
とがわかりました。素晴らしい講座をあ
りがとうございました。
（南山中学校生徒）

液体ロケットは一つ一つの部品の性能
が絶対的に必要で、少しのズレも許さな
いというすごく精密な技術が必要とされ
る。高校の範囲で大学のレベルの問題が
できるとは知らなかった。化学ロケット
より電気エンジンの方が物を多く積むこ
とができたり、打ち上げの回数を減らし
たりすることができるため、電気エンジ
ンを使うことがわかった。電気エンジン
を使えば、液体燃料と違って燃料を使わ
なくても済むし、荷物の持っていける量
が増えるためいいと思った。
（黎明高校生徒）

こんな講座がありました
一昨年開催された講座から、ほんの一部をご紹介します。
○沖縄県民投票を実現させた私の思い
○世界の名画と聖書
○ボヘミアン・ラプソディを歌ってみよう
○今、幸せでっか。
○爆弾が降り注ぐ戦場で何を見てどう伝えたか
○主権者ってなあに？
○室井佑月に 聞きたい放題 ！
○岩瀬仁紀 野球人生を語る
○戦争という悪魔
○佐藤康光九段による将棋講座・指導対局

サマーセミナーへの講座開講の申込み方法
用紙に必要事項を記入して郵送にて実行委員会まで送っていただくか、インターネットで登録
してください。登録料など費用は一切かかりません。特別な資格も全く必要ありません。

▼インターネットでの登録はココから!

開始日４月 16 日▼

http : //entry.ask-net.jp/
インターネットを利用できる方は、できるだけインターネット上で登録をしてください。

登録締切

5 月 19 日（水）12 時（正午）まで！

郵送の場合も、5 月 19 日（水）必着でお願いします。
※詳細はホームページをご覧ください。
愛知サマーセミナー実行委員会

サマセミ運営ボランティアも募集中!

〒456‐0006 名古屋市熱田区沢下町 8‐4 愛知私学会館内

（名古屋大学副総長 工学
研究科教授 佐宗章弘氏）
TEL（052）881‐4357

E-mail : ２０２１summer@ask-net.jp http : //www.samasemi.net/
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記入説明

※インターネット等で公開する際に、人名漢字や記号など文字によっては表記できないものがあることをあらかじめご了承ください。

講座の内容について講座ガイド・パンフレット・インターネット等で公開する情報
5．
講座カテゴリー
下の項目の中から 1 つ選んで数字を記入してください。該当する項目がない場合は「その他」を選んでください。
1．
国語・文学
2．数学・算数 3．英語・国際交流・外国語
4．理科・実験 5．科学・技術・工業
6．
自然・環境
7．社会・歴史 8．地域・まちづくり・祭り
9．平和
10．
情報・商業・コンピューター
11．保健体育・健康・スポーツ 12．福祉・養護 13．教育・子育て 14．家庭科・手芸
15．
音楽・踊り 16．芸術・工芸・陶芸
17．文化・芸能
18．旅行
19．
趣味
20．
人生
21．
進路（〜になるには講座） 22．特別活動・生徒会活動
23．総合探究
24．その他

6〜8．
費用・持ち物・関連するホームページのＵＲＬ
特に記入する項目がない場合は省略可能です。
参加無料が原則のサマセミですが、開講するうえでどうしても必要となる場合のみ「６．材料費」に記入してください。営利
目的と判断される場合開講をお断りさせていただきます。
有料の講座は受講希望者が少なくなる傾向があります。有料の場合、高校生や中学生の参加は期待できないとお考え下さい。

9〜11．講座定員・フィールドワーク
（１）会場校の教室で開講する場合、「講座定員」は教材・教具等の関係上、やむをえず設ける必要がある場合のみ記入して
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ください。なお、教室の座席数をこえる受講はできません。定員を設定した場合は、当日先着順とするか、事前申込の
!!!!!!!
連絡先である担当者名（講師名と同じ場合は不要）を記入し「受講申込方法（TEL／FAX／Ｅ−mail）」から必要な項目
を記入の上、講師側で調整し講師の責任で受講希望者に受講の可否を連絡してください。
フィールドワーク講座」など、受講の際に事前予約が必要な場合は、「受講申込
（２）「９．講座定員」を設ける講座や、「１１．
方法」を必ず記入した上で「TEL／FAX／E−mail」から、必要な項目について記入してください。「受講申込方法」の
記入がない講座に関しては、当日先着順といたします。
（３）フィールドワーク等、会場校以外で開講する講座は、必ず集合時間・集合場所を記入してください。

※以下の情報は公開しません、
この欄の情報は実行委員会から講師の方への連絡のために利用します。
確実に連絡のとれる連絡先をご記入ください。

講師情報

必ず実名で登録してください。講師が団体の場合、代表者の方の情報を記入し、郵便物が確実に届くようにしてください。

12．
氏名・ふりがな
講師が団体の場合、代表者の氏名を記入してください。

13．
サマセミ開講歴
これまでに同サマーセミナーで講座開講された回数を記入ください。初めての方は「初めて（

）」
に○印をつけてください。

14．
所属団体・区分
12．
の方が所属する団体名を記入してください（省略可）
。また、所属区分の該当する箇所に○印をつけてください。

15〜20．住所・電話番号・携帯電話・E‐mail アドレス
講師が団体の場合代表者の住所を記入してください。※電話に出ることができる時間を「１９．連絡可能な時間帯」に記入してください。

記入例
＊「名古屋市博物館に行こう」という
フィールドワーク講座をやりたい
・１時限２時限連続で行いたい。
・１７日の午前中に行いたい。
・１７日の午後と１８日の終日都合が悪い
開講講座の調整のために必要な情報（記入例は左面にございますので、ご確認ください。
）
講座開講場所
※該当数字に○をつけてください

開講形態
※該当数字に○をつけ
てください

希望開講日時
１限．９：３０〜１０：５０
２限．１１：１０〜１２：３０
３限．１３：１０〜１４：３０
４限．１４：５０〜１６：１０

1．
サマセミ会場

※該当数字に○をつけてください

１．
単発 １時限（８０分）で完結する講座。
２．
連続 １つの講座を実施するのに２時限必要な講座。（フィールドワークに限る）
３．
展示 「1．
単発」講座同様、教室内での展示とします。
2限

3限

4限

17 日

○

○

×

×

18 日

×

×

×

×

希望開講日時説明
【サマセミ会場の場合】
出来る限り「○：都合がつく日」を選択してください。
なるべく多く「○：都合がつく日」を選択された方が、調整がつきやすくなります。
〇：都合がつく日 ×：都合がつかない日 ◎：特に希望する日
【フィールドワーク会場の場合】
実施回数分「○」をご記入ください。フィールドワークに限り、２時限まで連続が可
能です。ただし、昼食はなしとし、１・２限、または３・４限でお願いします。

フィールドワーク会場

希望教室
※該当数字に○をつけてください。
※フィールドワークの方は
会場名をご記入ください。

使用機材
この他、開講に
関する講座

1．
普通教室 2．音楽室
プロジェクター（

）

3．実験室

4．体育館

5．運動場

プロジェクターを持ち込まれる方はプロジェクター使用
に適した部屋を準備しますので、○をご記入ください。

開講講座の調整のために必要な情報（記入例は左面にございますので、ご確認ください。）
講座開講場所

2．フィールドワーク（サマセミ会場外）

1限

＊「英会話」という講座をやりたい
・１時限（８０分）で完結する
・１７日の３限か４限に講座を行いたい
・１７日の午前と１８日の終日都合が悪い

名古屋市博物館

注意事項

開講形態
※該当数字に○をつけ
てください

希望開講日時
１限．９：３０〜１０：５０
２限．１１：１０〜１２：３０
３限．１３：１０〜１４：３０
４限．１４：５０〜１６：１０

1．
サマセミ会場

2．フィールドワーク（サマセミ会場外）

１．
単発 １時限（８０分）で完結する講座。
２．
連続 １つの講座を実施するのに２時限必要な講座。（フィールドワークに限る）
３．
展示 「1．
単発」講座同様、教室内での展示とします。
1限

2限

3限

4限

17 日

×

×

○

○

18 日

×

×

×

×

希望開講日時説明
【サマセミ会場の場合】
出来る限り「○：都合がつく日」を選択してください。
なるべく多く「○：都合がつく日」を選択された方が、調整がつきやすくなります。
〇：都合がつく日 ×：都合がつかない日 ◎：特に希望する日
【フィールドワーク会場の場合】
実施回数分「○」をご記入ください。フィールドワークに限り、２時限まで連続が可
能です。ただし、昼食はなしとし、１・２限、または３・４限でお願いします。

フィールドワーク会場

希望教室
※該当数字に○をつけてください。
※フィールドワークの方は
会場名をご記入ください。

パソコン・接続ケーブルの貸出はできません。
使用機材
講師の方でご準備下さい。

この他、開講に
関する要望

1．
普通教室
プロジェクター（

2．音楽室 3．実験室 4．体育館 5．運動場
）

プロジェクターを持ち込まれる方はプロジェクター使用
に適した部屋を準備しますので、○をご記入ください。

注意事項

パソコン・接続ケーブルの貸出はできません。
講師の方でご準備下さい。
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太枠内は必ずご記入ください

本用紙（ウェブ上の登録フォームを含む）において得た個人情報は、事前説明のない限り、講座管理事務及びサマーセミナー実行委員会からご本人へのご連絡以外に利用したり、第三者に
提供したり致しません。ただし、個人情報のうち「講座ガイド・パンフレット・インターネット等で公開する情報」に関しては、講座ガイド・パンフレット及びサマーセミナーホームペー
ジに記載し公開します。
サマーセミナーの個人情報取り扱いに関するお問い合わせは、サマーセミナー実行委員会（０５２−８８１−４３５７）までお願いします。

講座ガイド・パンフレット・インターネット等で公開する情報
1．
講座タイトル
［２０文字以内］
ふりがな

2．講師名
［２０文字以内］

所属
生徒・父母・教師・市民
区分

3．
講師所属団体
［２０文字以内］

講座内容紹介文
4．
〔１００文字以内〕
5．
講座カテゴリー

円 7．
受講者が必要な持ち物

6．
材料費

※左ページ 1〜24 の番号を記入

8．
ホームページ

9．講座定員

（

10．受講申込方法 TEL／FAX／E-mail

事前申込みの連絡先（担当者名）

フィールドワーク 集合時間
11．

集合場所

講師情報（講師連絡先）

講師が団体の場合、代表者の情報を記入してください。
所属団体・区分 団体名
13．
サマセミ 初めて（ ） 14．
※該当部分に○をつけ
開講歴 （
）回 てください
生徒・父母・教師・市民

ふりがな

ふりがな
12．
氏 名

〒

）名以内

−

連 絡 先

※郵便番号も忘れずに記入してください。

15．
住所
16．
電話番号

個人宅・団体事務所

17．携帯電話

18．E−mail アドレス

19．
連絡可能な時間帯

仲介団体
（愛知私学の関係者の方からご紹介頂いた方は、仲介者の関係学校名もしくはブロック名をご記入ください。ご記入頂いた方への実行委員会
からの案内は関係学校もしくはブロックにお届けする事になります。届かない場合は各学校もしくはブロックにお問い合わせください。 ）
高校
中学校

学校名

20．
仲介団体

ブロック

父母懇

開講講座の調整のために必要な情報（記入例は左面にございますので、ご確認ください。）
講座開講場所
※該当数字に○をつけてください

開講形態
※該当数字に○をつけ
てください

希望開講日時
１限．９：３０〜１０：５０
２限．１１：１０〜１２：３０
３限．１３：１０〜１４：３０
４限．１４：５０〜１６：１０

1．サマセミ会場

2．フィールドワーク（サマセミ会場外）

１．単発 １時限（８０分）で完結する講座。
２．連続 １つの講座を実施するのに２時限必要な講座。（フィールドワークに限る）
３．展示 「1．
単発」講座同様、教室内での展示とします。
1限

2限

3限

4限

希望開講日時説明
【サマセミ会場の場合】
出来る限り「○：都合がつく日」を選択してください。
なるべく多く「○：都合がつく日」を選択された方が、調整がつきやすくなります。
〇：都合がつく日 ×：都合がつかない日 ◎：特に希望する日
【フィールドワーク会場の場合】
実施回数分「○」をご記入ください。フィールドワークに限り、２時限まで連続が可
能です。ただし、昼食はなしとし、１・２限、または３・４限でお願いします。

17 日
18 日

希望教室

フィールドワーク会場

※該当数字に○をつけてください。
※フィールドワークの方は
会場名をご記入ください。

使用機材

1．普通教室 2．音楽室
プロジェクター（

）

3．実験室

5．運動場

プロジェクターを持ち込まれる方はプロジェクター使用
に適した部屋を準備しますので、○をご記入ください。

その他、開講に
関する要望

※登録締切

4．体育館

５月１９日（水）１２：００（正午）

注意事項

パソコン・接続ケーブルの貸出はできません。
講師の方でご準備下さい。

講座開講に関するよくある質問とその答え
Q1

Q2

Q3

Q4

受講者は何人ぐらいですか？プ
リントなどは何枚用意すればいい
ですか？

たくさんの方に受講してもらい
たいのですが、どうしたらいいで
しょうか？

DVD、プロジェクターなどの機
器は使えますか？

その道では大変有名な先生をご
紹介したいのですが、講演料はい
くらいただけますか？

Ａ1

Ａ2

教室によって様々ですが当日先
着順で、座席がなくなったら講師
の方自身で受講を断っていただく
ことになります。プリントは５０枚
程度ご用意ください。講座の人数
の講座
の限定が必要な場合は、
「９．」
定員を記入し、申込先を必ず記入
してください。その際、定員の調
整は講師の方自身でお願いします。
※実行委員会では各講座の受講者
の集約はしていません。

講座のタイトルや紹介文を工夫
してください。また、少ない人数
でも「大学のゼミのように深く学
べるので嬉しい」という受講者の
声があるということもご承知くだ
さい。

Q5

Q6

駐車場はありますか？

講座が開講出来るか出来ないか
はいつわかりますか？

Ａ5
駐車場は原則お貸しする事が出
来ません。会場まで公共交通機関
でお越しください。但し、物品搬
入等の事情がある場合は駐車場を
お貸しする場合もございます。
駐車場申し込みに関する詳細な
連絡は６月下旬に全講師の方に送
らせて頂きます。

Ａ3

Ａ4

使える教室と使えない教室があ
ります。基本的に機器の手配は講
師の方ご自身でお願い致します。
また、特別教室の数も限られてい
ますので、普通教室で開講できな
い講座はお断りする場合がありま
す。

サマーセミナーは基本的に、手
弁当のボランティアでお願いして
います。講演料は原則としてお支
払いできません。交通費もすべて
自前でお願いしています。その趣
旨をわかっていただける方に、講
師をお願いしています。

Ａ6
６月中旬には申し込みをしてい
ただいた全講師の方に書面でお知
らせ致します。

サマセミ登録から当日までの日程

"６月中旬

!登録

開講日時の仮決定
登録内容の確認

WEB、
郵送にて
※ＷＥＢでの登録を
おすすめします

〆切
２０２１年５月１９日
（水）
１２：００
（正午）
まで

%

%

$６月２６日
（土）
会場校にて
・講師向け説明会
・会場決定のお知らせ

#６月下旬

※郵送またはメール
にてお知らせし
ます

※６月２６日に都合が悪い方
は郵送またはメールにて
お知らせします。なお、
日程は、変更される場合
があります。

%

%

登録内容の確定
駐車券についての連絡
※郵送またはメールにて
お知らせします

７月１７日、１８日
サマーセミナー
当日

講座開講にあたっての注意事項
講座開講時に以下の行為は行ってはいけません。

以下の点についてご協力をお願いします。

!

物品やサービス等の販売を目的とする営業行為

"

受講生の住所や連絡先など個人情報の収集

#

特定の宗教や政党等への宣伝勧誘活動

②

展示講座は廊下での展示になります。

$

反社会勢力やヤミ金融等の勧誘活動

③

今回は、連続講座・複数の同一講座を開講するこ

%

法令に違反する行為の紹介・普及活動

&

その他、愛知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は、開講でき
ない場合があることをあらかじめご了承下さい。

①

プロジェクター・スクリーン等の機材は、講師ご
自身でご用意下さい。

とはできません。

