
受講者募集 4/1～6/24 2019年 6月 スタート

理科推進スタッフ体験講座
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認定NPO法 人

おも しろ科学

たんけん工房

・ 理科大好きな子どもを育てよう

・ 科学の面白さを子どもたちと楽しむ

・ あなたの経験を次世代に伝えよう

・ 社会貢献/地域貢献活動を目指そう

・ どなたでも参加できます

受講申込方法

・募集定員 :25名 (応募者多数の場合は抽選) *ホームページから :
E申込期間 :2019年 4月 1日 ～6月 24日      「受講者募集」をクリックして下さい

日講座日程 :2019年 6月 ～10月         *FAXか ら :045-864-5636

口受講料  :3,000円               裏面の申込フォームを使用して下さい

(受付後 振込口座を連絡いたします)      
※今後の情報連絡のために、ご自宅の

日間合せ先 :丁EL:045-864-5636          FAXま たは PC電子メールア ドレス

(お もしろ科学たんけん工房 金沢)      が必要となります。

■事前説明会 を開きます (無料)・ 5月 12日 (日 ) ・ 5月 17日 (金 )

・詳細説明 と申込み は、裏面 ご参照 ください

【この体験講座は横浜市教育委員会の後援を得て下記 2団体の事業として実施されるものです】
主催 :認定NPO法人 おもしろ科学たんけん工房  協賛 :公益財団法人 よこはまユース
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石汗修プログラム日本呈表 講座は以下のよう覆A]十 [B]のプログラムです。
[A]集合研イ1多 (3日 間)

集合 研修 日時 テーマ 内容

7月 7日 (日 )
10:OOへ′12:00 実習オリエンテーション 1 科学体験活動推進スタ ッフ |こ ついて

13:00～ 16:00 実習オリエンテーシ∃ン 2 実習オリエンテーシ∃ンと実習日程の調整

8月 25日
(日 )

10:OOへ′12:00 集合研修 1 (仮題)子どもとの接 し方

1 3iOOヘノ16:OO 集合研修 2 現場教員に間<「安全への配慮 。叱り方ほめ方」

9月 29日
(日 )

10:00ヘノ14:OO 事例研究 事例研究「問題解決学習の具体例」

14:00へ′16:OO 実践へのオリエンテーシ∃ン 後期実践へのオリエンテーシ∃ン

集合研修 会場 横浜市青少年育成センタ~        ・JR関内駅 :徒歩7分
関内ホール地下 2階              ・市営地下鉄関内駅 :徒歩5分

横浜市中区住薔町 4丁目42-1    ・みなとみらい線馬車道駅 :徒歩5分

[B]個別実習 :横浜市内会場 (約 25か所)で開催の「おもしろ科学体験塾」にて実習 します。
① アシスタント現場実習 (ア シスタントの役割を体験実習する):2テーマ以上

本番だけでな<準備会にも参加し、実施に必要な一連の作業を体験していただきます。
② 自由実習(参加する児童と同じ立場で体験実習する):2テーマ以上

参加児童と同じ参加費を納入していただきます。(テーマにより500円へ′1,○〇〇円)

<前期-19-03-03>

予鑢馘鰈覺穫誦肛饂警。
下記しヽすれなの日露警奎選んで簸非ご鐵簿 <婚さしヽ。

講ま鬱寵甕 籍‡こ実邁饉つしヽでの鰊鰈種 移讚ず

(1)5月 12日 (日 ) かながわ県民センター

7階 708号室 10時  ～  12時
7階 705号室 13時 30分～15時 30分

(2)5月 17日 (金) かながわ県民センター

7階 709号室 10時  ～  12時
7階 709号室 13時 30分～15時 30分

事前説明

※事前説明会に出席される力は 下記 申込方法にて申込み願います
横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2

<切り取り線>― ―一――――
横浜駅西□・ きた西□より徒歩 5分

2019年度 前期 理科推進スタッフ体験講座
事前説明会

申込書
受  講

申込方法 :① おもしろ科学たんけん工房のホームページの「受講者募集」から申込み<ださい

または② 以下の申込書に必要事項を記入のうえFA× にて申込み<ださい
丁EL/F∧×045-864-5636 おもしろ科学たんけん工房 金沢 ※文字は 太<濃くはっきりとお書きください。
郵便番号 住 所

氏名 ′3ヽ りがな 年齢

自宅電話番号 自宅 FA× 番号

PC電子メールア ドレス

携帯メールア ドレス (あれば)

事前説明会の出席日/欠席に/して<ださい  □欠席

5月 12日 (日) □708号室 10時～ 12時、

5月 17日 (金) □709号室 10時～12時、

□705号室 13時 30分ヘノ150寺 30分
□709号室 13時 30分～15時 30分

連絡事項

Z= かながわ県民センター

入

ビ

横浜ベイ
ンェラトン

高島事

横 浜 駅
さ

西

※記入 して頂いた個人情報は この講座とそのフォロー目的以外には使用 しません。
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