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鞭な原市立総合攀響セ麒参・― セ最ナ晶ルふ∴
・    轡副腱原市中央区申央 8-1鐵 ―量鸞)

受付期間 :4月 15爾 から5月 5爾 まで

申込方法 :霧話 (O壌鵞‐7M‐34壌3)または総合学習ャンター窓囲ヘ

受付時間 l午前0時～午後9時 09分

r※聞り合わ燈は平目の午前 0時から年後う時の間でお願いします

Iご参加にあたっで]

。研修講躍への参加を希望する方は事前説明会にご出席ください。

当日のご都合がつかない方は、総合学習ヤンター4・へご相談ください。
0研修講血への参加:ま希菫者ざ多数の場合、抽口となります (研修鸞藤のR鸞料は、1,oo9問 です)。
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日聯鰺勒塵籍爾種を内響
繭薇年度研修生の体験機 騒鵬輛腑



《研修徊藤の流れ≫

詳細は説明会当日にお知ら鸞

します。興味をお持ちの方|ま

まずは気軽にご参加ください

駅蠅輔離動中の講師 eス タシアが

丁寧に対応しますので、安心です。

いよいよ、あなたの趣味 。特技メ

「講座Jと して位まれ変わります。

他の講師の人負の講座も体験する

ことができます。

企画運営スタップ希望者は実習体

験となります。

5,月 1● 隠

プログラムにぅいではおもて爾をみ熙.

不安犠こと、聞いておきたいことを遠慮なく

聞いてみましょう !

5月 17日

基本編  3月 24日 ～ 7月 12日 (月 2回  水躍 )

鸞鳳の企画運営や講師にっいて知 り、ひとつの

識座が成立する過程を全国書、見欄書、タイム

スケジューノレ等の作成を通 じで体験 します。

募集案内の効果的な文章も考えてみまし′ょう。

実践編 8月 露轟～ 10月 2轟 目 (月 上国程度)

轟本編の研修内容を麟まえ、実際に模擬講座、

デビューーt講座を開催 します。

講座スタップとして他の講座の運蛍にみ力‖lノ

て受講者 と心瀬ノあうことで、自分の講座のステ

ップアップも日播 L〆 ましょう。

11月 1日
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晰鰤、鶉塵瞼蜃 艤仁鸞木笏鬱当

謳し写層飩瘍鸞弔 ll

今まで靱醗艤鶉麟曼鶉豊聰欝

F研修働同期生と新機しヽalems(vが 崎審九』『定撃後の生き漁ヾい解できた」『子胃で奉だがママ友以外働

友灌力ヾ還、え亀』『騨量の金爾働手順がわかり、自儘鬱持つて臨織なJ『タイ洸スケテ鳳―ルの組み力など、

研修後も骰立つ知識力ヾ場にや掛亀』「覺鸞豊1蓬 も場ばれてまかった』F塵 命の知麟警豊かして購鰤基こで
年~

デビ量…て者たょ『デビ量…麟麟で鐵、同蟻趣鑢を持つひとと議会えて自錮亀刺激警ぬけた』膵

趾なぬの軋貪警蝙けてい褥ひ蒻蓼隧珀翔賤晰 |

炒禰鸞――椒審隧み出して蝙咸けん不ヅ

「まながのテイプ塾Jと は・ 0。 相模原市立総合学習ヤンターでは、市民が主体となつで作り…LIず、運営も

講師も市民自らが行`う 瞭 民講座 “まなびのデイプ塾"」 を平成彦1年度か螺行つています。研修構座は、

ごの事業め一環として行われ、研修講座終
“
了後には、すでに講師を行つている方々と協力しながら講師や

講座の企画 。運営をすることができ散す (研修講座終了後の活動は任意です)。

今年度新たにこの活動に参加する方を募集 しますё

凩体T(R颯 漑蛹騰期間 )

研修徊塵闇鰊式



回 開催 日 曜 日 時間 内容

5月 10日 水曜 日 午前 10時～正午 ・事前説明会

5月 17日 水曜日 午前 10時～正午
口開講式、オリエンテーション、自己紹介
口「まなびのライブ塾Jの活動状況について

5月 24日 水 曜 日 午前 10時 ～正午
講座企画の説明
講師の心得、講座の進め方
企画運営者、講座スタッフの心得、役割

6月 7日 水 曜 日 午前10時～正午
・講座企画について
・募集案内について

6月 上旬～7月 上旬のうち1回

・講座スタッフ体験
この期間に開催される「まなびのライブ塾春講座」に運営
スタッフとして参加

4 6月 21日 水曜 日 午前 10時～正午

講座企画の発表
タイムスケジュール表を作成しよう

スタッフ体験の振り返り
ショート講座の準備と説明

7月 5日 水 曜 日 午前10時～正午
=ショート講座にトライしよう
・講座実施後の振り返り

7月 12日 水曜日 午前10時～正午
・基本編のまとめ
暉実践編の紹介

平成29年度 市民講座

《基本編》

「まなびのライブ塾」 研修講座 日程

※「まなびのライブ塾」とは・・・相模原市立総含学習センタこでは、市民が主体となって作り上げ、
運営も講師も市民自らが行う「市民講座 “まなびのライブ塾"」 を平成21年度から行つています。
研修講座は、この事業の一環として行われ、研1多講座終了後には、すでに講師を行つている方反と
協力しながら講師又は講座の企画・運営をすることができます (研修講座終了後の活動は任意です)。

今年度新たにこの活動に参加する力を募集します。

《実践編》

8月 2日 水曜日 午前9時～正午
・講座企画から終了までの流れについて
・模擬講座の準備

2 9月 6日 水 曜 日 午前9時～正午
・模擬講座の実施
口模擬講座の振り返り

10月 4日 水 曜 日 午前9時～正午
・講座リハーサル
・デビュー講座の準備

10月 11日 (水 )～ 10月 27日 (金 )

ロデビュー講座開催
・講座スタッフとして他の講座にも参加

4 11月 1日 水 曜 日 午前10時 ～正午 ・閉講式


