
• 互いを知り合う

→互いを活かし合う

→学びを言語化する

• サバイバルとは？

生きる力とは？

オンラインチームビル
ディングと生きる力

2021年10月～2022年2月

オンラインワークショップ

ロジカルシンキングとは？

アサーティブとは？

ファシリテーションとは？

ワークや演習を通じて、

「自分はなぜそう考えたのか？」を

探究します。

生きるための思考力
＆コミュニケーション

VRを使ったバーチャル見学
ツアー！

佐川美術館セッション

• 「生きる力とは？」

• 生命は、そもそもどのように

進化してきたのだろう？

• 40億年にわたる
「命のバトンリレー」

生きる力：
生命進化編

これからの時代に起こる問題は、

自分ひとりでは解決できません。

様々な人と協力しながら解決

していきます。

オンラインで仲間と協力して

問題解決するとは、どんなこと

でしょうか？

仲間と一緒に
課題解決！

チャレンジプラス２

10/23㈯DAY 1

11/20㈯、12/12㈰DAY 2-3

1/22㈯DAY 4

2/19㈯DAY 5

それぞれの一日の終わりには、
「自分たちの学びを振り返る」時間を
設けます。チャレンジプラス１

チャレンジプラス３

SGHこども未来スクール小5コース

生きる力とは？ワークショップ
生きる力・コミュニケーション基礎

応募方法

応募要項をよくご確認いただき、下記の
応募専用サイト内フォームに必要事項を
記入のうえ、ご応募ください。

https://www.sgh-cspf.jp/sports/
event/school/sgh.html

応募の際は、応募理由の記入と
アンケートに回答いただく必要がございます。
当選した方のみ９月下旬にご連絡します。

Day 1  10/23 ㈯、Day 2  11/20 ㈯
Day 3  12/12 ㈰、Day 4  01/22 ㈯
Day 5  02/19 ㈯
(開始：朝10時／終了：当日夕方4時予定)

オンライン
受講に必要なPCやモバイルWi-Fiは
貸与します

無料

公益財団法人
ＳＧＨ文化スポーツ振興財団

実施日時

開催形式

参加費用

主催者

申込締切日: 
2021年9月19日(日)

※ チャレンジプラスは5日間のメインセッションとは
別に参加できる、1時間の自由選択型セッション
です！



応募要項をよくご確認いただき、下記の応募専用サイト内フォームに必要事項を記入のうえ、ご応募ください。申込み締切⽇ 9月19日(日)https://www.sgh-cspf.jp/sports/event/school/sgh.htmlスマートフォンの方は右の二次元コードからアクセスしてください。※お電話やメールでの申込みは受付できません。※当選した方には９月下旬までにご連絡いたします。

SGHこども未来スクール「小5コース ⽣きる⼒・コミュニケーション基礎」技術の未来、人間社会の未来、そして地球環境の未来について子どもたちが自分なりの考えをまとめ、向き合うことが出来るような5日間のオンラインプログラムです。教えこむのではなく、様々な体験を通じ内発的な学びや気づきを促す場・機会づくりを⾏うプログラムを通して、子どもたちの生きる⼒を⾼めます。
� 新たなことにチャレンジする姿勢をもつ
� 他者と協働する時のコミュニケーションスキルを磨く
� 複雑な問題を解決する時の粘り強さを養う＜ワークショップ内容＞

時間帯 10︓00－16︓00 （各日程）実施形態 オンラインワークショップ （Zoom)場所 各回のZoomリンクは参加者にお知らせ参加費 無料 （PC、Wi-Fi貸与も含む）

SGHこども未来スクール 小５コース

生きる力とは？生きる力とは？ ワークショップワークショップ
⽣きる⼒・コミュニケーション基礎特⻑1     オンラインプログラムでの安⼼サポート︕オンラインでのワークショップが初めてのお子様も大丈夫。オンラインのプログラム実施に精通した講師陣、サポートスタッフがつきます。特⻑2     オンラインでの協働スキルが学べる︕オンラインだからといって、一方的な座学になることはありません︕⼦ども向けワークショップや企業研修での経験豊富な講師陣が、オンラインでの協働スキルを学ぶ最適な場づくりを⾏います。小学5年⽣（定員10名）※応募者多数の場合は抽選となります。※最少催⾏⼈数4名を下回った場合は不開催とすることがあります。公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団1日目

10/23(土）土）土）土） オンラインチームビルディングこれから5日間、一緒に活動していく仲間のことを知り合い、チームとして活動しましょう。チャレンジプラス① （1日目と2日目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）2日目11/20(土)・3日目12/12(日) ⽣きるための思考⼒＆コミュニケーションロジカルシンキング、ファシリテーション、アサーティブネスなどの概念を学びます。佐川美術館セッションオンラインで佐川美術館を体験します。チャレンジプラス② （3日目と4日目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）4日目1/22(土) ⽣きる⼒︓⽣命進化生命は、そもそもどのように進化してきたのだろう︖40億年にわたる「命のバトンリレー」とは︖チャレンジプラス③ （4日目と5日目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）5日目2/19(土) 仲間と⼀緒に課題解決︕プログラムの集大成として、今まで学んだことを⽣かしてオンライン課題解決にチャレンジ︕※ プログラムは全5日間で構成されており、一部のみのご参加はご遠慮いただいております。（チャレンジプラスのみ自由参加）※ チャレンジプラスの開催日程は未定のため、確定後に別途お知らせいたします。

７



プログラム内容についてのお問い合わせEmail: sghschool@globaledu-j.comその他のお問い合わせSGHこども未来スクール2021事務局Email: sports_sghcspf@sagawa-artmuseum.or.jp

ご準備いただくもの

8

10

11

WEB申込み抽選当選した方に通知→書類送付必要書類返送当日 10月23⽇（⼟）〜2月19日（土）
12

申込み後にキャンセルをご希望の場合、その旨を必ず事務局までE-mailにてご連絡ください。また、やむをえず当日参加ができなくなった場合、後日ご連絡する運営責任者の携帯電話番号まで直接お電話ください。
参加にあたってPCとモバイルWi-Fiを貸与いたします。その他にご⾃宅でご⽤意いただくものは下記の通りです。
• ヘッドセットまたはマイク付きイヤホン
• お子様が集中できる環境 （ご⾃宅など）
本企画は、当財団が推進する次世代教育の一環として実施します。そのため、活動中に撮影した写真や映像につきましては、当財団のホームページへの掲載や広告への活用、またそれに伴い各種メディアに掲載する場合がございます。その際には、お名前・ご住所等の個⼈情報の記載は⼀切⾏いません。※参加が確定した⽅は、別途「肖像権使⽤の許諾について」を送付させていただきますので、内容をご確認の上、署名いただき、事務局まで返送いただくようお願いします。
・氏名・住所・電話番号・E-mailアドレス等の個人情報は、本活動以外の目的で第三者に提供、開⽰等は⾏いません。・今後、事務局より各種案内・アンケートなどを、メール・郵送等によりお送りする場合がございます。・活動中に撮影した写真・感想などの記録は報告書・WEBページ・今後の募集活動資料等に使⽤させていただく場合がございます。またその際には、お名前・ご住所等の個人情報の記載は⼀切⾏いません。



� 正しく申込みできたか︖（送信できているか）確認はどうしたらいいですか︖申込みフォームを送信後、自動返信メールが届きます。届かない場合、「メールアドレスが間違っている」「迷惑メールのフィルタが機能している」などが考えられます。自動返信メールが届かない場合は事務局までメールにてご連絡ください。
� きょうだいや友達同士の申込みは同時にできないのですか︖参加者1名につき、1回の申込みとなります。きょうだいやご友人同士での申込みの場合は、1名ずつの⼊⼒・申込みをお願い致します。
� きょうだいを⼀緒に参加させたいのですが、どちらかが落選という場合もありますか︖参加者1名ずつの申込み・抽選となるため、きょうだいが必ず一緒に当選するとは限りません。
� キャンセル待ちはできますか︖キャンセル待ちは、お受けしておりません。
� 当選してからは、どのような⼿順になりますか︖参加が確定された方には、９⽉中に以下のような資料を送付する予定です。（状況によって内容は変更となる場合があります）
• 参加者決定通知書
• 実施要項
• しおり
• 参加承諾書
• 肖像権許諾書など
� 当選しなかった場合は連絡がないのですか︖通知は当選された⽅にのみ⾏います。予めご了承ください。
� 家にPCやWi-Fiがありませんが、参加可能ですか︖プログラム受講に必要なPCとモバイルWi-Fiは、事務局から貸与いたしますのでご安心ください。
� １⽇だけの参加も可能ですか︖プログラムは5日間で一つのシリーズを構成しているため、一部のみのご参加はご遠慮いただいております。なお、途中の日程でやむをえず欠席される場合は、当日の映像等を⾒て学習内容を後からご確認いただけます。
� 参加費は、⼀切かからないのですか︖参加費はすべて無料です。（※PC、Wi-Fi貸与も含む）

� 対象年齢以外の⼦どもは参加できないのですか︖プログラムの都合上、2021年度の⼩学5年⽣を対象としているため、対象年齢以外の⽅のご参加はお断りしております。
� オンラインプログラムで一日PCの前に座っているだけだと集中⼒が続かないのではないかと心配です。今回プログラムを担当するのは、オンラインでも対面でも多くのプログラムを実施しているベテランの講師陣です。お⼦様の集中⼒を保ちながら、刺激を受けていただけるようなセッションを実施します。また、休憩も適宜取りながら⾏います。
� 保護者の⾒学はできますか︖オンラインプログラムは⾒学可能ですが、本プログラムでは、⼦どもたちが⾃分で考え⾏動する⼒や、⼦ども同⼠の交流を⼤切にしております。その趣旨に鑑み、最大限、お子様の自主性を尊重しながらプログラム参加を⾒守っていただければ幸いです。
� 子どもの写真などは、どのように使われる可能性がありますか︖開催後、当財団ホームページ内に掲載する結果報告等に使用させていただきます。また、活動中に撮影した写真・感想などの記録は報告書・WEBページ・今後の募集活動資料等に使⽤させていただく場合がございますが、その際にはお名前・ご住所等の個⼈情報の記載は⼀切⾏いません。※ご参加いただく前に、あらかじめ肖像権許諾書にご同意いただきます。
その他ご不明な点、不安な点につきましては、下記事務局までお問合せください。
プログラム内容についてのお問い合わせEmail: sghschool@globaledu-j.comその他のお問い合わせEmail: sports_sghcspf@sagawa-artmuseum.or.jp



技術の未来、人間社会の未来、

地球環境の未来など、今後、未来

がどのように移り変わっていくのかを

考えます。

私たちの未来は
どうなる？
～課題提起～

ロジカルシンキングとは？アサーティブ

とは？ファシリテーションとは？

ワークや演習を通じて、「自分はなぜ

そう考えたのか？」を探究します。

“未来”に必要な思考力強化
＆コミュニケーション

VRを使ったバーチャル見学ツアー！

佐川美術館セッション

2021年10月～2022年2月オンラインワークショップ

自分のキャリアを考える

ワークショップ

FuturePast

これからの

応募方法

応募要項をよくご確認いただき、下記の
応募専用サイト内フォームに必要事項を
記入のうえ、ご応募ください。

https://www.sgh-cspf.jp/sports/
event/school/sgh.html

応募の際は、応募理由の記入と
アンケートに回答いただく必要がございます。
当選した方のみ９月下旬にご連絡します。

Day 1  10/24 ㈰、Day 2  11/21 ㈰
Day 3  12/18 ㈯、Day 4  01/23 ㈰
Day 5  02/20 ㈰
(開始：朝10時／終了：当日夕方4時予定)

オンライン
受講に必要なPCやモバイルWi-Fiは
貸与します

無料

公益財団法人
ＳＧＨ文化スポーツ振興財団

戦乱が頻発した時代に、

戦国英雄たちは何を考え、

どう生きたのだろう？

昔の英雄は何を
考えて生きていた？
戦国英雄編

何のために働きますか？

どんな風に働きますか？

職業選択よりも大切な、

仕事観の醸成。

対話を通して自らを内省する

機会とします。

私たちはどう
生きる？未来のキャリア編

チャレンジプラス１

チャレンジプラス３

申込締切日: 
2021年9月19日(日)

10/24㈰DAY 1 1/23㈰DAY 4

2/20㈰DAY 5

それぞれの一日の終わりには、「自分たちの学びを振り返る」時間を設けます。

小学校を卒業し中学入学という、新しい一歩を踏み出す前に、キャリアについて考え
ます。キャリアとは職業選択だけではなく、どう生きるか？に直結します。今まで親世
代が当たり前だと思ってきたキャリア形成が通用しないのがAI社会。機械ではなく、
人間らしく生きるとはどういうことか？自分で考えるために何が必要か？を考えます。

11/21㈰、12/18㈯DAY 2-3

SGHこども未来スクール 小６コース

実施日時

開催形式

参加費用

主催者

※ チャレンジプラスは5日間のメインセッションとは
別に参加できる、1時間の自由選択型
セッションです！



SGHこども未来スクール「小6コース これからの自分のキャリアを考える」技術の未来、人間社会の未来、そして地球環境の未来について子どもたちが自分なりの考えをまとめ、向き合うことが出来るような5日間のオンラインプログラムです。教えこむのではなく、様々な体験を通じ内発的な学びや気づきを促す場・機会づくりを⾏うプログラムを通して、子どもたちの生きる⼒を⾼めます。
� 未来を予測し、問題を提起する姿勢をもつ
� 他者と協働する時のコミュニケーションスキルを磨く
� ⾃分の未来を進むために必要な考える⼒を養う＜ワークショップ内容＞

時間帯 10︓00－16︓00 （各日程）実施形態 オンラインワークショップ （Zoom)場所 各回のZoomリンクは参加者にお知らせ参加費 無料 （PC、Wi-Fi貸与も含む）

特⻑1     オンラインプログラムでの安⼼サポート︕オンラインでのワークショップが初めてのお子様も大丈夫。オンラインのプログラム実施に精通した講師陣、サポートスタッフがつきます。特⻑2     オンラインでの協働スキルが学べる︕オンラインだからといって、一方的な座学になることはありません︕⼦ども向けワークショップや企業研修での経験豊富な講師陣が、オンラインでの協働スキルを学ぶ最適な場づくりを⾏います。小学6年⽣（定員10名）※応募者多数の場合は抽選となります。※最少催⾏⼈数4名を下回った場合は不開催とすることがあります。公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団

応募要項をよくご確認いただき、下記の応募専用サイト内フォームに必要事項を記入のうえ、ご応募ください。申込み締切⽇ 9月19日(日)https://www.sgh-cspf.jp/sports/event/school/sgh.htmlスマートフォンの方は右の二次元コードからアクセスしてください。※お電話やメールでの申込みは受付できません。※当選した方には９月下旬までにご連絡いたします。

７

SGHこども未来スクール 小6コース

キャリアとは？キャリアとは？ ワークショップワークショップ
自分のキャリアを考える

1日目
10/24(日）日）日）日） チームビルディング・私たちの未来はどうなる︖〜問題提起〜今後、未来がどのように移り変わっていくのかを自分たちで考えます。チャレンジプラス① （1日目と2日目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）2日目11/21(日)・3日目12/18(土) ⽣きるための思考⼒＆コミュニケーションロジカルシンキング、ファシリテーション、アサーティブネスなどの概念を学びます。佐川美術館セッションオンラインで佐川美術館を体験します。チャレンジプラス② （3日目と4日目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）4日目1/23(日) 昔の⼈は何を考えて⽣きていた︖戦国英雄編戦乱が頻発した時代に、戦国英雄たちは何を考え、どう⽣きたのか︖チャレンジプラス③ （4日目と5日目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）5日目2/20(日) 私たちはどう⽣きる︖未来のキャリア編何のために働くのか︖ どんな風に働くのか︖ロールモデルを⾒ながら、対話を通して⾃らを内省する機会を提供します。※ プログラムは全5日間で構成されており、一部のみのご参加はご遠慮いただいております。（チャレンジプラスのみ自由参加）※ チャレンジプラスの開催日程は未定のため、確定後に別途お知らせいたします。



プログラム内容についてのお問い合わせEmail: sghschool@globaledu-j.comその他のお問い合わせSGHこども未来スクール2021事務局Email: sports_sghcspf@sagawa-artmuseum.or.jp

ご準備いただくもの
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10

11

WEB申込み抽選当選した方に通知→書類送付必要書類返送当日 10月24⽇（⽇）〜2月20日（日）
12

申込み後にキャンセルをご希望の場合、その旨を必ず事務局までE-mailにてご連絡ください。また、やむをえず当日参加ができなくなった場合、後日ご連絡する運営責任者の携帯電話番号まで直接お電話ください。
参加にあたってPCとモバイルWi-Fiを貸与いたします。その他にご⾃宅でご⽤意いただくものは下記の通りです。
• ヘッドセットまたはマイク付きイヤホン
• お子様が集中できる環境 （ご⾃宅など）
本企画は、当財団が推進する次世代教育の一環として実施します。そのため、活動中に撮影した写真や映像につきましては、当財団のホームページへの掲載や広告への活用、またそれに伴い各種メディアに掲載する場合がございます。その際には、お名前・ご住所等の個⼈情報の記載は⼀切⾏いません。※参加が確定した⽅は、別途「肖像権使⽤の許諾について」を送付させていただきますので、内容をご確認の上、署名いただき、事務局まで返送いただくようお願いします。
・氏名・住所・電話番号・E-mailアドレス等の個人情報は、本活動以外の目的で第三者に提供、開⽰等は⾏いません。・今後、事務局より各種案内・アンケートなどを、メール・郵送等によりお送りする場合がございます。・活動中に撮影した写真・感想などの記録は報告書・WEBページ・今後の募集活動資料等に使⽤させていただく場合がございます。またその際には、お名前・ご住所等の個人情報の記載は⼀切⾏いません。



� 正しく申込みできたか︖（送信できているか）確認はどうしたらいいですか︖申込みフォームを送信後、自動返信メールが届きます。届かない場合、「メールアドレスが間違っている」「迷惑メールのフィルタが機能している」などが考えられます。自動返信メールが届かない場合は事務局までメールにてご連絡ください。
� きょうだいや友達同士の申込みは同時にできないのですか︖参加者1名につき、1回の申込みとなります。きょうだいやご友人同士での申込みの場合は、1名ずつの⼊⼒・申込みをお願い致します。
� きょうだいを⼀緒に参加させたいのですが、どちらかが落選という場合もありますか︖参加者1名ずつの申込み・抽選となるため、きょうだいが必ず一緒に当選するとは限りません。
� キャンセル待ちはできますか︖キャンセル待ちは、お受けしておりません。
� 当選してからは、どのような⼿順になりますか︖参加が確定された方には、９⽉中に以下のような資料を送付する予定です。（状況によって内容は変更となる場合があります）
• 参加者決定通知書
• 実施要項
• しおり
• 参加承諾書
• 肖像権許諾書など
� 当選しなかった場合は連絡がないのですか︖通知は当選された⽅にのみ⾏います。予めご了承ください。
� 家にPCやWi-Fiがありませんが、参加可能ですか︖プログラム受講に必要なPCとモバイルWi-Fiは、事務局から貸与いたしますのでご安心ください。
� １⽇だけの参加も可能ですか︖プログラムは5日間で一つのシリーズを構成しているため、一部のみのご参加はご遠慮いただいております。なお、途中の日程でやむをえず欠席される場合は、当日の映像等を⾒て学習内容を後からご確認いただけます。
� 参加費は、⼀切かからないのですか︖参加費はすべて無料です。（※PC、Wi-Fi貸与も含む）

� 対象年齢以外の⼦どもは参加できないのですか︖プログラムの都合上、2021年度の⼩学6年⽣を対象としているため、対象年齢以外の⽅のご参加はお断りしております。
� オンラインプログラムで一日PCの前に座っているだけだと集中⼒が続かないのではないかと心配です。今回プログラムを担当するのは、オンラインでも対面でも多くのプログラムを実施しているベテランの講師陣です。お⼦様の集中⼒を保ちながら、刺激を受けていただけるようなセッションを実施します。また、休憩も適宜取りながら⾏います。
� 保護者の⾒学はできますか︖オンラインプログラムは⾒学可能ですが、本プログラムでは、⼦どもたちが⾃分で考え⾏動する⼒や、⼦ども同⼠の交流を⼤切にしております。その趣旨に鑑み、最大限、お子様の自主性を尊重しながらプログラム参加を⾒守っていただければ幸いです。
� 子どもの写真などは、どのように使われる可能性がありますか︖開催後、当財団ホームページ内に掲載する結果報告等に使用させていただきます。また、活動中に撮影した写真・感想などの記録は報告書・WEBページ・今後の募集活動資料等に使⽤させていただく場合がございますが、その際にはお名前・ご住所等の個⼈情報の記載は⼀切⾏いません。※ご参加いただく前に、あらかじめ肖像権許諾書にご同意いただきます。
その他ご不明な点、不安な点につきましては、下記事務局までお問合せください。
プログラム内容についてのお問い合わせEmail: sghschool@globaledu-j.comその他のお問い合わせEmail: sports_sghcspf@sagawa-artmuseum.or.jp



Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

10/30㈯ 11/27㈯ 12/19㈰ 1/29㈯ 2/26㈯

私たちの未来は
どうなる？

課題提起

“未来”に
必要な他者との

協働力

“グローバル”
での協働力
全身で伝えよう！

佐川
美術館
セッション

それぞれの個性を
発揮できる学びの場

Learn
ICTの未来、人間

社会の未来、地球

環境の未来など、

今後、未来がどのよう

に移り変わっていくの

かを考えます。その時、

自分たちはどう他者

と協働するのか？を

考えます。

アサーティブとは？

リーダーシップとは？

コラボレーションとは？

ワークや演習を通じて、

「自分自身のリーダー

シップと他者とのコラ

ボレーション」を探究し

ます。

英語ができないと

コラボレーションでき

ない？でも、そも

そも「英語が出る」っ

てどういう状態？

今自分の持っている

英語力でどこまでいけ

るかやってみよう！

VRを使った

バーチャル

見学ツアー！

学びの多様性を切り拓く

プロジェクトを通して、

志あるユニークな才能を開花

させ、多様な人々との協働す

ることについて考えます。

（コラボ：中邑賢龍教授

（東京大学））

応募方法
応募要項をよくご確認いただき、
下記の応募専用サイト内フォームに必要事項を記入のうえ、ご応募ください。

https://www.sgh-cspf.jp/sports/event/school/sgh.html

応募の際は、応募理由の記入とアンケートに回答いただく必要がございます。

当選した方のみ９月下旬にご連絡します。

申込締切日: 2021年9月19日(日)

オンライン
受講に必要なPCやモバイルWi-Fiは貸与します

公益財団法人ＳＧＨ文化スポーツ振興財団

実施日時 開催形式

参加費用

主催者

2021年10月～2022年2月

オンラインワークショップ

※ チャレンジプラスは5日間のメインセッションとは
別に参加できる、1時間の自由選択型
セッションです！

それぞれの一日の終わりには、「自分たちの学びを振り返る」時間を設けます。

他者と協働しながら成果を出すことの醍醐味を学びます
今後は日本にいながら、世界中の人々と協働し、成果を
出していくことも求められます。「自分一人が頑張る」だけで
はなく、共感をし合いながら多様な他者を巻き込みながら、
一緒に働くために必要な考え方やスキルを学びます。

チャレンジプラス１ チャレンジプラス２ チャレンジプラス３

Day 1  10/30 ㈯、Day 2  11/27 ㈯
Day 3  12/19 ㈰、Day 4  01/29 ㈯
Day 5  02/26 ㈯
(開始:朝10時/終了：当日夕方4時予定)

無料

SGHこども未来スクール 中１コース



SGHこども未来スクール「中１コース これからの協働⼒を考える」技術の未来、人間社会の未来、そして地球環境の未来について子どもたちが自分なりの考えをまとめ、向き合うことが出来るような5日間のオンラインプログラムです。教えこむのではなく、様々な体験を通じ内発的な学びや気づきを促す場・機会づくりを⾏うプログラムを通して、⼦どもたちの⽣きる⼒を⾼めます。
� 未来を予測し、他者との協働を考える
� 他者と協働するために必要な考え方やスキルを磨く
� 個々の志あるユニークな才能を開花させる＜ワークショップ内容＞

時間帯 10︓00－16︓00 （各日程）実施形態 オンラインワークショップ （Zoom)場所 各回のZoomリンクは参加者にお知らせ参加費 無料 （PC、Wi-Fi貸与も含む）

特⻑1     オンラインプログラムでの安⼼サポート︕オンラインでのワークショップが初めてのお子様も大丈夫。オンラインのプログラム実施に精通した講師陣、サポートスタッフがつきます。特⻑2     オンラインでの協働スキルが学べる︕オンラインだからといって、一方的な座学になることはありません︕⼦ども向けワークショップや企業研修での経験豊富な講師陣が、オンラインでの協働スキルを学ぶ最適な場づくりを⾏います。中学1年⽣（定員10名）※応募者多数の場合は抽選となります。※最少催⾏⼈数4名を下回った場合は不開催とすることがあります。公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団

応募要項をよくご確認いただき、下記の応募専用サイト内フォームに必要事項を記入のうえ、ご応募ください。申込み締切⽇ 9月19日(日)https://www.sgh-cspf.jp/sports/event/school/sgh.htmlスマートフォンの方は右の二次元コードからアクセスしてください。※お電話やメールでの申込みは受付できません。※当選した方には９月下旬までにご連絡いたします。

７

SGHこども未来スクール 中１コース

協働力とは？協働力とは？ ワークショップワークショップ
AI時代の協働力時代の協働力時代の協働力時代の協働力

1日目
10/30(土）土）土）土） チームビルディング・私たちの未来はどうなる︖〜課題提起〜今後、未来がどのように移り変わっていくのか、その時、⾃分たちはどう他者と協働するのか︖を考えます。チャレンジプラス① （1日目と2⽇目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）2日目11/27(土) 未来に必要な他者との協働⼒アサーティブネス、リーダーシップ、コラボレーションなどの概念を学び、演習を通じて「⾃⾝のリーダーシップと他者とのコラボレーション」を探求します。チャレンジプラス② （3日目と4⽇目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）3日目12/19(日) ”グローバル“での協働⼒〜全⾝で伝えよう〜英語ができないとコラボレーションできない︖今、⾃分の持っている英語⼒でどこまでできるかやってみよう︕チャレンジプラス③ （4日目と5⽇目の中間に⾏う1時間程度の特別セッション/自由参加）4日目1/29(土)・5日目2/26(土) 佐川美術館セッションオンラインで佐川美術館を体験します。それぞれの個性を発揮できる学びの場 Learn学びの多様性を切り拓くプロジェクトを通して、志あるユニークな才能を開花させ、多様な人々と協働することについて考えます。※ プログラムは全5日間で構成されており、一部のみのご参加はご遠慮いただいております。（チャレンジプラスのみ自由参加）※ チャレンジプラスの開催日程は未定のため、確定後に別途お知らせいたします。



プログラム内容についてのお問い合わせEmail: sghschool@globaledu-j.comその他のお問い合わせSGHこども未来スクール2021事務局Email: sports_sghcspf@sagawa-artmuseum.or.jp

ご準備いただくもの

8

10

11

WEB申込み抽選当選した方に通知→書類送付必要書類返送当日 10月30⽇（⼟）〜2月26日（土）
12

申込み後にキャンセルをご希望の場合、その旨を必ず事務局までE-mailにてご連絡ください。また、やむをえず当日参加ができなくなった場合、後日ご連絡する運営責任者の携帯電話番号まで直接お電話ください。
参加にあたってPCとモバイルWi-Fiを貸与いたします。その他にご⾃宅でご⽤意いただくものは下記の通りです。
• ヘッドセットまたはマイク付きイヤホン
• お子様が集中できる環境 （ご⾃宅など）
本企画は、当財団が推進する次世代教育の一環として実施します。そのため、活動中に撮影した写真や映像につきましては、当財団のホームページへの掲載や広告への活用、またそれに伴い各種メディアに掲載する場合がございます。その際には、お名前・ご住所等の個⼈情報の記載は⼀切⾏いません。※参加が確定した⽅は、別途「肖像権使⽤の許諾について」を送付させていただきますので、内容をご確認の上、署名いただき、事務局まで返送いただくようお願いします。
・氏名・住所・電話番号・E-mailアドレス等の個人情報は、本活動以外の目的で第三者に提供、開⽰等は⾏いません。・今後、事務局より各種案内・アンケートなどを、メール・郵送等によりお送りする場合がございます。・活動中に撮影した写真・感想などの記録は報告書・WEBページ・今後の募集活動資料等に使⽤させていただく場合がございます。またその際には、お名前・ご住所等の個人情報の記載は⼀切⾏いません。



� 正しく申込みできたか︖（送信できているか）確認はどうしたらいいですか︖申込みフォームを送信後、自動返信メールが届きます。届かない場合、「メールアドレスが間違っている」「迷惑メールのフィルタが機能している」などが考えられます。自動返信メールが届かない場合は事務局までメールにてご連絡ください。
� きょうだいや友達同士の申込みは同時にできないのですか︖参加者1名につき、1回の申込みとなります。きょうだいやご友人同士での申込みの場合は、1名ずつの⼊⼒・申込みをお願い致します。
� きょうだいを⼀緒に参加させたいのですが、どちらかが落選という場合もありますか︖参加者1名ずつの申込み・抽選となるため、きょうだいが必ず一緒に当選するとは限りません。
� キャンセル待ちはできますか︖キャンセル待ちは、お受けしておりません。
� 当選してからは、どのような⼿順になりますか︖参加が確定された方には、９⽉中に以下のような資料を送付する予定です。（状況によって内容は変更となる場合があります）
• 参加者決定通知書
• 実施要項
• しおり
• 参加承諾書
• 肖像権許諾書など
� 当選しなかった場合は連絡がないのですか︖通知は当選された⽅にのみ⾏います。予めご了承ください。
� 家にPCやWi-Fiがありませんが、参加可能ですか︖プログラム受講に必要なPCとモバイルWi-Fiは、事務局から貸与いたしますのでご安心ください。
� １⽇だけの参加も可能ですか︖プログラムは5日間で一つのシリーズを構成しているため、一部のみのご参加はご遠慮いただいております。なお、途中の日程でやむをえず欠席される場合は、当日の映像等を⾒て学習内容を後からご確認いただけます。
� 参加費は、⼀切かからないのですか︖参加費はすべて無料です。（※PC、Wi-Fi貸与も含む）

� 対象年齢以外の⼦どもは参加できないのですか︖プログラムの都合上、2021年度の中学1年⽣を対象としているため、対象年齢以外の⽅のご参加はお断りしております。
� オンラインプログラムで一日PCの前に座っているだけだと集中⼒が続かないのではないかと心配です。今回プログラムを担当するのは、オンラインでも対面でも多くのプログラムを実施しているベテランの講師陣です。お⼦様の集中⼒を保ちながら、刺激を受けていただけるようなセッションを実施します。また、休憩も適宜取りながら⾏います。
� 保護者の⾒学はできますか︖オンラインプログラムは⾒学可能ですが、本プログラムでは、⼦どもたちが⾃分で考え⾏動する⼒や、⼦ども同⼠の交流を⼤切にしております。その趣旨に鑑み、最大限、お子様の自主性を尊重しながらプログラム参加を⾒守っていただければ幸いです。
� 子どもの写真などは、どのように使われる可能性がありますか︖開催後、当財団ホームページ内に掲載する結果報告等に使用させていただきます。また、活動中に撮影した写真・感想などの記録は報告書・WEBページ・今後の募集活動資料等に使⽤させていただく場合がございますが、その際にはお名前・ご住所等の個⼈情報の記載は⼀切⾏いません。※ご参加いただく前に、あらかじめ肖像権許諾書にご同意いただきます。
その他ご不明な点、不安な点につきましては、下記事務局までお問合せください。
プログラム内容についてのお問い合わせEmail: sghschool@globaledu-j.comその他のお問い合わせEmail: sports_sghcspf@sagawa-artmuseum.or.jp


