
平成２１年度事業報告書 
（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで） 

 

特定非営利活動法人 ＮＥＸＴＤＡＹ 

 

１．事業の成果 

 

平成２１年度の活動は従来の流れを踏襲したものであり、商業的意図による流行や雰囲気に流さ

れず、一般市民の間に必要な本質的な部分でのＩＣＴスキルの向上を目指して活動した。 

 

主たる事業の概要は以下の通り 

 

（１）学校教育に対する支援事業では、教員の ICT スキル向上のための「道東（道北）地区 ICT

学習推進指導者研修会」を、現地の教育研究団体と協力して実施した。東京のＮＰＯインター

ネットラーニングアカデミーの協力のもと、釧路市教育センターなどの機関と連携しながら、

釧路、北見、士別の３会場で講座を開催してきた。また、特別支援教育の研究グループを支援

し、研修会開催に協力している。 

 

（２）市民教育の分野では、北海道立生涯学習推進センター、釧路市教育センター、清田区役所、

清田区内小中学校ＰＴＡなどの協力要請に対し、講習会講師、機材提供・貸与などを行い、行

政、学校、ＰＴＡ、地域と連携し、情報と教育に関する活動に積極的に取り組んだ。 

 

（３）市民向けパソコン講座としては、継続している UHB 大学パソコンⅡ講座、清田区内のパソ

コンサークルの他、札幌市清田区民センターや里塚美しが丘地区センターとの共催講座、札幌

市西区民センターや札幌市清田区平岡町内会連合会からの依託講座を実施した。それらの講座

においては、パソコンの操作手順を演習するものではなく、参加者が自ら考え、理解してパソ

コンを操作できるように導くことを大切にした講座を実施した。その結果、多くの講座におい

て参加者の好評を得ることができ、その評判が新たな参加者を得ることになった。 

今後の課題としては、活動の中心としてきた清田区から範囲を広げた地域においても市民が

本当に使えるパソコンの知識・技術の伝達と、更に進んで ICTを地域の中に導く活動を行って

いきたいと考える。 

 

（４）パソコン講座以外の活動としては、NEXTDAY発足以来継続している「パソコンなんでも相

談会」を札幌市清田区民センターとの共催事業として、今年度も 3回実施した。この活動は清

田区内で尐しずつ周知されるようになり、パソコントラブルを抱えた住民が、開催の日を待ち

望んでいる状況となってきた。そのため、来場者の待ち時間が長くなっており、その対策が今

後の課題となっている。 

 

 

 



２．事業の実施に関する事項 

 

以下に事例を紹介する。 

 

（１）主催、共催事業 

2009.04.30 

道東地区 ICT学習推進指導者研修会（網走・北見・紋別地区）現地打ち合わせ 

 

 

 

2009.08.04-05  

道東地区 ICT学習推進指導者研修会（網走・北見・紋別地区） 参加者 ３１名 

会場 北見市立北光小学校（8/4-5）、南小学校（8/5） 

主催 ICT北見研修会実行委員会、特定非営利活動法人ＩＬＡ 

共催 網走管内コンピューター事務研究会、特定非営利活動法人ＮＥＸＴＤＡＹ 

  

2009.08.10 

第３回特別支援教育における情報教育研修会・実技研修 参加者 ３０名 

会場 札幌コンベンションセンタ 

主催 北海道特別支援教育ＩＣＴ活用ＰＪ、特定非営利活動法人ＩＬＡ 

共催 特定非営利活動法人ＮＥＸＴＤＡＹ 

 



  

 

2009.11.28 

士別 第２回ＩＣＴ研修会 参加者 ４名 

会場 士別市立士別西小学校 

主催 士別 ICT研修会実行委員会、特定非営利活動法人ＮＥＸＴＤＡＹ 

内容 

・エクセルを使おう ＜ビギナーズコース＞ 

・使ってみよう ICT機器 

 

  

 

2010.01.04 

第４回北海道の特別支援教育における情報教育研修会 参加者 ３５名 

主催 北海道特別支援教育ＩＣＴ活用ＰＪ 

共催 特定非営利活動法人 インターネット・ラーニング・アカデミー 

特定非営利活動法人 ＮＥＸＴＤＡＹ 

内容 

・「特別支援教育に生かす Windows7 ～アクセシビリティ機能から～」 

・「画面をさわって楽しみながら動画編集 ロイロエデュケーション」 

・講演「新教育の情報化の手引きから」 

・ワークショップ「自分で描いた絵を動かしプログラミング」～ビスケット活用ワーク

ショップ～ 



（２）協力事業 

2009.09.30 

表計算講座 [入門・活用] 

参加者 １５名 士別市内公立小中学校教職員 

会場 士別南小学校 主催 士別市教育振興会 共催 ＮＥＸＴＤＡＹ 

内容 

 表計算ソフト「Microsoft OfficeExcel2003/2007」を校務で利活用するためのスキル

アップトレーニング 

 ・初めての表計算ソフト（入門編） 

  表計算ソフトが始める、使ってみたがよくわからない教職員対象 

 ・表計算ソフトを活用しよう（活用編） 

  表計算ソフトを積極的な校務での活用をしたい教職員対象 

 

  

 

2010.01.06-08 

ＩＣＴ学習推進指導者研修講座（後期） 参加者 ３０名 

＜研修テーマ＞ ＩＣＴを活用した地域メディアの創造と活用の方策～ＩＣＴを活用

した地域メディアの可能性を探る～  

主催 北海道立生涯学習推進センター会場 道民活動センタービル「かでる２．７」 

簡易サーバを設置し、5 人程度のグループに分かれ、ネットワークを活用した地域メデ

ィアを支えるＣＭＳ（コンテンツ・マネージメント・システム）を構築した。 

 

 

 

 

 

 



（３）市民向け講座の一覧 

月日／期間 事業名 内容 主催／共催 

4月～H22年 3月 ＵＨＢ大学パソコンⅡ講座 
生涯学習としてのパ

ソコン活用 
(株)uhb企画 

4月～H22年 4月 ＵＨＢ大学パソコンⅡOB講座 
生涯学習としてのパ

ソコン活用 
(株)uhb企画 

7月 17日 カルチャーナイト 
企業参加施設開放に

パソコンでの参加 
(株)uhb企画 

4月～H22年 3月 エンジョイパソコン パソコンサークル   

4月～H22年 3月 トライパソコン パソコンサークル   

4 月 13 日～15日 
里美ふれあいクラブ 

パソコン講座 

はじめてのパソコン・

いまさら聞けない

Windows 

里美ふれあいクラブ 

4月 22日～25日 
里塚・美しが丘地区センター 

主催講座 
デジカメ活用講座 

里塚・美しが丘地区センタ

ー 

6月 24日 パソコンなんでも相談会 相談会 
里塚・美しが丘地区センタ

ー 

5 月 11 日～13日 
里美ふれあいクラブ 

パソコン講座 

Word(ワード)－基礎

編 
里美ふれあいクラブ 

5月 27日 

～7月 1日 

清田区民センター主催  

定期講座 1期 
ホームページの活用 清田区民センター 

5月 28日 

～8月 6日 

清田区民センター主催  

定期講座 1期 

Windowsの基本操作

から家庭での応用

（初級） 

清田区民センター・

NEXTDAY共催 

6月 1日～3日 
里美ふれあいクラブ 

パソコン講座 

Word(ワード)－基礎

編 
里美ふれあいクラブ 

6月 28日 パソコンなんでも相談会 相談会 
清田区民センター・

NEXTDAY共催 

7月 6日～8日 
里美ふれあいクラブ 

パソコン講座 

Word(ワード)－応用

編 
里美ふれあいクラブ 

8月 3日～5日 
里美ふれあいクラブ 

パソコン講座 

Word(ワード)－発展

編 
里美ふれあいクラブ 

8月 26日 

～9月 4日 

西区民センター主催  

定期講座２期 

はじめてのパソコン・

いまさら聞けない

Windows 

西区民センター 

8月 26日 

～9月 4日 

西区民センター主催  

定期講座２期 

Word(ワード)－基礎・

応用編 
西区民センター 

9月 7日～9日 
里美ふれあいクラブパソコン講

座 

Excel(エクセル)－基

礎編 
里美ふれあいクラブ 

9月 9日～18日 
清田区民センター主催 定期

講座２期 
電子メールの活用 清田区民センター 



9月 16日～18日 
清田区平岡町内会連合会パソ

コン講座 

Word(ワード)－基礎

編 
清田区平岡町内会連合会 

9月 30日 

～12月 16日 
パソコンはじめの一歩 

Windowsの基本操作

から家庭での応用

（初級） 

里塚・美しが丘地区センタ

ー・NEXTDAY共催 

10月 1日 

～12月 17日 
パソコンはじめの一歩 

Windowsの基本操作

から家庭での応用

（初級） 

清田区民センター・

NEXTDAY共催 

11月 5日・ 

12日・19日 

清田区民センター主催 特別

講座 

家庭における実用的

なパソコン活用 
清田区民センター 

10月 4日 パソコンなんでも相談会 相談会 
清田区民センター・

NEXTDAY共催 

10月 5日～7日 
里美ふれあいクラブパソコン講

座 

Excel(エクセル)－応

用編 
里美ふれあいクラブ 

11月 9日～11日 
里美ふれあいクラブパソコン講

座 
年賀状作成 里美ふれあいクラブ 

11月 14日～15日 
はちけん地区センターパソコン

講座 
年賀状作成 はちけん地区センター 

12月 7日～9日 
里美ふれあいクラブパソコン講

座 
ホームページの活用 里美ふれあいクラブ 

1月 18日～20日 
里美ふれあいクラブ 

パソコン講座 

はじめてのパソコン・

いまさら聞けない

Windows 

里美ふれあいクラブ 

1月 26日～28日 
清田区平岡町内会連合会 

パソコン講座 
電子メールの活用 清田区平岡町内会連合会 

2月 1日～3日 
里美ふれあいクラブ 

パソコン講座 
電子メールの活用 里美ふれあいクラブ 

2月 14日 パソコンなんでも相談会 相談会 
清田区民センター・

NEXTDAY共催 

3月 1日～3日 
里美ふれあいクラブ 

パソコン講座 

フォトストーリーの作

成 
里美ふれあいクラブ 

 



 

清田区民センター主催 定期講座 1期 (5月 27日～7月 1日) 

 

 

パソコンなんでも相談会 (6月 28日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


