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平成２５年度事業報告 

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで） 

 

１．事業の成果 

 

（１）教育の情報化に関する事業 

 

北海道特別支援教育ＩＣＴ活用プロジェクトと NPO法人ＩＬＡ(略称 アイラ：インタ

ーネット・ラーニングアカデミー)との協力により、札幌市、北見氏市で、教育の情報

化に関する活動を展開し、北海道内の教職員などへの教育の情報化の啓蒙・普及事業を

実施した。 

 

北海道特別支援教育ＩＣＴ活用プロジェクトとは、平成２０年からの講座・研修会等

の活動に積極的に協力し、６年間の研修会開催も延べ１２回を重ね、広く道内一円から

の参加者があったなど多くの成果があった。 

 

NPO 法人ＩＬＡとの共催事業として、第 1 回北海道教育の情報化指導者セミナーを開

催した。道内の学校及び地方自治体のＩＣＴ指導者等約４０名が一堂に会し、そのスキ

ルアップと交流することが行えた。 

 

また、教育事業部用 iPad２０台を購入し、ここ数年の学校教育へのタブレット活用に

ついて研究及び実践を行った。教員研修関連では延べ１５回（約３００名超）の利用と、

活用実践では６校で行えた。これにより、運用管理に係るノウハウの習得や活用に係る

マニュアル（講座テキスト）作り等ができた。 

 

一方で NPO法人ＩＬＡの活動停止（Ｈ２６年３月）によりＮＥＸＴＤＡＹ単独で事業

開催となるが、これまでのＩＬＡ関係者との人的つながりを大切にしながら今後の研修

会を開催していきたい。 

 

（２）市民向けパソコン講習会等に関する事業 

① 市民向けパソコン講座 

札幌市内のコミュニティセンター１６施設において市民向けパソコン講座を３７講

座（２５０回）実施した。 

また、清田区里塚美しが丘地区の地域コミュニティである「ふれあいクラブ」におい

て６講座（３６回）実施した。 

連合町内会向けパソコン講座としては従来から継続している平岡地区とともに札幌

市補助事業（平成２３年度で終了）として開催した幌北地区、大通公園地区、西創成地

区、桑園地区、幌西地区でも引き続きパソコン講座を実施した。（９講座５０回） 

さらに今年度は平取町教育委員会生涯学習課からの依頼により平取町民向けに iPad

活用講座（１講座４時間）を実施した。 
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いずれの講座においてもＮＥＸＴＤＡＹのポリシーである「本質を伝える」ことを大

切にした講座を提供し、参加者や主催者から好評を得ることができた。 

講座内容としては iPad の講座が１１講座あり、高齢者にはパソコンよりも使いやす

い機器としてニーズが高かった。iPadは平成２３年度に２１台整備されており、それら

が１年間ほぼフル活用された。 

 

② パソコンなんでも相談会 

清田区、豊平区、厚別区、南区において合計６回開催した。いずれの会場もリピータ

の熱い期待とともにパソコンのトラブルを抱えてどこに相談したらよいのか思案して

いた方に大変喜ばれる会となった。 

 

③ 体験会 

札幌市エレクトロニクスセンター 国際交流スペースにおいてタブレットの活用に

ついて体験会を行なった。当日は、近隣の住民が参加し、興味深くタブレットを操作し

ていた。質疑応答では、タブレットでインターネットを利用するための手段についてな

ど活発な質問があった。 

 

④ パソコンサークルサポート 

清田区、南区において活動しているパソコンサークルをサポートした。 

（清田区：エンジョイパソコン、トライパソコン 南区：山茶花クラブ） 

いずれのサークルでもパソコンの利活用について幅広く学ぶことを基本とし、ＩＣＴ

における最新事情や旬のサービスを紹介するなど講座ではできない内容に時間をかけ

て伝えることができ、メンバーの好評を得た。 

 

⑤ 市民向けパソコン講座担当講師研鑽会 

８月・１２月を除く毎月（年１０回）、ＮＥＸＴＤＡＹの市民向けパソコン講座を担当

する講師は、自らのＩＣＴリテラシーの向上を目的とした研鑽会を開催した。 

内容としては、講座の進め方や最新ＩＣＴ事情についての情報共有、機材整備などが多

かった。 

 

いずれの事業も、開催内容の詳細は、次ページ以降に記載している。 
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２．事業の実施に関する事項 

 

 以下に事業実績を詳細に報告する。 

（１）教育の情報化に関する活動 

凡例）■主催事業 □共催/協力事業等 

月日／期間 事業名 担当者 

2013.05.25 

□肢体不自由障がい児者のＱＯＬの向上を目指し

支援機器の活用を考える学習会 

（札幌市、主催：北海道特別支援教育ＩＣＴ活用ＰＪ） 

20 名 

新谷、小林、佐々木 

2013.07.05 

■携帯/スマホおよび掲示板等のネットモラ

ル講演会（三笠市立三笠中学校） 

全校生徒 135 名 教職員 18 名 

新谷、佐々木 

2013.07.31 

□H25 夏期 特別支援教育における情報教育

実技学習会：iPadなどの教材開発 

（札幌市、北海道特別支援教育ＩＣＴ活用 PJ）13名 

新谷、小林、佐々木 

2013.08.05 

□第１１回北海道の特別支援教育における情

報教育研修会 

（札幌市、北海道特別支援教育ＩＣＴ活用ＰＪ） 40 名 

新谷、木村、小林、、野

上、佐々木 

2013.08.08 

■ＩＣＴ教育研修会 2013 in 北見 

（北見市、ＩＣＴ北見研修会実行委員会・NPO 

ILA・NEXTDAY） ２４名 

野上、新谷、小林、大

橋、野上、佐々木 

2013.08.09 
■北光小学校ＩＣＴ実技研修会（北見市、NPO 

ILA・NEXTDAY） １６名 

野上、新谷、小林、大橋、由

水、野上、佐々 木 

2013.09.10 
■三笠市小中学校長教育の情報化・iPad講座 

（三笠市 ） ４名 
佐々木 

2013.11.20 
□三笠市教育振興会 iPad講座 

（三笠市 、三笠市教育振興会） ３４名 
佐々木 

2013.11.21 

□空知管内栄養教諭実技講習会 

（岩見沢市北村小、空知学校給食連絡協議会）  

１６名 

佐々木 

2013.11.28 
■空知教育センター所員研修会：iPad 

（滝川市、７名） 
佐々木 

2013.12.20 ■大阪市立本田小学校視察：iPad活用 新谷、佐々木 

2014.01.7-8 
■第１回北海道教育の情報化指導者セミナー 

（札幌市） ４５名 

野上、新谷、小林、大橋、由

水、野上、佐々 木 

2014.01.09 

□第１２回北海道の特別支援教育における情

報教育研修会（札幌市、主催：北海道特別支援教

育ＩＣＴ活用ＰＪ） ４２名 

新谷、木村、小林、野

上、佐々木 
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2014.01.15 
■奈井江小学校 iPad活用講習会 

（奈井江小学校） １８名 
佐々木 

 432名  
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●タブレットＰＣ（iPad）活用に関する活動 

  

・教員研修会                      357 名  

2013 年 

07/31 iPad の教材開発学習会    13 名 

08/05 第 11 回特別支援教育ＰＪ研修会  50 名 

08/09 北見 ICT 研修会    24 名 

08/08 北見市北光小学校校内研修会   16 名 

09/10 三笠市校長会 iPad 講座    4 名 

09/30 北海道稚内養護学校    10 名 

11/20 iPad 実技講座（三笠市教育研究振興会） 34 名 

11/21 空知管内栄養教諭実技講習会   16 名 

11/28 空知教育センター所員研修会    7 名 

12/26 D-project 北海道セミナー   20 名 

2014 年 

01/07 教育の情報化セミナー    45 名 

01/09 第 11 回特別支援教育ＰＪ研修会  50 名 

01/10 北海道北海道星置養護学校校内研修会  10 名 

01/10 札幌市小学校情報教育連絡会 冬の研修会 40 名 

01/15 奈井江小学校校内研修会   18 名  

 

・活用実践                        

2013 年 

9 月 09/01～12/20 石狩市紅南小学校（特別支援学級） 10 台 

10 月 10/3～10/24 ８回 10 台 

  三笠中学校 理科（1 年、３.身の回りの現象 （２）音の世界） 

10/09～10/29  ５回 10 台 

  三笠中学校 総合 （２年、三笠ジオパーク解説員になろう） 

12 月 12/09～12/20  10 台 

 北光小学校 4 年社会 

2014 年 

3 月～4 月 10 台 

  三笠中学校 総合 （２年、修学旅行自主研修 調査） 

  三笠中学校 総合 （１年、宿泊研修自主研修 調査） 
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（２）市民向けパソコン講習会等に関する活動 

① 市民向けパソコン講座 

期間 
回

数 
曜日・時間 会場 内容 

4/9～4/18 6 
火・水・木 

10:00-12:00 
白石区民センター パソコンはじめの一歩 

4/17～4/26 6 
水・木・金 

14:00-16:00 
里美地区センター iPad講座 

5/9～5/24 6 
木・金 

13:30-15:30 
厚別区民センター 

～私たちの暮らしを便利

に～ 

 はじめよう！ iPad(ア

イパッド)入門講座 

5/13～5/22 6 
月・火・水 

9:45-11:45 
ふれあいクラブ 

これからの人も！いまさ

らの人も！パソコンはじ

めの一歩 

5/27～6/13 6 
月・木 

9:30-11:30 

ふしこ地区センタ

ー 
はじめてのパソコン 

5/27～6/13 6 
月・木 

18:30-20:30 

ふしこ地区センタ

ー 
はじめてのパソコン 

5/29～6/7 6 
水・木・金 

10:00～12:00 
豊平区民センター 

見て！触って！体験しよ

う！iPad 

5/29～6/7 6 
水・木・金 

13:30～15:30 
豊平区民センター 

これからの人も！いまさ

らの人も！パソコンはじ

めの一歩 

6/3～7/13 12 
月・木 

10:00-12:00 
中央区民センター パソコンはじめの一歩 

6/10～6/19 6 
月・火・水 

9:45-11:45 
ふれあいクラブ はじめてのワード 

6/10～6/19 6 
月・火・水 

10:00-12:00 
西区民センター iPad活用講座 

6/20～7/5 6 
木・金 

14:00-16:00 
栄地区センター iPad 

6/24～7/11 6 
月・木 

9:30-11:30 

ふしこ地区センタ

ー 
パソコン ワード基礎講座 

6/24～7/11 6 
月・木 

18:30-20:30 

ふしこ地区センタ

ー 

パソコン ワード基礎講座 

夜間 

7/1～7/10 6 
月・火・水 

9:45-11:45 
ふれあいクラブ 

ゼロから始める！インタ

ーネット 

～安全に！楽しく！ホー

ムページを見てみよう～ 
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期間 
回

数 
曜日・時間 会場 内容 

7/10～7/19 6 
水・木・金 

13:30-15:30 
清田区民センター 

さわってみよう iPad（ア

イパッド）体験講座 

7/22～8/8 6 
月・木 

9:30-11:30 

ふしこ地区センタ

ー 

パソコンエクセル基本講

座 

7/22～8/8 6 
月・木 

18:30-20:30 

ふしこ地区センタ

ー 

パソコンエクセル基本講

座 

7/23～8/7 6 
火・水 

13:30-15:30 
白石区民センター 

暮らしを便利に！iPad体

験講座 

7/24～8/9 6 
水・金 

18:30-20:30 

旭山公園通地区セ

ンター 

ステップアップ講座～パ

ソコン内の整理と写真の

取り込み 

8/19～9/5 6 
月・木 

9:30-11:30 

ふしこ地区センタ

ー 

はじめてのインターネッ

ト講座 

8/19～9/5 6 
月・木 

18:30-20:30 

ふしこ地区センタ

ー 

はじめてのインターネッ

ト講座 

8/21～8/30 6 
水・木・金 

14:00-16:00 

篠路コミュニティ

センター 
iPad 

8/20～28 5 
火・水・金・火・金 

10:00-12:00 

大通り公園まちづ

くりセンター 
エクセル入門講座 

8/21～9/13 12 
水・木・金 

13:30-15:30 
清田区民センター パソコンはじめの一歩 

9/2.3.4 3 
月・火・水 

10:00-12:00 

平岡まちづくりセ

ンター 
iPad体験講座 

9/10～9/19 6 
火・水・木 

10:00-12:00 
手稲区民センター iPad 

9/17～9/26 6 
火・水・木 

9:45-11:45 
ふれあいクラブ 

パソコン内の整理と写真

の取り込み 

（パソコンステップアッ

プ講座） 

9/25～10/4 6 
水・木・金 

10:00-12:00 
南区民センター 

ステップアップ講座～パ

ソコン内の整理と写真の

取り込み 

9/25～10/16 8 
月・火・水・木・金 

14:00－16:00 

幌北まちづくりセ

ンター 

ワードステップアップ 

インターネットを利用し

た情報発信 

10/3～10/18 6 
木・金 

10:00-12:00 
豊平区民センター 

ゼロから始める！インタ

ーネット 

～安全に！楽しく！ホー

ムページを見てみよう～ 
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期間 
回

数 
曜日・時間 会場 内容 

10/3～10/18 6 
木・金 

13:30-15:30 
豊平区民センター Word初級 

10/7～18 5 
月・水・金・水・金 

10:00-12:00 

大通り公園まちづ

くりセンター 
エクセル基礎講座 

10/8～10/23 6 
火・水 

10:00-12:00 
厚別区民センター 始めよう!iPad入門講座 

10/21～10/30 6 
火・水・木 

9:45-11:45 
ふれあいクラブ 

思い出の写真でスライドショ

ーを作成！（動画作成講

座） 

10/21～11/8 12 
月・火・水・金 

18:30-20:30 

新琴似新川地区セ

ンター 

エクセル講座（入門から

ステップアップまで） 

10/29～11/9 6 
火・木・土 

10:00-12:00 

すみかわ地区セン

ター 
iPad体験講座 

10/29～11/9 6 
火・木・土 

10:00-12:00 

旭山公園通地区セ

ンター 
インターネット活用講座 

11/11～11/19 6 
月・火・木・金 

18：30-20：30 

もいわ地区センタ

ー 

パソコンステップアップ

（デジカメ写真データの

取込と編集） 

11/5～7  

12/2～3 
6 

火・水・木 

月・火・水 

10:00-12:00 

平岡まちづくりセ

ンター 
エクセル入門講座 

11/11～11/20 6 
火・水・木 

9:45-11:45 
ふれあいクラブ iPad活用講座 

11/13～11/22 6 
水・木・金 

10:00-12:00 
北区民センター パソコンはじめの一歩 

11/13～11/22 6 
水・木・金 

13:30-15:30 
北区民センター インターネット活用講座 

11/20～12/13 12 
水・木・金 

13:30-15:30 
清田区民センター パソコンはじめの一歩 

12/7 1 10:00-15:00 平取町中央公民館 iPad活用講座 

1/22～1/31 6 
水・木・金 

10:00-12:00 
手稲区民センター はじめてのエクセル講座 

1/22～1/31 6 
水・木・金 13:30-

15:30 
手稲区民センター 

イラストや写真を入れよう！

ワードでチラシ作成講座 

2/3～5 3 
月・火・水 

10:00-12:00 

平岡まちづくりセ

ンター 
ワード初級 

2/24～3/14 10 18：30-20：30 
西創成まちづくり

センター 

ワード基本から図やクリ

ップアート挿入 
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期間 
回

数 
曜日・時間 会場 内容 

2/24～3/7 6 
月・水 10:00-12:00 

金 13:30-15:30 

桑園まちづくりセ

ンター 
パソコンはじめの一歩 

3/3～3/12 4 
月・水 

14:00-16:00 

幌西まちづくりセ

ンター 
パソコンはじめの一歩 

3/18～3/27 6 
火・水・金・月・

火・木 10:00-12:00 
栄地区センター 

はじめてでも安心 

アイパッド入門講座 

 

手稲区民センター：ワード活用講座 平取町 iPad講座 

② パソコンなんでも相談会 

日程 会場 来場者数 参加スタッフ数 

5月 19日 清田区民センター 28名 12名 

7月 21日 豊平区民センター 29名 11名 

11月 2日 
札幌市エレクトロニクスセンタ

ー 
5名 12名 

11月 17日 清田区民センター 38名 12名 

1月 26日 清田区民センター 35名 9名 

3月 2日 南区民センター 33名 11名 

  

１月 26 日清田区民センター 
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③ 体験会 

日程 会場 来場者数 

11月 2日 札幌市エレクトロニクスセンター ４名 

 iPad体験会 

 

④ パソコンサークルサポート 

地区 サークル名 活動日 参加者数（3月末） 

清田区 エンジョイパソコン 毎週火曜日 18名 

清田区 トライパソコン 毎週月曜日 22名 

南区 山茶花クラブ 毎週水曜日 10名 

 

 

⑤ 市民向けパソコン講座担当講師研鑽会 

日程 内容 

4/12 

13:00-16:00 

中央区民センターA会議室 

 Excel講座シミュレーション 

 平成 25年度講座報告書様式について（説明） 

 連絡事項ほか 

5/25 

13:00-17:00 

札幌市産業振興センターセ

ミナールーム 8 

 Windows8攻略、その他 

 連絡事項ほか 

6/26 

13:00-17:00 

札幌市中央区民センター 会

議室Ｂ 

 インターネット活用講座シミュレーション 

 講師に求められるスキルとは？ 

 連絡事項ほか 

7/13 

13:00-17:00 

札幌市産業振興センター会

議室 

 動画作成講座シミュレーション 

 連絡事項ほか 

9/27 

13:00-17:00 

中央区民センターB会議室 

 入門講座シミュレーション 

 Windows8.1プレビュー版のインストール 

 連絡事項ほか 
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日程 内容 

10/24 

13:00-17:00 

札幌市中央区民センター会

議室Ｂ 

 指導要領について 

 カリキュラムの見直しについて 

 来年度へ向けて提案したいカリキュラム 

 講座関連事務について 

 連絡事項ほか 

11/8 

13:00-17:00 

中央区民センター会議室 B 

 Linuxのインストール 

 連絡事項ほか 

1/18 

10:00-20:00 

里塚・美しが丘地区センタ

ー視聴覚室 

 Windows8.1、Office2013のインストール(Update)、

バックアップ作業（20台） 

2/21 

13:00-16:00 

中央区民センター会議室 B 

 今年度の反省と来年度の見通しについて 

3/6 

13:00-17:00 

中央区民センター会議室 A 

 今年度を振り返って 

 次年度の予定 

 講師として知っておきたいところ 

 事務処理の変更について 

 カリキュラムの確認 

 機材について 

 


