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平成 2８年度 第２回 札幌学校 ICT 活用勉強会『冬の陣』のご案内 
～ マインクラフト教育エディション 児童生徒＆教員対象ワークショップ in 札幌 ～ 

 

 北海道にも根雪の便りが聞こる今日この頃、貴職におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上

げます。 

 さて、札幌学校 ICT 活用勉強会は、平成 23 年 8 月より札幌市の各校が取り組まれている校務の情報化

や ICT 機器活用の実践を交流し、より良い活用方法をお互いに勉強する機会を提供する活動をしてまい

りました。これまでの活動経過につきましては別紙をご参照ください。 

さて、今年８月の勉強会に引き続き、平成 28 年度第２回札幌学校 ICT 活用勉強会『冬の陣』 ～マ

インクラフト教育エディション 児童生徒＆教員対象ワークショップ in 札幌 ～を、下記の要領に

て開催したします。今までは、教員対象に行ってまいりましたが、今回初めて児童生徒の方々も参加する

ことが出来るワークショップも開催いたします。 

会場は札幌市立柏中学校の PC 教室をお借りします。冬休み中ではありますが是非、興味関心のある先

生方、並びに児童生徒の方にご周知くださいますよう、お願い申し上げます。 

なお、この勉強会は有志の会ですが、内容は情報教育及び学校 ICT 活用に係わる研修です。校長先生

におかれましては、研修内容をご考慮いただき、参加される先生方が校務に支障のない場合は、研修また

は義務免等での対応をよろしくお願いいたします。 
 

記 
 

日  時  平成 29年１月 11日(水)  
 

9：00～12：00 児童生徒対象マインクラフトワークショップ(教員や教育関係者の参観は可)  

13：30～16：30 教員対象マインクラフトワークショップ＋従来の勉強会の内容 
 

場  所  札幌市立柏中学校 札幌市中央区南 21 条西 5 丁目 電話 011-521-2341 

               ３階 PC 教室 
 

参加人数  児童生徒向けワークショップ ※現時点で柏中学校から 10 名ほど、附属札幌中学校から

10 名程度参加予定、全体で２５名以内を予定。 

       午後の教員向けワークショップ＋勉強会は、20 名～30 名程度を予定しています。 
 

内  容  児童生徒対象マインクラフトワークショップ 
        マインクラフト教育エディションを使って、グループで一つのワールドを作り、与えら

れた課題を解決し、その出来映えを発表し意見交換する。 

教員対象マインクラフトワークショップ＋従来の勉強会(実践報告など) 
  午前中の児童生徒対象のワークショップを振り返って、マインクラフトを授業にどのよ

うに活用していくかを考える。後半には従来行っている、ICT 活用の実践報告と交流も予定

しています。 
 

参加申込  参加申込み用紙に必要事項をご記入の上、校務支援システムのメールまたは Fax にてお

申し込みください。（Fax の場合は、011-551-0862 伏見相談指導教室 堀田宛へ） 

      ※児童生徒の参加を希望される方は、事前に校務支援システムのメール等で堀田までご相談

ください。 

 

協  力  宮城教育大学 技術教育講座 安藤明伸 准教授 

      日本マイクロソフト パブリックセンター総括本部 文教本部 

                ティーチャーエンゲージメントマネージャー 原田英典 様 
 

そ の 他  参加人数の詳細な情報は URL：http://sapporoict.jimdo.com/にて随時公開し、開催 

要項や参加申込み用紙もダウンロードできます。（12 月上旬を予定） 

http://sapporoict.jimdo.com/にて随時公開し、開催


札 幌 学 校 I C T 活 用 勉 強 会  活 動 経 過 
 

【平成 23 年度】第１回学校 ICT 活用勉強会(H23.8.19) 会場：簾舞中学校 
主な内容 ・校務用ネットワークでのデータバックアップとグループウエアの活用 

         ・校務用ネットワークでの外字フォントの共通化 

         ・教育用コンテンツの活用体験  ・教育用ソフトウエアの活用体験 

第 2 回学校 ICT 活用勉強会(H23.11 .29) 会場：福井野中学校 
主な内容 ・校務用ネットワークでの外字環境の共通化のススメ 

・校務用ネットワークでの外字のサポート体制について 

・冬休みの第 3 回学校 ICT 活用勉強会について 

3 回学校 ICT 活用勉強会(H24.1 .13) 会場：福井野中学校 
主な内容 ・校務用システムへの印刷機の接続の申請手順とその設定 

         ・校務用システムの外字環境(住民票等互換)の共通化についての Q&A 

          ・ネットワークの基本と演習  ・校務用システムでの動画編集の可能性について 

※株式会社 LoiLo のビデオ編集ソフト「LoiLoSCPE２」 
 

【平成 24 年度】第１回学校 ICT 活用勉強会(H24.6.1) 会場：福井野中学校 
主な内容 ・住民票外字環境等の共通化について、ディスプレイ・プロジェクタ出力の無線化 

         ・電子黒板への出力関係の無線化 ・校務支援システムについての情報交換 

第 2 回学校 ICT 活用勉強会(H24.7.30) 会場：簾舞中学校 
主な内容 ・LoiLoSCOPE2 の活用研修  ハイパーキューブ Next の活用研究   ・その他 

第 3 回学校 ICT 活用勉強会(H24.10.5) 会場：福井野中学校 
主な内容 ・タブレット型端末(iPad2)の活用事例発表 

※「ビデオ編集」「プレゼンテーション」等（修学旅行報告会を兼ねる） 

第 4 回学校 ICT 活用勉強会(H25.1.10) 会場：福井野中学校 
主な内容 ・タブレット型端末(iPad2)の活用研修 

※iPad 基本操作と教育機関での活用事例「ビデオ編集」「AppleTV の活用」 

※上記以外に H24.12.26～27 校務支援システムの住民票対応外字導入に関する研修会も行っています。  
 

【平成２５年度】第１回学校 ICT 活用勉強会(H25.8.19～20) 会場：福井野中学校 
主な内容 ・タブレット型端末(iPad)の活用研修 

iPadを教室で使うノウハウ（AppleTVの活用）教材作成（電子ピクチャーカードなど） 

第２回学校 ICT 活用勉強会(H26.1.9～10) 会場：福井野中学校 
主な内容 ・タブレット型端末(iPad)の活用研修 

keynoteの活用とビデオ編集 ロイロノートの活用 「Flashcard Lite」の活用 

         ・Windowsタブレット活用研修  ・大判プリンタ活用研修（Canon協賛）      
 

【平成２６年度】第１回学校 ICT 活用勉強会(H26.8.18～19) 会場：陵北中学校 
主な内容  ・iPadのアプリ研修会：静止画と動画を組み合わせたビデオ編集のノウハウ 

        ・Android タブレット(NEC)の活用研修 ・(3)大判プリンタ Epson の活用研修 

・Windows タブレットの活用研修：この講座の主催は陵北中学校 

第２回学校 ICT 活用勉強会(H27.1.13～14) 会場：福井野中学校 
主な内容   ～タブレット端末等の活用を交流しようワイガヤ研修会 

・ICT 活用を日常実践されている先生方からの報告を聞いてワイガヤ研修 

           ・Epson からのウエアブル端末のデモンストレーション等         
 

【平成２7 年度】第１回学校 ICT 活用勉強会(H27.8.17) 会場：福井野中学校 
主な内容   ～『ICT活用の可能性とそのノウハウを交流しよう！』～ 

・iPadで授業に使えそうなアプリ紹介と体験   ・マインクラフトを体験しよう！ 

・無料の Office for iPadを体験しよう！ 

第２回学校 ICT 活用勉強会(H28.1.13) 会場：山鼻中学校 
主な内容   ～『教科書等を補完する ICT 活用のノウハウを交流しよう！』～ 

      ・教科書を持ち寄り、教科書の内容を補完する教材を考え作成する。 
 

 

【平成２８年度】第１回学校 ICT 活用勉強会(H27.8.17 18) 会場：EPSON 販売株式会社 札幌支店 
主な内容   ～『教室での ICT活用のノウハウの交流とプログラミング体験をしよう！』～ 

・教室に持ち込む ICT機器を考え、その活用方法を考えてみよう 

・選択課題 ①EPSON大判プリンタを使い倒す！ ②プログラミング学習を体験する 

                ③Sphero制御のプログラミングに挑戦！ ④教室で ICT機器を活用する 実習編 

         ⑤参加者、EPSON関係者、勉強会代表とフリートーク 

・宮城教育大学技術教育講座 安藤明伸 准教授による次期学習指導要領における情報教育ついて 
 

                           以上 


