
- 1 -

ICT を活用した授業実践研修会 実施要項

【開催趣旨】

GIGA スクール構想が昨年度から実施され、児童生徒一人一台端末がいきわたり、授業等での

実践が求められる中、文部科学省の調査では、ICT を活用した授業実践に、地域格差や学校間格

差があることが分かった。

そのため、大学や開催地区の実践者、文部科学省所属のICT活用教育アドバイザーを講師とし

た研修の場の設定し、ICTを活用した授業改善および授業実践の普及・啓発を図る。

【開催目的】

○学校や地域に、地域を単位とした技術格差の解消

○小規模校にみる複式授業の趣旨を活用した授業技術の普及

○共同研究の趣旨を活用した学校間ネットワークの再生

○スクールギガ構想の長所をいかした遠隔双方向授業の普及

【主 催】

全国へき地教育研究連盟

【後 援】

文部科学省（申請中）

北海道教育大学（申請中）

開催市町村教育委員会（申請中）

【内容および方法】

開催目的達成に向けて２つの研修内容を進める

１つは、これまで本研究連盟が全国大会や各ブロック大会で積み上げてきたことをもとに、次のス

テップへ進むための「今から始める ICT を活用した授業実践研修」

もう１つは ICT の活用を始めるための導入研修「０からはじめる ICT を活用した授業実践研修」

とする。

【参加対象及び人数】

小規模校に勤務する教職員及び教員志望学生、研修内容に興味のある方

参集 ３０人程度 オンライン ５０人程度

【講師】

○認定NPO法人ほっかいどう学推進フォーラム理事長 文部科学省ICT活用教育アドバイザー

新保元康

○札幌市立稲穗小学校 Google for Eduction認定トレーナー 校長 菅野光明

○札幌市立発寒南小学校教頭 文部科学省ICT活用教育アドバイザー 朝倉一民

○北海道教育大学 未来の学び協創研究センター特認講師 佐藤正範

○全国へき地教育研究大会北海道ブロック大会胆振大会 実行委員会 事務局長

千葉弘康

ほか多数

※東京会場・高知会場は現在調整中
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今からできるＩＣＴを活用した授業実践研修会（ご案内）

【基本日程】

１４：００ １４：３０ １４：５０ １５：２５ １６：００ １６：３０

受付 全体講座 A講座 B講座 C講座

（１講座 ３０分）

【講座内容】

第1回

日 時 令和４年７月１３日（水） １４時３０分～１６時３０分

参集会場 白老町中央公民館(講座A-3、B-3、C-3）

白老町元町１－１ ℡ ０１４４－８５－２０２０

研修内容

１４：５０ 《講座A-１》 《講座A-２》 《講座A-３》

A ～ ・クロムブックの機能と基 ・Googleフォームの作り方 ・授業ライブ配信の仕方

１５：２０ 本操作

１５：２５ 《講座B-１》 《講座B-2》 《講座B-３》

B ～ ・カメラ機能の使い方 ・Googleフォームの活用 ・授業ライブ配信の実際

１５：５５

１６：００ 《講座C-１》 《講座C-２》 《講座C-3》

C ～ ・カメラ機能の活用と実際 ・ipadのカメラ機能の活用 ・授業ライブ配信につい

１６：３０ ての交流

第2回

日 時 令和４年８月２３日（火）

参集会場 全日本中学校長会館４F（予定）

研修内容

１４：５０ 《講座A-１》 《講座A-２》 《講座A-３》

A ～ ・ジャムボード機能につ ・クロムブック ・遠隔交流、遠隔授業の

１５：２０ いて クラスの作成 仕方

１５：２５ 《講座B-１》 《講座B-2》 《講座B-３》

B ～ ・ジャムボード活用の仕 ・課題作成と配付 ・遠隔交流、遠隔授業の

１５：５５ 方 授業実践

１６：００ 《講座C-１》 《講座C-２》 《講座C-3》

C ～ ・ジャムボードを活用した ・クラスを活用した授業実 ・遠隔交流、遠隔授業に

１６：３０ 授業実践 践 ついて交流
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第３回

日 時 令和５年１月２６日（木）

参集会場 高知県内実践校（予定）

研修内容

１４：５０ 《講座A-１》 《講座A-２》 《講座A-３》

A ～ ・Googleドライブ機能に ・クロムブック ・デジタル教科書を使っ

１５：２０ ついて 付箋機能について た授業（児童） 出版社

１５：２５ 《講座B-１》 《講座B-2》 《講座B-３》

B ～ ・カメラとスライドを活用し ・付箋機能の活用の仕方 ・デジタル教科書を使っ

１５：５５ た授業実践 た授業の説明

１６：００ 《講座C-１》 《講座C-２》 《講座C-3》

C ～ ・Googleスライドを活用し ・付箋機能を活用した授 ・デジタル教科書を活用

１６：３０ た授業実践 業実践 した授業実践交流

※どこか１つの講座に申し込むと、第３回講座A-3とB-3に関する視聴覚実践研修の２回の講座

をオンデマンド配信で視聴することができる。

【参加費及び申し込み方法】

〔参加費〕

○３０００円で３回とも受講可（ワンモア配信も含む）

※ワンモア配信とは、何かの事情により申し込んでも視聴することができなかった場合、期間限定

で録画した講座をみることができるシステム。

○教員志望学生は無料

〔申込み方法〕

○９講座のうち、A・B・C各講座から１つずつ合計３講座を視聴。

例） ○A-1・B-2・C-3 ×A-1・A-2・B-2

○インターネット 申込みURL https://forms.gle/LsgFucavNznAyt2u5

〇申し込み、参加費の振り込みが確認できましたらIDを送ります。

○申込み〆切 １回目 令和４年７月６日（水）

２回目以降は随時

【お問い合わせ】

問い合わせメールアドレス dohekifuku-pub@zenhekiren.net
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０から始めるＩＣＴを活用した授業実践研修会（ご案内）

【基本日程】

１５：１５ １５：４５ １５：５５ １６：１５

受付 オリエンテ 講 座

ーション

※オリエンテーションをしない場合もある

【講座内容】

第１回

日 時 令和４年７月２０日（水）

研修内容 「ズームに入ってみよう」

・ズームを使ってつながる

第2回

日 時 令和４年 月 日（ ）

研修内容 「講師とカフェ」

・講師紹介と交流

第3回

日 時 令和４年 月 日（ ）

研修内容 「こんなことができるよ」（第２回の交流をうけて内容を構成）

【参加費及び申し込み方法】

〔参加費〕 無料

〔参加方法〕 ズーム

〔申込み方法〕

〇インターネットにて 申込みURL https://forms.gle/LsgFucavNznAyt2u5

※申し込み確認後にズームのＩＤとパスワードを送ります。

第１回の講座実施の前にズームに入る練習も行います。

○申込み〆切 １回目 令和４年７月１０日（日）

２回目以降は随時

【お問い合わせ】

問い合わせメールアドレス dohekifuku-pub@zenhekiren.net


