
主　催　境町・境町教育委員会
事務局　『さかいまちキッズフューチャーキャンプ 2016 秋』 運営事務局

『さかいまちキッズフューチャーキャンプ2016 秋』運営事務局までお電話いただくか、
メールまたは FAXで下記必要項目をご明記のうえご送信ください。

■参加するお子様について　　1. 氏名　2. フリガナ　3. 生年月日　4. 小学校・クラス
■保護者様について　　　　　5. 氏名　6. フリガナ　7. 住所　8. 電話番号　9. メールアドレス

ご確認・ご記入のうえ、事務局までご返信ください。

『さかいまちキッズフューチャーキャンプ2016 秋』運営事務局 　（受付時間　平日9：00～19：00）
〒153-0051東京都目黒区上目黒5-5-8-3F

TEL  03-6452-2891　　FAX  03-3710-1555　　E-mail  info@coco-inst.jp

事務局受付

申込書類返信

申込完了

キャンプへ参加

お申し込み　お問合せ先

― iPad を使って、未来の遊びを楽しむ2日間 ―
プログラミングで、ブロックを動かそう！

ご参加までの流れ

申し込み受付後、事務局より必要書類（申込用紙・キャンプ参加準備資料等）を郵送します。

  ◉ 参加申込締切
   2016年 11月 1４日（月）
   13：00受付終了となります。事務局確認後、申込完了となります。

キャンプ参加準備資料を確認いただき、宿泊準備をし、当日境町役場までお越しください。

お申し込み

2016.11.26 Sat.-2016.11.27 Sun.

キッズフューチャー
キャンプ 2016 秋

さかいまち 

プログラミングとは、パソコンやロボットに、「こうしなさい」と命令することです。

例えば、スマートフォンのカメラアプリでシャッターボタンを押すと写真が撮れるのも、

                              「シャッターボタンを押したら、レンズに映った風景を撮影する」という命令で、

                              動いているのです。

                              今回は、ブロックで作ったマシンを実際に走らせたり、物をつかんで動かしたりするよ。

　　　　　　　　　　思い通りに動かすことはできるかな？

さかいまちキッズフューチャーキャンプスケジュール

今回のさかいまちキッズフューチャーキャンプでは「プログラミング」に挑戦！
一人1台 iPad を使って、プログラミングを自分たちで組み立てて

ブロックで作ったマシンを、実際に動かしてみよう。
テクノロジーが好きな子はもちろん、プログラミングが初めての子も、ぜひどうぞ！

楽しいアクティビティで、遊びながらプログラミングが学べるよ。
さぁ、一緒に、未来の遊びを体験しよう！

プログラミングって、なあに？

　「さかいまちキッズフューチャーキャンプ」では、ICTについて、子どもたちが主体的に学び、共有し、発表するアクティブラーニング
を実践しています。「主体性」と「体験」に重きをおき、「チームワーク」を効果的に取り入れるプログラムで、未来に必要とされる様々
な力を育みます。

　今回の学習テーマは、「プログラミング」です。現在、中学校で必修化されているプログラミングは、小学校でも義務化される動きがあり、
ますます注目を集めています。プログラミングは、論理的な命令を、目に見える形で動かしてくれるので、非常にわかりやすく ICTを理
解することができます。さらに、「こう動かすには、どんな命令を与えればよいか」というロジックを自分なりに作り上げ、仮説を立て、
実行し、検証するという試行活動を、遊び感覚の中で体験することにより、科学的思考を学ぶことができます。楽しい、だけではない、「思
うようにできた」、「イメージに近づいた」という知的満足を伴う達成感は、お子様の大きな自信となるでしょう。

　今回は、そんなプログラミングを、お子様にとって身近なおもちゃを使って体験します。プログラミングが初めてのお子様も、スタッ
フがサポートしますので、ぜひ安心してご参加ください。

　お子様の将来の可能性を広げる2日間。「楽しい」以上の知的なエキサイティングをお届けいたします。

テクノロジーは、未来の友だち！
ICTを使って、未来の遊びを楽しもう

保護者の方へ

・基礎の体験学習

さかいまちキッズフューチャーキャンプ2016春
ドローン体験より

・プログラミング学習で学んだ
  振り返りを行います。
・チームをつくり、2日目への準
  備をします。

・イントロダクション
・ロボット作品のデモンストレーション

プログラミングを
学習

iPad で
プログラミング

どんな作品を作り
プログラミングしたか
チームごとに発表

最新の ICTに触れながら、お友だちと一緒に力を合わせてミッションをクリアする、
1泊 2日の知的冒険キャンプです。

日程   2016年 11月 26日（土）～27日（日）　[ 1 泊 2日 ]
会場 /宿泊  境町役場（茨城県猿島郡境町391-1）
　　　　　　　　　さしま少年自然の家（茨城県猿島郡境町伏木2095-3）
　　　　　　　　　※集合・解散場所は境町役場となります。
対象参加者  小学校 4～ 6年生
定員   40 名　　※参加受付は先着順となりますので予めご了承ください。
参加料  [境町在住の小学生 ]2,700円（税込）＋保険料 400円  [その他] 51,300円（税込）＋保険料400円　

                           ※宿泊、1日目の昼食・夕食、2日目の朝食・昼食の費用が含まれます。 
　　　　　　　　   ※1日目朝の受付時にお支払いいただきますので、おつりのないようご持参ください。
参加申込締切         2016 年 11月14日（月）13:00

■ １日目の集合について ■   26 日（土）8:30 までに境町役場にご集合ください。※ 8:０0受付開始
                                         ※受付ブースまでお子様ご自身でお越しいただくか、保護者様同伴のうえお越しく 
                                            ださい。

■ 2日目の解散について ■   27 日（日）17:00（予定）に境町役場で解散となります。
                                         ※当日の進行により解散時間が変更となる場合は、事前に Eメールでご連絡します。
                                         ※お子様ご自身での帰宅等が困難な場合は解散時間までにお迎えにお越しください。
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・チーム活動

・チームごとに作品を発表します。
保護者の方も２日間の学習成果をご覧いただけ
ます。

『さかいまちキッズフューチャーキャンプ 2016 秋』 概要
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最新の ICTに触れながら、お友だちと一緒に力を合わせてミッションをクリアする、
1泊 2日の知的冒険キャンプです。

日程   2016年 11月 26日（土）～27日（日）　[ 1 泊 2日 ]
会場 /宿泊  境町役場（茨城県猿島郡境町391-1）
　　　　　　　　　さしま少年自然の家（茨城県猿島郡境町伏木2095-3）
　　　　　　　　　※集合・解散場所は境町役場となります。
対象参加者  小学校 4～ 6年生
定員   40 名　　※参加受付は先着順となりますので予めご了承ください。
参加料  [境町在住の小学生 ]2,700円（税込）＋保険料 400円  [その他] 51,300円（税込）＋保険料400円　

                           ※宿泊、1日目の昼食・夕食、2日目の朝食・昼食の費用が含まれます。 
　　　　　　　　   ※1日目朝の受付時にお支払いいただきますので、おつりのないようご持参ください。
参加申込締切         2016 年 11月14日（月）13:00

■ １日目の集合について ■   26 日（土）8:30 までに境町役場にご集合ください。※ 8:０0受付開始
                                         ※受付ブースまでお子様ご自身でお越しいただくか、保護者様同伴のうえお越しく 
                                            ださい。

■ 2日目の解散について ■   27 日（日）17:00（予定）に境町役場で解散となります。
                                         ※当日の進行により解散時間が変更となる場合は、事前に Eメールでご連絡します。
                                         ※お子様ご自身での帰宅等が困難な場合は解散時間までにお迎えにお越しください。
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朝食後、境町役場へ移動 

課題作品づくり

昼食

課題作品づくり

作品発表

表彰式

解散

集合　境町役場に集合

オープニング    

プログラミング入門

昼食

プログラミング学習

さしま少年自然の家へ移動

夕食

フィードバック

入浴

自由学習

就寝

  8:30
                   

9:00              

10:00

12:00

13:30

16:30 

17:30

19:00

20:00

21:00

22:00

・チーム活動

・チームごとに作品を発表します。
保護者の方も２日間の学習成果をご覧いただけ
ます。

『さかいまちキッズフューチャーキャンプ 2016 秋』 概要
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