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ビデオ『エル・ネット「オープンカレッジ｣で大学のキャンパスに早変わり』を作成配布
JAPET「平成13年度情報教育対応教員全国セミナー」開催
松下財団「平成13年度実践研究交流セミナー」開催

テピア「ハイテク・ビデオ・コンクール」グランプリ作品決まる

日本視聴覚教育協会が英文資料「AVE IN JAPAN No.39」を発行

協会情報
■ビデオ『エル・ネット「オ
ープンカレッジ｣で大学のキャ
ンパスに早変わり』を作成配
布
（財）日本視聴覚教育協会で
は、平成 12 年度の文部科学省
委嘱事業「マルチメディアの有
効活用を推進するための基礎
的調査研究」において標記ビ
デオ（18 分）を作成した。
本研究を進めるにあたり、学
識経験者等からなる委員会を
設置し、平成 1 1 ・ 1 2 年度に
おいてエル・ネット「オープン
カレッジ｣を有効に活用した施
設のモデル的な参考事例を挙
げ（北海道網走市オホーツ
ク・文化交流センター、尾花
沢市民図書館、松本市中央図
書館）、標記ビデオ資料にまと
め、都道府県、指定都市、及
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び市町村教育教育委員会等へ
3,500 本配布した。

研究会情報
■ JAPET「平成 13 年度情
報教育対応教員全国セミナー」
開催
（社）日本教育工学振興会で
は、「待ったなし、新学習指導
要領─インターネット時代の
ＩＴと教育改革─」というテー
マにより、新学習指導要領の本
当に目指すところは何なのか、
そして、ＩＴ時代を迎えてこれ
からの教育はどうなっていかな
くてはならないのか、それらを
明らかにすべく、標記セミナー
を開催する。
１．期日
6月22日 13時〜16時30分
２．会場
日経ホール（東京都千代田区

大手町）
３．対象者
小中高の学校長、教頭、一般
教員、教育委員会指導主事、
一般
４．会費：4,000円（前売り）、
5,000円（当日）
５．内容
講演「インターネット社会と
学校教育」谷岡郁子氏（中京
女子大学学長）／「新しい学習
指導要領が目指すもの」寺脇研
氏（文部科学省審議官）／
「教育の情報化をどのように進
めるか」永野和男氏（聖心女子
大学教授）／「ＩＴとこれから
の学校運営のあり方」井上志朗
氏（岐阜大学附属中学校副校
長）
６．問い合わせ先
（社）日本教育工学振興会
電話 0 3 - 5 2 5 1 - 0 7 5 1 U R L ：
http://www.japet.or.jp

AV News Express
松下電器産業（株）では、手
元に用意した写真や書籍、文献、
実物・標本（立体物）などの資
料を接続した液晶プロジェクタ
ーに鮮明な画像で投影すること
ができる画像提示装置（オーバ
ーヘッドカメラ）「EW-HV80」
を発売した。同機を利用するこ
とで、会議やプレゼンテーショ
ン、学校教育などで使用する資
料をパソコンで作成し、パソコ
ン画面を液晶プロジェクターに
投影し、一度に多数の出席者が
迅速かつ簡単に情報を共有する
ことが可能となる。
〈主な特徴〉
１．チラツキのない高精細・鮮明
な画像再現が可能「総画素数
85万画素CCDカメラを採用」
２．10倍ズームレンズにより資
料の細部を見やすくクローズ

ハードウェア

アップできる「ボタン一つの
操作で最大10倍までクローズ
アップし、資料の細部まで見
やすく提示できる」
３．実物・標本など立体物の提
示やプレゼンター（話者）の
表情の撮影ができる「平面資
料に加え、実物・標本などの
立体物の角度を変えての提示
や、カメラヘッドを回転して、
プレゼンターの表情や横から
の撮影が可能」

〈仕様〉
消費電力：27 Ｗ／撮像素子：
画像提示装置（オーバーヘッドカメラ）
3分の1型 CCD総画素数85 万画
「EW-HV80」
素／レンズ：ｆ 5.8mm ・
〈価 格〉
58mm／ズーム：10倍ズームＦ
￥480,000（税別）
1
. 8 ・ 2 . 7 ／解像度：水平 5 5 0
〈問い合わせ〉
本・垂直550ＴＶ本以上／撮影
松下電器産業（株）
AVシステム事業部広報宣伝チーム
サイズ：285mm×213mm／質
TEL 045-939-1723
量4.3kg

Hardware

■松下財団「平成 13 年度実践
研究交流セミナー」開催
（財）松下視聴覚教育研究財
団では、「ネットワーク社会と
教育革新─幼稚園・小学校・中
学校における先進的なメディア
活用─」をテーマに標記セミナ
ーを開催する。
幼稚園では、メディアを通し
た園児の「表現力の発揮」に効
果的な教材ソフトの活用と課題、
小学校・中学校では、１年後に
本格実施される「総合的な学習
の時間」を具体的な材料にして、
「ネットワーク社会での幼稚
園・小学校・中学校の位置付け
を理解し、メディアをいかに活
用したら、より効果的な授業展
開ができるか、また、これを受
け、高等学校では何をなすべき
か」について検証する。
１．期日 7月31日（火）
２．会場

三田NNビル「多目的ホール」
３．参加費 3 , 0 0 0 円（昼食
代・資料代）
４．問い合わせ
（財）松下視聴覚教育研究財
団 電話 0 3 - 5 4 6 0 - 2 7 0 5
http://www.mef.or.jp/

コンクール情報
■テピア「ハイテク・ビデオ・
コンクール」グランプリ作品決
まる
機械産業記念事業財団
（TEPIA）では、ハイテク関連
のビデオを対象に、毎年標記コ
ンクールを実施しており、今年
は約200作品の応募の中からグ
ランプリ以下入賞作品 15 作品
を決定した。
〈最優秀作品賞・TEPIAグラン
プリ〉
「種子の中の海」企画・製作

東京シネマ新社
〈最優秀作品賞・経済団体連合
会会長賞〉
「日本の近代土木を築いた人
びと」企画大成建設／製作日本
映画新社・日映企画
〈最優秀作品賞・映像文化製作
者連盟会長賞〉
「古代の文明と都市の構造」
企画・製作大成建設
〈優秀作品賞〉
「サイクロトロン物語―理研
の核物理研究―」企画理化学研
究所／製作山陽映画
他11作品が入賞した。
http://www.tepia.or.jp/festa/
index.html

海外情報
■日本視聴覚教育協会が英文
資 料 「 AVE IN JAPAN
No.39」を発行
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エル・ネット
6月放送予定

各番組は、エル・ネットを利用
し、全国1600 か所の受信施設
（公民館・図書館・学校・生涯
学習センターなど）に放送されて
いる。

エル・ネット「オープンカレッジ」
５頁参照

子ども放送局 第２・４土曜日
■9日「職業」
10:30 夢スタジオ１０３０
「夢いっぱい！お菓子
職人の世界」に注目。
12:00 輝く子どもたち

（財）日本視聴覚教育協会で
は、毎年日本の視聴覚教育に関
するトピックスを一つ選び、そ
れを英訳し、国内外の関係各所
へ配布している。今年は、文部
科学省が運営しているエル・ネ
ット（教育情報衛星通信ネット
ワーク）で放送されている「オ
ープンカレッジ」と「子ども放
送局」を取り上げた。

「父ちゃんボクも牛飼
る東京の女の子と福井県
いになる！〜宮崎県宮崎
の老画家との交流を紹介。
市」牛を飼う家族を紹介。 12:30 子どもとしょかん
12:30 子どもとしょかん
「漫画に関する本」
「職業に関する本」
12:45 THE MAKING
12:45 THE MAKING
「鉛筆」ができるまで
「コンビニエンスストア
を紹介する。
のお弁当」ができるまで。 13:00 中はどうなってるの？
13:00 研究室におじゃまします
「コピー機」を分解する。
「地震・火山」を研究し
13:30 チャレンジ教室
ている研究室を訪問。
科学実験教室や工作教室、
13:30 チャレンジ教室
音楽教室を紹介。
「わくわくラッピングに
挑戦！」いろいろな包み
●生中継の番組では、質問・意
方を教えてもらう。
見をファックス、電子メールで
■23日「漫画」
募集中！
10:30 夢スタジオ１０３０
ＦＡＸ 0 3 - 5 7 9 0 - 8 1 5 4
みんな大好きな「漫画」
。 http://www.kodomo.nyc.go.jp
どんな「漫画」に出会え 〈問い合わせ〉
るかは、まだヒ・ミ・ツ!!
国立オリンピック記念青少年総
12:00 輝く子どもたち
合センター 子ども放送局係
絵の手紙交換をしてい
電話 0 3 - 3 4 6 7 - 1 6 0 0

el-Net

内容は、第１章「エル・ネ
ットとは？」
（文部省生涯学習
局学習情報課長・現文化庁著
作権課長岡本薫氏）／第２章
「双方向で行ったエル・ネット
『オープンカレッジ』
」（淑徳短
期大学教授浅井経子氏）／第
３章「子ども放送局について」
（国立オリンピック記念青少年
総合センター）。なお、第2・
3章は月刊「視聴覚教育」平成
1 2 年5月号掲載のものを英訳
したもの。
タイトルは「A New Trial with
the el-Net（Educational Information
Network via Satellite Communication）： Kids Channel ， el-Net
Open College and Others」。 A5
判、23頁、1,050円。

短

信

■（株）日経映像代表取締役
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社長田村祥蔵氏は退任、後任に
は池田正義氏（前日本経済新聞
社常務取締役）が就任した。
■東映（株）教育映像部は、営
業所組織が6月1日より以下の
ような新組織に変更される（住
所、電話、ファックスは同じ）
。
北海道営業所→札幌出張所、
中部営業所→名古屋出張所、九
州営業所→福岡出張所

訃

報

（株）桜映画社の創業者で会
長の村山英治氏は、4月28日急
性肺炎のため逝去された。享年
88歳。6月8日（金）12時より
「追悼上映会」
、13時より「お別
れの会」が東京西新宿のセンチ
ュリーハイアット東京において
執り行われる。詳細は桜映画社
まで（電話03-3478-6110）
。

