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日本視聴覚教育協会が毎年開
催している教育映像祭は、昨年
より「夏休みこども映画フェア」
が新たに加わった（81頁参照）
が、従来の「視聴覚教育功労者
表彰」と、「優秀映像教材選奨
入選作品」の表彰、そして受賞
作品の上映会については以下の
要領で行われる（入賞作品の一
覧は次項参照）。
１．期日
8月28日（火）
２．会場
東京霞ヶ関・虎ノ門ホール

（東京都千代田区霞ヶ関3-2-3）
電話03-3580-7151
３．日程
2時より＝主催者挨拶／文部
科学大臣表彰／日本視聴覚教育

協会会長表彰／文部科学大臣挨
拶／謝辞（受賞者代表）／3時
より＝最優秀作品上映会
４．上映作品
「いのちのあさがお」36分、
東映
「日本の近代土木を築いた人
びと」58分、日本映画新社／
日映企画
５．参加方法
中央大会参加希望者は、往復
はがき（1人1枚）に、住所・
氏名・所属を明記の上、8月17
日（金）までに、〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-17-1 視聴
覚ビル 日本視聴覚教育協会宛、
申し込むこと。先着1200名ま
でをご招待いたします。

本年度の標記選奨は、12社
39本の教育映画、36社138本

の教育ビデオ、9社24本のコン
ピュータソフトウェア（CD-
ROM）の参加作品を対象に審
査が行われ、次のように入選作
品が決まった。
Ａ．映画の部
◆最優秀作品賞（文部科学大臣
賞）3作品
学校教育部門小学校向（道
徳）「おはようの一言で」18分、
東映
児童劇・動画部門（児童劇）

「いのちのあさがお」36分、東
映
教養部門「日本の近代土木を
築いた人びと」58分、日本映
画新社／日映企画
◆優秀作品賞　16作品
〈学校教育部門〉
小学校向（道徳）「心の花た
ば」13分、学習研究社
小学校向（道徳）「きまりの
ないくに」16分、電通テック
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小学校向（道徳）「ありがと
う」20分、東映
〈社会教育部門〉
「幸せな明日のために─急増
する十代の性感染症─」26分、
新生映画
「メール」54分、東映
「ハルモニたちは踊る─在日
コリアン一世が歩んだ道─」31
分、桜映画社
「セピア色の風景」55分、共
和教育映画社
「夢、空高く」41分、学習研
究社
〈職能教育部門〉
「働き方を変えて 暮らし方
を変えよう」38分、岩波映像
「治癒と再生のメカニズム」
20分、学習研究社
〈児童劇・動画部門〉
児童劇「走れタンコロひかり
のなかへ」49分、学習研究社
動画「はげ」16分、学習研
究社
動画「源吉じいさんと子ぎつ
ね」18分、東映
動画「サンタさんは大いそが
し」12分、アニメーション画房
わ組
〈教養部門〉
「今は昔、昔は今 歌舞伎をみ
る2001・国立劇場」41分、英
映画社
「人形作家　秋山信子　心や
すらぐ人形を」38分、桜映画社
Ｂ．ビデオの部
◆最優秀作品賞（文部科学大臣
賞）5作品
学校教育部門小学校向（社
会）「日本地図と伊能忠敬」15
分、NHKソフトウェア
学校教育部門中学校向（美
術）「絵に見る日本の美術のよ
さ─表現の多様性と美しさを探
る─」23分、桜映画社
学校教育部門高等学校向

（水産）「漁業者たちの試み─姫

島の『漁業期節』─」27分、
日本シネセル
社会教育部門市民生活向

「障害者の心」20分、東映
教養部門「絵巻の黄金時代
伴大納言絵巻」35分、NHKソ
フトウェア
◆優秀作品賞　28作品
〈学校教育部門〉
小学校向（理科）「ムシムシ

ランド探検隊─昆虫のそだち方
─」20分、内田洋行
小学校向（特別活動）「守ろ

う！みんなの大切な命」20分、
日本映画新社
小学校向（総合的な学習の時
間）「飛騨高山　森と生きる」
23分、紀伊國屋書店
小学校向（総合的な学習の時
間）「ことば探検・ことば発見」
46分、毎日映画社
中学校向（社会）「地域の歴
史を調べる─ふるさとを探検し
よう─」21分、学習研究社
中学校向（理科）「自然と環
境─大気・水・土と生物を調べ
る─」21分、毎日EVRシステム
中学校向（特別活動）「一度
しかないときを……一人で悩ま
ないで」16分、東映
中学校向（総合的な学習の時
間）「新たな脅威─ダイオキシ
ンによる汚染と環境ホルモン─」
30分、NHKソフトウェア
中学校向（総合的な学習の時
間）「環境先進国ドイツ─フラ
イブルグの取り組み─」14分、
内田洋行
高等学校向（国語）「表現を
豊かにするために─『かわいい』
ってどうゆうこと─」42分、東
京シネ・ビデオ
高等学校向（公民）「少子高
齢社会とは─近未来のシミュレ
ーション／少子高齢社会への対
応─私たちに何ができるか─」
39分、東映

高等学校向（福祉）「介護の
現場で学ぶ─高校生のための社
会福祉実習─」44分、東京シ
ネ・ビデオ
高等学校向（総合的な学習の
時間）「歌の誕生　喜納昌吉の
世界」30分、紀伊國屋書店
〈社会教育部門〉
家庭生活向「味覚のしつけは
乳幼児期から」20分、農山漁
村文化協会
家庭生活向「孤立していませ
んかあなたの子育て─ひろげよ
う地域の子育てサポート─」26
分、東映
市民生活向「我らユトリスト
─シルバーと車の21世紀─」
19分、カジマビジョン
市民生活向「学び交流そして
喜び─住民参画と公民館活動
─」20分、リュック
市民生活向「子どもを育む地
域活動─地域の教育力を生かし
て─」20分、リュック
市民生活向「森の贈りもの
川の贈りもの─自然を活かした
地域づくり─」29分、桜映画社
〈職能教育部門〉
「電子商店は対面販売だ！─
お客様を掴んだ成功事例とノウ
ハウ─」29分、レビック
「透析室トラブル─血液を介
した感染を中心に─」20分、
桜映画社
「初期生育で決まる省力多収
栽培」25分、農山漁村文化協会
「産業社会と人間のススメ」
20分、新生映画
「災害事例に学ぶ安全対策─
伐木造材編─」19分、日本シ
ネセル
〈教養部門〉
「バイオテクノロジーの夜明け
応用微生物学者　坂口謹一郎」
52分、記録映画社
「20世紀　日本の気象災害」
56分、日本映画新社
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「白神山地─共生の森をみつ
める─」30分、日本シネセル
「二神島　海の民の歴史」38
分、紀伊國屋書店
Ｃ．コンピュータソフトウェア
（CD-ROM）の部
◆最優秀作品賞（文部科学大臣
賞）2作品
学校教育部門小学校向（総
合的な学習の時間）「みんなの
プレゼン」Win95/98/Me/NT/2000、
東京書籍
学校教育部門中学校向（社会）

「Green Map世界編」Win95/98/
Me/NT/ 2000、東京書籍
◆優秀作品賞　8作品
〈学校教育部門〉
小学校向（算数）「かたちで
あそぼう」Win98/Me/NT/2000、
内田洋行
小学校向（総合的な学習の時
間）「ワン・ツー！イングリッシ
ュ」Win95/98/Me/NT/2000,

Mac、創育
小学校向（総合的な学習の時
間）「なるほどねっと」Win95/
98/NT/2000、ジャストシステム
中学校向（総合的な学習の時
間 ）「 MegaVi Digital Video/
R.2」Win98/Me/2000、ジャス
トシステム
中学校向（英語）「ステップ
アップ英会話基礎ベストパック」
Win98/Me/2000,Mac、創育
高等学校向（英語）「ステッ

プアップ英会話 応用ベストパッ
ク」Win98/Me/2000,Mac、創育
〈社会・教養・職能部門〉
「コムコムキッズ」Win95/98/
Me/NT/2000、創育
「きりはり教室」Win95/98/
Me/NT/2000、日立ソフトウェ
アエンジニアリング

（財）日本視聴覚教育協会と
（社）日本教育工学振興会は、
各種の調査研究等から、教育委
員会や学校の先生方から希望の
多かった教育機器を選び、機器
の特徴を紹介した標記ガイドブ
ックを発行した（A４判・
1,000円）。
これからの授業展開に役立つ
よう、豊富なイラストを使い、
機器についてのわかりやすい解説
や授業実践例・カタログ用語の
やさしい説明等を掲載している。

日本のお父さんが、子どもの
目線に立って、子どもの興味を
持ちそうな問題を取り上げ、子
どもが楽しく学ぶことのできる電
子絵本を作った。

らすたぁちゃんという女の子
をキャラクターに、プレイヤーが、
らすたぁちゃんの住む街を探検
する。60のパターンの遊びの中
で文字、計算・学習と日常生活
のルールを学んでいくことができ
るようになっている。

例えば「商店街」では、お買
い物‥‥。らすたぁちゃんがお
母さんから頼まれたメモによって、
八百屋さん、魚屋さん、くだも
のやさん、パンやさん、スーパー
等で、買い物の手順もわかるよ
うになっている。 Software

「児童会館」では、50音と絵
本で、ひらがなが習得できる工
夫がされている。絵本では、動
物や花の名前を覚え、名前をひ
らがなで書いてみたり、書き順
を覚えたりできるようになってい
える。

その他「海岸」では、貝拾い
をしながら、足し算ができるよ
うになっている。

「動物公園」のおうむコーナー
は、音楽教室を、「らすたぁちゃ
んの家」では、着せ替え人形・
時計合わせ・日本の四季体験が
できる。

対象は、２～８歳の児童であ
るが、親子で楽しめるソフトに
なっている。 （鈴木　勢津子）
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el-Net
６頁参照

10:30 1. 『魔女の宅急便』の
作者・角野栄子さんから、
読書の楽しさを聞く。

2. 『本をつくろう』
栃折久美子さんが手作り
絵本の作り方を紹介。

12:00 本の世界～知らない世界
を旅しよう～（平成12
年7月22日の再放送）
「旅」をテーマにした本。

12:15 まるかじり 自然体験！
～ガールスカウト戸隠キ
ャンプセンターから～
（平成12年8月5日の再
放送）ガールスカウト活
動を紹介する。

14:30 なるほど！科学工作（平
成11年8月18日の再放
送）「ブーメラン」と
「グライダー」をつくる。

10:30 子どもたんけん隊が128
キロメートルの冒険の旅

にでる。
12:00 21世紀のトム・ソーヤ～

のぞいてみよう自然の宝
庫・尾瀬子どもサミット
'99～（平成11年8月18
日の再放送）尾瀬の豊か
な自然と環境保護活動を
紹介。

13:30 だれでもできる魚のおう
ち（平成12年7月8日の
再放送）手軽な材料・道
具を使った水槽の作り方。

●生中継の番組では、質問・意
見をファックス、電子メールで
募集中！
ＦＡＸ　03-5790-8154
http://www.kodomo.nyc.go.jp
〈問い合わせ〉
国立オリンピック記念青少年総
合センター 子ども放送局係
電話　03-3467-1600

取り上げられている機器は、
教材提示装置、プロジェクター、
スクリーン、大型ディスプレイ、
電子情報ボード、デジタルカメ
ラ、デジタルビデオカメラ、
DVD関連機器、電子式複写黒
板、拡大機、モバイル端末、テ
レビ会議システム、エル・ネッ
ト、校内LAN関連機器。また、
巻末には、「機器使用にあたっ
て注意すべき著作権について」
を取り上げている。
〈問い合わせ〉（財）日本視聴
覚教育協会　電話03-3591-
2186

日本経済新聞社では、先生方
が教育現場の情報化に対応して
いくための、情報収集とスキル

アップを支援することを目的に
した組織「e-education Forum」
を立ち上げた。活動の中心は、
先生方が互いの情報や事例を紹
介しあうメーリングリストを利
用した意見交換会で、専門家も
アドバイザーとして議論に加わ
る。アドレスはhttp://www.
education-forum.net 電話03-
5958-5056

（株）シュヴァンでは、８月
８・９日の２日間、標記セミナ
ーを開催する。内容は、ブロー
ドバンド時代の映像著作権―理
論篇・実務篇、インターネット
上のコンテンツに係わる権利問
題、デジタル化時代の実演家の
権利等。受講料は１講座4,500

円。会場は東京都港区赤坂5-3-
6 TBS赤坂メディアビル。
〈問い合わせ〉（株）シュヴァ
ン 電話03-3224-0202

■日本教育工学会会長の水越敏
行氏（関西大学教授）は退任、
後任会長には清水康敬氏（国立
教育政策研究所教育研究情報セ
ンター長）が就任。副会長に池
田央氏（日本生涯学習総合研究
所）、赤堀侃司氏（東京工業大
学教授）が就任した。
■全国連合小学校長会会長の三
上裕三氏が退任、後任会長には
西村佐二氏が就任した。
■報映産業（株）代表取締役
社長の小池宗雄氏が代表取締役
会長に、後任には元日本視聴覚
教育協会評議員の朝日宏章氏が
就任した。


