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日本教育工学協会では、「あ
いの風にのせて21 世紀に広げる
ネットワーク─築こう教育工学
の新たな大地を─」を大会主題
に、標記全国大会を富山県にお
いて開催する。
1．期日
10月26日（金）・27日（土）
2．会場
公開授業─全 13 校、全体会
場─富山県教育文化会館、懇親
会─富山第一ホテル、研究発表
分科会─富山大学
3．日程
〈26 日〉9 ： 00 受付／ 9 ： 30
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公開授業／ 12 ： 00 昼食／
14 ： 00 全体会（シンポジウム、
特別講演） ／ 18 ： 00 〜 20 ：
00 懇親会
〈27 日〉9 ： 00 受付／ 9 ： 30
研究発表分科会／ 12 ： 20 昼
食／ 13 ： 40 〜 16 ： 30 研究発
表分科会
4．内容
シンポジウム「21 世紀の情報
教育の展開」山西潤一氏（富山
大学教授）、尾 春樹氏（文部
科学省生涯学習政策局学習情報
政策課長）他
特別講演「 情報教育への期
待」中尾哲雄氏（インテック取
締役社長）
公開授業「小学校 6、中学校
4、高校 2、養護学校 1」
研究発表分科会「情報教育」
「総合的な学習の時間」「教材コ
ンテンツ開発と評価」 など、
120 件の実践研究発表が9 分科

会からなる。
5．問い合わせ
〒 930-8555 富山県富山市
五福 3190 富山大学教育学部
教育情報システム学教室内 全
日本教育工学研究協議会全国大
会 富山大会実行委員会事務局
E-Mail ： et@edc.toyama-u.ac.jp
Fax ： 076-445-6383
http://et.cett.jp/

（社）日本図書館協会主催に
よる標 記 全 国 大 会 は「 2001
年・岐阜・図書館の旅─ＩＴ時
代の図書館像を考える─」をテ
ーマに10 月 24 日（水）・ 25 日
（ 木）・ 26 日（ 金） の 3 日間、
岐阜県図書館他の岐阜市内の全
12 会場において開催される。
内容は記念鼎談「ＩＴ革命と
日本未来」野中ともよ氏（ジャ
ーナリスト）月尾嘉男氏（東京
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本年第 151 国会において、政
府の重要案件とされた教育改革
のための法案が、6 月 29 日成立
した。ここでそのひとつとして社
会教育法の一部が改正された。
本書はこの改正、公布、施行
後の社会教育法の逐条解説とな
るように、「新社会教育法解説」
（平成 11 年 8 月 21 日発行）を改
訂したものである。
序論「社会教育法 50 年」、本
論「 社会教育法の解説」、「 付
録」の3 部構成。
改訂にあたっては、解説の追
加、修正を行った。巻末の付録
は全面的に改めて、平成 11 年と
平成13 年の社会教育法一部改正
部分の新旧対照表、平成13 年の
改正に基づく告示、関係用語等
の解説について情報通信関係の
用語（例えばデジタル・デバイ
ド、エル・ネット、ブロードバ

ンド等）を追加した。
社会教育法の主な改正点は
「国及び地方公共団体の任務に関
する規定の改正」「家庭の教育力
の向上に関する社会教育行政の
体制整備」
「ボランティアなど社
会奉仕体験活動、自然体験活動
その他の体験活動の充実」「社会
教育主事の資格要件の緩和」な
どである。
参考までに、視聴覚教育関連
の部分では、社会教育法旧 5 条
12 の「 視覚聴教育」 の文言が、
新 5 条 14 の「視聴覚教育」に改
められた。
生涯学習社会構築の中心的役
割を担っている社会教育、視聴
覚教育の現場の方々に常に座右
の書として置かれ、必要なとき
に使用するなど、少しでも実務
に役立れば、刊行の目的が果た
せるであろう。

Book Review
財団法人全日本社会教育連合会発行
2001 年 9 月刊

B6 判 128 頁 1,000 円（税別）

大学教授）長尾真氏（京都大
学総長・日本図書館協会会長）、
基調報告：竹内 氏（日本図書
館協会理事長）、「ＩＴ時代！ど
う変える？公共図書館」 他全
14 分科会、シンポジウム「ＩＴ
時代の図書館像を考える」など。
問い合わせは、（社）日本図
書館協会 電話 03-3523-0811。
参加申し込みは、近畿日本ツー
リスト（株）岐阜支店058-2650203 まで。

教育メディア研究や教授・学
習過程研究の分野で世界的に著
名なガヴリエル・サロモン教授
（ イスラエル、 ハイファ大学）
が、 日本学術振興会の招きで
2002 年1 月18 日から2 月9 日ま
での 23 日間来日し、メディア
教育開発センター（千葉市美浜
区）に滞在する予定。受入担当

研究者は、同センター・坂元
所長ほか。
この間、メディア教育開発セ
ンター主催の講演会や関連学会
等と共催のシンポジウム・研究
会等を開催する計画である。予
定が確定ししだい、本欄でお知
らせする予定。この件に関して
ご希望等のある方は、メールで
メディア教育開発センターの伊
藤秀子教授（hitoh@nime.ac.jp）
または同・佐賀啓男教授
（saga@nime. ac.jp）まで。

ICEM（国際教育メディア協
議会 http://www.icem-cime.
com/）主催による標記見本市
「メディアデイズ」は、10 月 26
日〜 30 日にかけて台湾の台北
において開催される。

この見本市は、世界中から教
材用フィルム、ビデオ、コンピ
ュータソフト等を一堂に介して
行うものであり、昨年はスイス
のジュネーブにおいて11 月に開
催され、日本からは3 作品が出
品された。
今年の日本からの出品作品は、
9 月 5 日、日本視聴覚教育協会
会議室において開催された選考
委員会において次の3 作品の出
品が決まった。
「 サンタさんは大 いそがし
Hurry up, Santa!」（幼児・小
学校低学年）アニメーション画
房わ組、12 分、ビデオ（英語
字幕版）
「えいごリアン How many
legs does a spider have?（数
えるのって楽しいね！）」（小学
校 3 ・ 4 年）NHK エデュケーシ
ョナル、15 分、ビデオ（英語版）
「えいごリアン How many
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ミクロの小宇宙／のぞいてみよ
う知らない世界「気象を科学
する」／チャレンジ教室「音
遊びの ぬくもりを感じよう 」
「いわて学講座」「いわてと鬼
●生中継の番組では、質問・意
〜東北の鬼〜」
見をファックス、電子メールで
門屋光昭（盛岡大学文学部教
募集中！
授）
ＦＡＸ 03-5790-8154
〈問い合わせ〉
http://www.kodomo.nyc.go.jp
岩手県立生涯学習推進センター
〈問い合わせ〉
電話 0198-27-4555
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
６頁参照

〈問い合わせ〉
富山県（総合教育センター）
電話 076-444-6168
平成12 年度に国立女性教育会館
によって企画・制作された『父
親の家庭教育参加のためのシリ
ーズ』を再放送

夢スタジオ１０３０「スポーツ」
講演 1「日本科学未来館の取
バスケットに賭ける夢〜身長
り組み（仮題）」毛利衛（予
下村健一（元 TBS キャスター）
172cm の小さな巨人〜／輝く
定）
西東桂子（フリーエディター）
子どもたち「江差追分を競う
講演 2「21 世紀の科学技術
がんばれ寺島三姉妹〜北海 〈問い合わせ〉
（仮題）」戸塚洋二（予定）
国立女性教育会館
道・厚沢町〜」／子どもとし
〈問い合わせ〉
電話 0493-62-6711
ょかん「スポーツの本」／ミ
科学技術振興センター
クロの小宇宙／わくわく恐竜
電話 0583-79-2257
ランド〜世界の恐竜１〜／チ
ャレンジ教室「 音を科学す
る！身近なモノで楽器をつく
「いわて学講座」「いわてと義
っちゃえ！」
小島智恵子（日本大学専任講師）
経生存伝説〜なぜ義経はジン
夢スタジオ１０３０「ボランテ 〈問い合わせ〉
ギスカンになったか〜」
国立科学博物館
ィア」耳の聞こえない人に笑い
金野静一（岩手県立博物館前
電話
03-5814-9874
を／輝く子どもたち「がんば
館長）
れ！清水頭ベアーズ〜青森
〈問い合わせ〉
県・三戸郡〜」／子どもとし
岩手県立生涯学習推進センター
ょかん「ボランティアの本」／

el-Net

cards do you have?（どんどん
数えてみよう！）」（小学校 3 ・
4 年）NHK エデュケーショナル、
15 分、ビデオ（英語版）

〒 108-0073 東京都港区三田
3-1-19 第12シグマビル7階。電
話・ファックス番号は従来通り。

■元文部事務次官で、独立行政
法人国立博物館理事長の坂元弘
直氏は、去る 8 月 31 日、心不
全のため逝去された。享年67歳。
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■本誌 9月号巻末「教育映像祭
特集」の審査概評CD-ROMの部
において、
（株）創育の「コムコ
ムキッズ」と日立ソフトウェアエンジ
ニアリング（株）
「きりはり教室」
の審査概評が入れ違っていたこ
とをお詫びして訂正いたします。

