NEWS CLIP &
AV MATERIAL
◉ ニュースクリップ＆映像教材
■第７回「全国こども科学映像祭（ビデオコンクール）
」開催
（財）
日本科学映像協会が平成14度から６年間にわたり、子ども
たちのサイエンスへの関心を高めることを目的に実施してきた標
記コンクールは、同協会の解散により、
（財）日本視聴覚教育協会
が引き継ぐ形で、実施することとなった。詳細は24・25頁を参照。

NEWS CLIP

協会情報
■ 日本視聴覚教育協会新会長に井上孝美氏が就任
（財）
日本視聴覚教育協会では、会長井内慶次郎
氏が逝去したことにともない、さる６月20日の
理事会において後任会長として、井上孝美氏を選
任した。就任は、７月１日付。
新会長の井上孝美氏は、昭和12年生まれ。同
38年文部省入省、教育助成局長、初等中等教育
局長、事務次官を歴任され、その後、学校法人放
送大学学園理事長を経て、現在は、財団法人放送
大学教育振興会理事長も務められている。
■ 2008年教育映像祭「優秀映像教材選奨」に
95作品が参加
（財）
日本視聴覚教育協会では、毎年、教育映画、
ビデオ、スライド、DVDの映像教材の製作振興
と利用の向上進展を図る目的で、標記選奨を開催
している。参加作品数は次の通り。
（ ）内は前
年。
〈映画の部〉
３社・４作品
学校教育部門
１作品（１）
小学校向け
１作品（１）
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児童劇・動画部門
１作品（１）
教養部門
２作品（１）
〈ビデオの部〉
（スライドを含む） ７社・24作品
学校教育部門
８作品（23）
小学校（幼稚園含）向け ６作品（12）
中学校向け
２作品（７）
社会教育部門
９作品（18）
家庭生活
１作品（５）
市民生活
８作品（13）
職能教育部門
６作品（10）
教養部門
１作品（２）
〈DVDの部〉
19社・67作品
学校教育部門
30作品（37）
小学校向け
12作品（18）
中学校向け
13作品（９）
高等学校向け
５作品（10）
社会教育部門
19作品（20）
家庭生活
２作品（０）
市民生活
17作品（20）
職能教育部門
９作品（８）
教養部門
９作品（６）
なお、本選奨の表彰式は平成20年９月19日
（金）
、東海大学校友会館（東京都千代田区霞ヶ関
3-2-5）教育映像祭中央大会において行われる。

◉ NEWS CLIP & AV MATERIAL

AV情報
■（財）理想教育財団「第４回 育て！プリント
コミュニケーション」コンクール審査発表
（財）
理想教育財団では、学校における、よりよ
いコミュニケーション環境の醸成をめざし、各種
通信の編集・制作の質を高めることを目的に本コ
ンクールを開催している。今回は、過去最高の
506件の応募が寄せられた。入賞作品等詳細は、
http://www.riso-ef.or.jp/を参照のこと。
■ e-Learning WORLD 2008
e-Learning WORLD 2008実行委員他主催による
オンライン学習ｅラーニング専門展示会が開催される。
〈日時・会場〉 平成20年７月30日（水）〜８月
１日（金）10：00〜17：00 東京ビッグサイト（東
京都江東区有明3-21-1）
〈内容〉 e-Learning最新情報やコンテンツ制作、
運用、評価サービスの展示、講演、セミナーなど。
詳細は、http://www.elw.jp/を参照。
〈問い合わせ先〉「e-Learning WORLD 2008」展
示会事務局 TEL03-5297-8855
■ TVF30年市民ビデオフォーラム「映像づく
りで始まる新しい学校教育」
日本ビクター
（株）TVF事務局主催により、映
像を使った教育のこれまでの成果や問題点を検証
し、今後の課題や対策を探究する標記フォーラム
が開催される。
〈日時・会場〉 平成20年８月２日（土）13：00
〜17：30 横浜情報文化センター情文ホール（横
浜市日本大通11番地）
〈内容〉 特別講演「総合学習と映像づくり」寺脇
研氏（京都造形芸術大学教授）
、
「映像を使った学
校教育の事例紹介とディスカッション」
〈定員・申し込み〉 200名（先着順・要申し込み）
。
フォーラムのみ参加は無料。参加申し込みフォー
ム http://www.victor.co.jp/tvf/30th/event/
info20080802.html
〈問い合わせ先〉 東京ビデオフェスティバル事務
局 TEL03-3289-2815（平日10：00〜17：00）
■ 第12回広島国際アニメーションフェスティバル
広島国際アニメーションフェスティバル実行委
員会、広島市、広島文化財団の主催により、世界
のアニメーション芸術の普及・発展及び映像文化

の振興・映画産業の発展に寄与することを目的に
標記フェスティバルが開催される。
〈会期・会場〉 平成20年８月７日（木）〜11日（月）
時間はプログラムによる。アステールプラザ
（広
島市中区加古町4-17）
〈内容〉 世界各国・地域から応募されるアニメー
ション作品コンペティション、子ども向けアニメ
ーション作品上映など。詳細・入場料については、
http://hiroanim.org/を参照。
〈問い合わせ先〉 第12回広島国際アニメーショ
ンフェスティバル事務局 TEL082-245-0245

研究会情報
■ 第39回
（平成20年度）
教育工学研究セミナー・
全国大会
東京教育工学研究会（平山満義会長）では、
「学
習力を育てる授業の構築」をテーマに研修会を行
う。詳細は、下記の通り。
〈日程・場所〉 平成20年８月２日（土） 早稲田
大学西早稲田キャンパス（新宿区西早稲田1-6-1）
〈内容〉 全国の小中学校及び高等学校の教師を主
対象に、
「コミュニケーション能力をどう育成す
るか」についての研修。
〈申し込み及び問い合わせ先〉 東京教育工学研究
会事務局・若林 TEL045-788-1202
■ 第35回教育工学研修中央セミナー IMETSフ
ォーラム2008
（財）才能開発教育研究財団では、
「新教育課程
で育む子どもの力」をテーマに、標記セミナーを
下記の要領にて開催する。
〈日時・会場〉 平成20年８月７日（木）
・８日（金）
9：30〜17：00 終了時間は各日による。
東京都港区立港陽中学校（東京都港区台場1-1-5）
〈対象〉 学校関係者・一般の方。
〈内容〉 基調講演「教育の流れをつかみ、新教育
課程の主旨を理解し、結果を出し、それを開示せ
よ！」山極隆氏（玉川大学学術研究所教授）
、講
演「授業力向上のための『授業デザイン』への誘い」
吉崎静夫氏（日本女子大学教授）他
〈参加費〉 一般10,000円、会員8,000円、学生
5,000円。 参 加 登 録 はhttp://www.sainou.or.jp/
forum2008から。
〈問い合わせ先〉（財）才能開発教育研究財団
IMETSフォーラム事務局 TEL03-5473-5601
視聴覚教育
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文部科学省選定作品
■５月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「かえるるちゃんのおみまい」 紙 12枚〈幼稚園／幼
児、小学校低学年〉
（株）
童心社
「招魂〜新内節の修験者・若狭掾〜」 D 84分〈青
年・成人、教養〉
（株）
アルボス

■11回 12日「熱血！拳法夫婦の挑戦」
天行健中国武術館館長の宮平保さんは、中国・
四川省出身の妻・宋麗さんと共に、沖縄で中国武
術を指導している。中国武術という伝統文化の普
及と、地元沖縄発祥の空手との交流、また門下生
の子どもたちに武道を通した人格教育に情熱を注
ぐ宮平夫妻の姿を紹介する。
（沖縄テレビ放送）
■12回 19日「石工親娘のオンリーワン」
石工の日本三大生産地の愛知県岡崎市で、廉価
な中国産の進出に対して新しい世界を開拓する親

放送番組・web配信
中学生日記
（土）19：15〜19：44 ／ＮＨＫ教育
翌週（土）14：00〜14：29 ／再放送 ＮＨＫ教育
※都合により番組内容が変更となる場合があります。
■５日「３年C組シリーズ② 第１回 職員室を
占拠します！」
■12日「３年C組シリーズ②
行を取り戻せ！」

第２回

修学旅

■19日「３年C組シリーズ②
イング」

第３回

フルス

娘がいる。日本初の女性石工・上野梓さんは、父
親の反対を押し切ってこの世界に飛び込み、飼い
主から送られた写真を元に「リアルペット」とい
うオリジナル製品を生み出した。子どもの頃から
憧れる父親の背中を目標に「本物の職人」を目指
して、自分の志を貫く日々を送る。
（メ〜テレ）
■13回 26日「だって気持ち良いんだもん（仮）
〜自分たちの力による校庭芝生化〜」
今、校庭の芝生化が全国で注目されている。そ
の普及拡大の一翼を担っているのが、鳥取市在住
のニュージーランド人ニール・スミスさんが確立
した安価で維持管理が容易な「鳥取方式」と呼ば
れる新たな芝生化。校庭の芝生化が地域住民や子
どもたちの心身両面に何をもたらしたのか。各地
の事例を探っていく。
（日本海テレビジョン）

■26日「ぶっちゃけトーク」内容未定
エ ル ・ネ ッ ト
発見！人間力
※放送曜日・時間は地域によって異なります。
〈放送についての問い合わせ〉
（財）民間放送教育協会 TEL03-6406-2171

■10回 ５日「博士の愛したシャボン玉」
子どもたちに向けたシャボン玉ショーを300回
以上やってきた佐藤早苗さんは、昨年自宅の庭に
講師養成のための「シャボン玉研究所」を建てた。
今春、ベルギー人のマノエルさんがその門を叩い
た。佐藤さんが伝えたいのは「シャボン玉」を観
る心の尊さ。そんな彼らの姿の先には日本人が忘
れかけている「シャボン玉を観る心」があるはず。
佐藤さんとマノエルの交わりを通じ、日本人とシ
ャボン玉の関係を探る。
（静岡放送）

14

視聴覚教育

2008.7

「文部科学省から」チャンネル開設！
文部科学省が発信する教育・文化・スポーツ・
科学技術に関する情報等を順次配信する。
今月の主な新着コンテンツは、下記の通り
（http://www.elnet.go.jp）
。
〈1ch 文部科学省から〉
○
「発見！人間力」
（財団法人民間放送教育協会企
画、文部科学省協力）
〈2ch 新着順〉
○
「中高年の健康登山」
（特定非営利活動法人大学
コンソーシアムおおいた制作 文部科学省委託
事業）
○
「今里山で何が起きているのか」
（金沢大学・石
川県・金沢市連絡協議会制作 文部科学省委託
事業）

