NEWS CLIP &
AV MATERIAL
◉ ニュースクリップ＆映像教材
■第56回教育映像祭「夏休みこども映画フェア─わくわく・ドキ
ドキ！夏休みの思い出を！─」
平成21年８月21日（金）
、文京シビックホールにおいて、
（財）
日本視聴覚教育協会・東京都小学校視聴覚教育研究会主催による
標記映画会を開催する。上映作品は、
「セロひきのゴーシュ」
「走
れメロス」
（学習研究社）
、
「生きてます、15歳。
」
「おじいさんの
笑顔」
（東映）
、
「那須疎水物語」
（桜映画社）の５作品。
参加希望者は、往復ハガキにて、申し込む（本誌２頁参照）
。

NEWS CLIP

■ 学校ICT環境整備事業について
学校等におけるデジタルテレビの整備について
は、平成21年度政府予算において、公立学校施

のコンピュータ及び校内LANの整備について盛り
込まれている。デジタルテレビ・電子黒板・コン
ピュータについては、実物投影機、録画機器等の
周辺機器も含まれているが、テレビのデジタル化
率や校内LAN整備率等の目標を達成することが優
先される。

設整備費（安全・安心な学校づくり交付金）の中
で公立学校におけるアンテナ等工事費が補助対象
とされ、併せて一体的に整備されるデジタルテレ
ビ、デジタルチューナーの購入についても地方債
として充てることができるとされていたが、４月
27日の閣議において、平成21年度補正予算案が
決定され、総額4000億円のスクールニューディ
ール構想として、デジタルテレビを含むコンピュ
ータの整備など、学校等のICT環境を整備する標
記事業が盛り込まれた。
この補正予算では、公立学校等のデジタルテレ
ビの買い換えに加え、公立小中学校は電子黒板機
能付きデジタルテレビ各校１台の導入、アンテナ
工事が措置されており、さらに教育振興基本計画
等に示された政府目標を達成するための公立学校

地方の負担分については、各地方自治体が積極
的に地域活性化に取り組むことができるように
「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」等の制
度が創設され、学校ICT環境整備事業の裏負担分
（総事業費の２分の１（2000億円）
）が、本臨時
交付金で措置される案となっている。
文部科学省では、５月８日、文部科学省におい
て、本事業についての説明会を、日本視聴覚教育
協会、日本視聴覚教具連合会、日本教育工学振興
会等の関係団体傘下の各社に対して実施するとと
もに、各地方自治体では、６月12日までに計画
書を作成し提出することになっており、そのため
の説明会を、５月11日〜20日にかけて全国７ブ
ロックにおいて開催した。
また、本事業では電子黒板の教育活用を図るた
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めのモデル事業を実施することが予定されており、
都道府県・政令指定都市小中各１校計130校を対
象に、全クラスに電子黒板機能付きデジタルテレ
ビを全額国庫で配備し、授業における活用方法に
ついて調査研究を実施することになっている。学
校ICT環境整備事業の詳細については、http://
www.chidigi.jp/guidance/index.htmlを参照いただ
きたい。

AV情報
■「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」
開催地募集案内
（財）
コンピュータ教育開発センターでは、標記
セミナー開催にあたり、開催地を下記の通り、募
集している。
〈目的〉 子どもたちがＩＴ社会に正しく対応でき
ることを目的として、子どもとその親を対象に、
ＩＴ社会に対応するための情報モラル・セキュリ
ティに関するセミナーを実施し、家庭でのコミュ
ニケーションの題材となるような情報を提供する
とともに、学校の先生が親子を指導するための情
報を提供する。
〈開催期間と開催箇所数〉 第１期 平成21年 ７
月〜平成21年９月５か所、第２期 平成21年10
月〜平成21年11月10か所
〈対象受講者〉 児童・生徒、保護者、教員、教育
関係者、原則として児童生徒向けセミナー、保護
者向けセミナーのセットとし、児童・生徒は、主
として小学生高学年と中学生とする。
〈公募対象〉 教育委員会、学校、保護者会、ＰＴ
Ａ連合会、地域の教育関連団体
〈公募期間〉 第１期分 平成21年５月15日（金）
〜６月19日（金）
、第２期分 平成21年５月15
日（金）〜８月12日（水）
。応募は、下記アドレ
スより。
http://www.cec.or.jp/jka/h21oyako̲index.html#01
〈問い合わせ先〉（財）
コンピュータ教育開発セン
ター MAIL h21oyako@cec.or.jp
■ IMC Tokyo 2009
IMC Tokyo 2009実行委員会主催により、放送、
映像、ネット、モバイル、Webなどのメディアコ
ンテンツ専門の標記イベントが開催される。
〈日時〉 平成21年６月10日（水）〜12日（金）
10：00〜18：00

※時間は各日による。
〈会場〉 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）
他
〈内容〉 映像素材蓄積・管理関連製品・映像制作・
編集関連サービス・デジタルシネマ関連製品等の
展示会、講演、コンファレンスなど。
※詳細は、http://www.imctokyo.jp/を参照。
〈問い合わせ先〉 IMC Tokyo 2009運営事務局
TEL 03-5772-0612
■ ケーブルテレビショー 2009
ゆめ
み
らい
ケーブルデジタル夢・見・来をテーマに、
（社）
日本CATV技術協会および（社）日本ケーブルテ
レビ連盟主催による標記展示会が、下記のように
開催される。
〈日時〉 平 成21年 ６ 月18日（ 木 ）
・19日（ 金 ）
10：00〜17：00
〈会場〉 東京ビックサイト西１・２ホール（東京
都江東区有明3-21-1）
〈内容〉 ケーブルテレビ関連業者による機器展示
等、入場無料。詳細は、http://www.catv-f.com/
を参照。
〈問い合わせ先〉 ケーブルテレビショー 2009実
行委員会事務局
TEL 03-3546-2005
■ デジタルパブリッシングフェア2009
出版物をはじめ、あらゆるコンテンツ（音楽・
ゲーム・映像など）のデジタル化・配信に関する
最新技術の展示会が、東京国際ブックフェア実行
委員会他主催により東京国際ブックフェアと併催
される。本展示会では、学習書、教育ソフトから
ＩＴソリューションまで、教育現場で活用される
製品・サービス紹介のコーナーもある。
〈日程〉 平成21年７月９日（木）〜12日（日）
10：00〜18：00
〈会場〉 東京ビッグサイト（東京都江東区有明
3-21-1）
〈内容〉 学習書・教育ＩＴソリューションフェア
では、
「ハードウェア活用事例 最先端の電子情
報ボード」
「校務のＩＴ化」
「オンデマンド教材の
活用法─英語・数学・国語 各教科の取り組み─」
「ｅラーニング活用事例」等のセミナーや「コン
テンツのデジタル化技術・サービス」
「デジタコ
ンテンツの管理・運用技術」
「デジタルコンテン
ツの配信技術・サービス」
「受信端末」等の展示
な ど。 詳 細 は、http://www.edu-fair.jp/seminar/
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index.htmlを参照。
〈問い合わせ先〉 学習書・教育ＩＴソリューショ
ンフェア事務局

TEL 03-3349-8507
FAX 03-3349-8523
MAIL edu@reedexpo.co.jp

AV MATERIAL

文部科学省選定作品
■４月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「おおきい ちいさい」 紙 ８枚〈幼稚園／幼児向

き、教養〉
（株）
童心社
「 め だ か の め め ち ゃ ん 」 紙 12枚〈 幼 稚 園・ 小
学校（低学年）／幼児向き、教養〉
（株）童心
社
特選「絵日記による学童疎開600日の記録」D
28分〈小学校（中・高学年）
・中学校、社会／少年・
青年・成人、教養・情操（歴史・伝記）
〉平和祈
念プロジェクト21
「成功する感動の校内合唱コンクールのすべて─
合唱の達人が贈る、心に響く歌声のつくり方─」
D 65分〈中学校、特別活動〉クリエイティヴ・
コア
（株）

放送番組・web配信
中学生日記
（土）19：15〜19：44 ／ＮＨＫ教育
翌週（土）12：30〜12：59 ／再放送 ＮＨＫ教育
中部７県は翌週
（日）
11：00〜11：29 ／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。
■６日「灰色のレジャーランド」
■13日「私たちのリカツ」
■20日「告白の神様」
（仮）
■27日「中学生日記プレーバック」（番組未定）
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
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■50回 ６日「
『三河サムライ』の挑戦」
（メ〜テレ）
■51回 13日「津軽に生きる人形芝居─金多豆
蔵」
（青森放送）
■52回 27日「夢の車両で地域の足を守りた
い」

（北海道放送）
エ ル ・ネ ッ ト

各機関で行われているさまざまな取り組みが視
聴できます。
今月の主な新着コンテンツは、下記の通り
（http://www.elnet.go.jp）
。
＊10ch デジタル教材コンテンツ配信！＊
各教科の授業用のコンテンツの他、児童・生徒
により制作されたコンテンツがあります。
○×クイズに答えているかのように、楽しみな
がら学習できるものや、視聴者と制作者がメッセ
ージをやりとりできるもの等があります。
・食事のマナー
・地域住民へのインタビュー
・いじめについて
・跳び箱運動やマット運動
・リンゴの皮むき 等
〈1ch 文部科学省から〉
・ｅスクール2008オープン教室
文部科学省とｅスクール2008協議会は、平成
20年10月11日（土）〜10月15日（水）に開催
された第20回全国生涯学習フェスティバル「ま
なびピアふくしま2008」で、
「ｅスクールふくし
まオープン教室」を実施しました。
学校の教室を模したオープン教室を設置し、だ
れでもできるICTを活用した授業を再現する模擬
授業や未来型教室の紹介、最新のデジタルコンテ
ンツの解説、ICT機器の体験など実施した様子を
ダイジェストで配信し、コンピュータやインター
ネットに慣れ親しみながら、子どもたちが学ぶよ
うすや学習の成果を広く紹介しています。一歩進
んだ教育の情報化の世界をご覧ください。

