NEWS CLIP &
AV MATERIAL
◉ ニュースクリップ＆映像教材
■
「夏休みこども映画フェア」に242人が参加
（財）
日本視聴覚教育協会と東京都小学校視聴覚教育研究会との
共催による標記映画フェアが、去る８月21日（金）
、文京シビッ
クホール（文京区）において、夏休み中の親子242名が参加し
開催された。
この催しは、
（財）
日本視聴覚教育協会の教育映像祭事業の一環
（17頁参照）として実施されたもので、
今年で第10回目を迎えた。

NEWS CLIP

AV情報
■ 平成21年度［第13回］文化庁メディア芸術
祭作品募集
メディア芸術の創造とその発展を図ることを目
的に、文化庁メディア芸術祭実行委員会（文化庁
他）は、標記芸術祭開催にあたり、各部門におけ
る創造性あふれる作品を募集している。
〈募集期間〉 平成21年９月25日（金）必着。
〈募集部門〉 ○アート部門 ○エンターテインメ
ント部門 ○アニメーション部門 ○マンガ部門
〈応募条件〉 平成20年９月27日から平成21年９
月25日までの間に完成、または完成作品として
発表された作品が対象。プロ、アマチュアを問わ
ない。詳細は、http://plaza.bunka.go.jp /festival/
2009/entry/guideline.phpにアクセスを。
〈各賞・贈呈式〉 部門ごとに、大賞（文部科学大
臣賞）１作品、優秀賞４作品、奨励賞１作品を選
定。各賞に、賞状、トロフィー、副賞を贈呈。平
成22年２月２日（火）贈呈式。受賞作品展は、
平成22年２月３日（水）〜14日（日）国立新美
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術館（東京都港区六本木7-22-2）において開催
予定。
〈問い合わせ・作品の送付先〉 文化庁メディア芸
術祭事務局CG-ARTS協会内 〒104-0031東京
都中央区京橋1-11-2 TEL 03-3535-3501
■（独）
国立青少年教育振興機構「研究紀要第10
号」投稿原稿募集
（独）
国立青少年教育振興機構では、青少年教育
に関する理論や実践的な調査研究成果を募り、今
後の実践活動や研究活動などの充実に資すること
を目的として、投稿原稿を下記の要領にて募集す
る。
〈テーマ〉 青少年教育に関するもの。
①青少年教育に関する課題解決のための実証的・
先進的な取組み②地域のニーズや課題を踏まえた
効果的な実践活動の推進③青少年教育施設の役割
④青少年の団体活動の意義やその成果
〈投稿原稿の種類〉 論文（研究ノートを含む）
、
報告（調査報告、
実践報告、
事例紹介等）
、
資料（青
少年教育に関する各種データ、情報等）
〈投稿の事前申し込み〉 事前に「投稿原稿連絡票」
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（ホームページ等により入手）に必要事項を記入
し、平成21年９月14日（月）までに送付のこと。
〈原稿提出期限〉 平成21年10月14日（水）
〈問い合わせ先〉（独）
国立青少年教育振興機構教
育事業部調査研究・情報課調査研究係
TEL 03-6407-7741
MAIL lhonbu21chosa@niye.go.jp
■ 優秀文化映画会開催
ライブラリーパートナー「優秀文化映画を見る
会」
（東京映像メディア研究会他）では、東京都
文京区所蔵の16ミリフィルムの中から、選りす
ぐりの作品を上映する。
〈日時〉 平成21年９月24日（木）13：00開場、
13：30開演。
〈会場〉 小石川図書館４階ホール（東京都文京区
小石川5-9-20）
〈対象〉 小学生以上。入場無料。定員80名
〈内容〉「文京の史跡と文化財」
（25分）
「絵図に
偲ぶ江戸のくらし」
（33分）※以後、毎月第４木
曜日に開催していく。上映予定作品は、
「彫る─
棟方志功の世界─」
「日本の音楽・民謡」
（10/22）
、
「チャップリンの質屋」
「おこんじょうるり」
（11/26）
「
、そこに愛」
「スノーマン」
（12/24）
「
、宮
沢賢治」
「注文の多い料理店」
（平成22年１/28）
、
「マザーテレサとその世界」
（２/25）
、
「日本人の
富士」
「雑木林─人と自然の共生─」
（３/25）と
なっている。
〈問い合わせ先〉 小石川図書館
TEL 03-3814-6745

研究会情報
■ 第16回日本教育メディア学会年次大会
日本教育メディア学会では、標記年次大会を開
催する。
〈日時〉 平成21年９月12日（土）９：30〜17：40
同13日（日）９：00受付〜15：00
〈場所〉 新潟大学教育学部（新潟市西区五十嵐２
の町8050）
〈内容〉 ○自由研究発表「小中学校における映像
制作カリキュラムの位置づけに関する研究」
「博
物館学ビデオ教材の開発と公開」他○シンポジウ
ム「現代社会におけるメディアの影響−ケータイ
と子どもの関係を問う」○課題研究「Ⅰ日本の教
育メディア研究に尽くした人たち」
「Ⅱ授業を豊

かにするメディア」等。詳細は、http://wwwsoc.
nii.ac.jp/jaems/参照のこと。
〈参加費〉 一般4,000円
〈問い合わせ先〉 日本教育メディア学会事務局
TEL 042-329-7344
■ 日本教育工学会第25回全国大会（東京大会）
日本教育工学会では、標記全国大会を下記の要
領にて、開催する。
〈日時〉 平成21年９月19日（土）〜21日（月）
〈会場〉 東京大学（東京都文京区本郷7-3-1）
〈内容〉 シンポジウム「学習指導要領のスタート
に向けて，
『教育の情報化』のために教育工学は
何をすべきか」パネリスト：永野和男氏（聖心女
子大学教授）
、黒上晴夫氏（関西大学教授）他。
一般研究発表、課題研究発表、ワークショップ等。
詳細は、http://www.jset.gr.jp/taikai25/index.php
にアクセスを。
〈問い合わせ先〉 大会企画委員会
Mail taikai2009@jset.gr.jp

コンクール情報
■ 第３回鎌倉映像フェスティバル作品募集
（財）
川喜多記念映画文化財団では、標記フェス
ティバルの開催にあたり、上映作品の募集をして
いる。
〈テーマ〉「光」10分以内の映像作品。
〈応募方法〉 メディアはDVDあるいはminiDVテ
ープに限る。応募用紙記入の上、作品を添付し送
付のこと。応募用紙はhttp://www.kawakita-ﬁlm.
or.jp/よりダウンロードする。応募作品は原則と
して、返却しない。
〈応募資格〉 個人、団体、市内、県外、一切の資
格制限はなし。
〈募集締切〉 平成21年９月12日（土）当日消印
有効。入選作品の発表はHP上で行う。
〈審査・講評〉 大林宣彦監督
〈賞〉 最優秀賞20万円他。
〈作品上映・授賞式〉 平成21年11月１日（日）
13：00〜。鎌倉生涯学習センターホール（神奈川
県鎌倉市小町1-10-5）において。
〈作品送付先および問い合わせ先〉
（財）川喜多記念映画文化財団 〒102-0082東京
都千代田区一番町18川喜多メモリアルビル
TEL 03-3265-3281
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文部科学省選定作品
■７月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「ばしゃばしゃプール」 紙 ８枚〈幼稚園／幼児〉
（株）
童心社
「電気はどこから？」 D 24分〈小学校（中学年）
、
社会〉
（株）
放送映画製作所東京支社
特選「シリーズ・安全でおいしい食べ物を考える
山形県高畠町からのレポート１ 日本一おいしい
・中学校、
米を作る」 D 16分〈小学校（高学年）

社会・総合的な学習の時間・道徳、高等学校、総
合的な学習の時間／少年・青年、職業の知識技術
（農業・畜産・水産業）
〉
（株）
桜映画社
「シリーズ・安全でおいしい食べ物を考える 山
形県高畠町からのレポート３ わたしの農業体
・中学校、総合的
験」 D 16分〈小学校（高学年）

な学習の時間・道徳、高等学校、総合的な学習の
時間／少年・青年、職業の知識技術（農業・畜産・
水産業）
〉
（株）
桜映画社
「安全でおいしい水を安定して供給する〜多摩地
区浄配水所整備記録 第１部〜」 D 20分「新し

■ ５日
ー」

転校生シリーズ

第２回「青春ダービ

■12日「ボクたちの化学反応」
■19日「嘘つきレッスン」
■26日「ぶっちゃけトーク」
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
■61回 ５日「 真夏の雪 に夢紡ぐ─『限界集
落』の活路を求めて─」
（山形放送）
■62回 12日「義足を翼に変えて」
（山梨放送）

い送配水システムをつくる〜多摩丘陵幹線第二次

■63回 19日「ホイルチェアでどこまでも─
17歳・大学への道─」
（テレビ朝日）

整備区間工事記録 第２部〜」D 24分〈高等学校、
工業／青年・成人、地域社会生活（生活環境改善）
〉
東洋企業
（有）

■64回 26日「妖怪 狩野じぃとレガッタ」
（静岡放送）

「新しい自転車の交通ルール〜自転車の通行等に
関する法規が改正されました！〜」D 15分
〈少年・
青年・成人、地域社会生活（交通安全・防犯）
〉
（有）
鹿児島文化企画
「風を感じて（四川大地震記録映画）
」 D 70分〈少
年・青年・成人〉
（株）
順発貿易公司
「私が私らしくあるために─職場のコミュニケー
ションと人権─」ビ 26分〈成人、
職業生活一般（職
場の人間関係）
〉東映
（株）

放送番組・web配信
中学生日記
（土）19：15〜19：45 ／ＮＨＫ教育
翌週（土）12：30〜13：00 ／再放送 ＮＨＫ教育
中部７県は翌週
（日）
11：00〜11：30 ／再放送 ＮＨＫ総合
※都合により番組内容が変更となる場合があります。
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エ ル ・ネ ッ ト
各機関で行われているさまざまな取組みをエ
ル・ネットでも紹介する。今月の主な新着コンテ
ンツは下記の通り（http://www.elnet.go.jp）
。
〈8ch コンクール等〉
「第25回全国商業高等学校英語スピーチコンテス
ト」
平成21年１月11日（日）
、全国商業高等学校長
協会・
（財）全国商業高等学校協会主催の「第25
回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト」
。
高等学校における英語の学習を充実発展させ、英
語教育の向上を図ることを目的とし、全国商業高
等学校加盟高等学校に在籍する生徒を対象にした
大会で、各県代表による全国大会となっている。
Recitationの部およびSpeechの部の最優秀・文
部科学大臣賞および優秀賞のスピーチを視聴でき
る。

