NEWS CLIP &
AV MATERIAL
◉ ニュースクリップ＆映像教材
■第10回インターネット活用教育実践コンクール募集開始
文部科学省・インターネット活用教育実践コンクール実行委員
会主催により、標記コンクールの募集が10月１日より開始され
た。
「インターネットを活用した」
「インターネットの活用をめざ
した」
「教育の情報化に寄与する」
、それぞれの教育実践を募集し
ている。募集ホームページはhttp://www.netcon.gr.jp。詳細は
27頁を参照のこと。

NEWS CLIP

AV情報
■ 記録映画アーカイブ・プロジェクト第２回ワー
クショップ「たのしい科学─岩波映画の理科教室」
東京大学大学院情報学環
（記録映画アーカイブ・
プロジェクト）では、岩波の科学映画を使った理
科の体験授業などを交えた標記ワークショップを
開催する。
〈日時〉 平成21年10月18日（日）14：00〜18：00
（開場13：30）東京大学本郷キャンパス福武ホー
ル（東京都文京区本郷7-3-1）
〈内容〉 作品上映「凸レンズ」
「たのしい科学
冷蔵庫」
「ものの燃える速さ」
、対談「科学映画史
から見た岩波の科学映画」牧衷氏（科学映画製作
者・岩波映画製作所OB）
、岡田秀則氏（東京国立
近代美術館フィルムセンター主任研究員）
、体験
授業、討論など。入場無料。HPより事前登録制。
詳細は、http://www.kirokueiga-archive.com/event/
index.htmlを参照のこと。
〈問い合わせ先〉 一般社団法人記録映画保存セン
ター TEL 03-3222-4249
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■「鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金」
研究助成募集
メディア・リテラシー分野における若手研究者
を対象に、独創的で優れた研究活動を助成するこ
とによって、同分野における人材の育成を図ると
ともに、広くメディア社会を生きる能動的な力の
育成に貢献することを目的に標記基金助成先を募
集する。
〈対象者〉 ①年齢 原則として40歳以下。②職
業、所属を問わない。③国籍を問わない。ただし
助成期間中は、原則として日本で継続的に研究可
能な人。④１年を超える研究テーマ（但し今後の
研究予定期間が最大３年のものまで）あるいは少
数による共同研究テーマでも良い。
〈助成金額・件数〉 原則として１テーマあたり
30万円、毎年３テーマ以内。
〈選考〉 基金選考委員会が所定応募書類の審査お
よび必要に応じて面談を実施の上、支給対象候補
者を選考し、基金運営委員会が最終決定する。
〈日程〉 募集期間 平成21年９月15日（火）〜
11月10日（火）
（消印有効）
、選考 平成2１年
12月、助成金支給対象者への通知 平成22年１
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月末日（予定）
、
助成金の支給 平成22年２月（予
定）
〈応募書類〉 所定様式の申込書（
「研究助成金申
請書」を研究所ホームページ（http://www.mlpj.
org/wn/index.shtml）よりダウンロードする。
〈応募書類郵送先〉 NPO法人FCTメディア・リ
テラシー研究所（研究助成金担当）〒231-0001
横浜市中区新港2-2-1横浜ワールドポーターズ６
階NPOスクエア内 MAIL：hgoto@tt.rim.or.jp
■ CEATEC JAPAN2009
（社）
電子情報技術産業協会、情報通信ネットワ
ーク産業協会、
（社）
コンピュータソフトウェア協
会の３団体により、下記の要領にて開催する。
〈日時〉 平成21年10月６日（火）〜10日（土）
〈会場〉 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）
〈内容〉 映像・放送・通信の最新技術を紹介。他、
海外からのゲストスピーチなど。
〈申し込み・詳細〉 事前登録者は無料。登録はこ
ちらからhttps://service.ceatecjapan.net/ja/。
〈問い合わせ先〉 CEATEC JAPAN運営事務局
TEL 03-5402-7603
■ DIGITAL CONTENT EXPO2009
デジタルコンテンツ技術について、最新の研究
成果や芸術作品を体験できる、経済産業省他主催
による標記イベントが開催される。
〈日時〉 平成21年10月22日（木）〜25日（日）
10：00〜17：00（22日のみ13：00〜17：00）
〈会場〉 日本科学未来館（東京都江東区青海
2-41）
・ 東 京 国 際 交 流 館（ 東 京 都 江 東 区 青 海
2-79）
〈内容〉 シンポジウム「コンテンツ・イノベーシ
ョンがもたらす私たちの未来」
「動き続ける3Dの
世界」
、セミナー・展示など。入場無料。ただし、
一部プログラムでは教材費が必要。また、日本科
学未来館の展示施設への入場は有料。事前登録が
必要なものもある。詳細はhttp://www.dcexpo.jp/
outline/about.htmlを参照のこと。
〈問い合わせ先〉 デジタルコンテンツ協会EXPO
2009事務局
TEL 03-3512-3901 Mail info@dcexpo.jp
■「第16回大阪ヨーロッパ映画祭」におけるキ
ンダーフィルム特集
子どもの映像教育の推進を図ることを目的に、
大阪ヨーロッパ映画祭（大阪ヨーロッパ映画祭実

行委員会主催）では、子どもも楽しめるヨーロッ
パ映画の上映会を映画祭会期中に行う。
〈日時〉 平成21年11月14日（土）
・15日（日）
※時間は各日による。
〈 場 所 〉 キ ッ ズ プ ラ ザ 大 阪（ 大 阪 市 北 区 扇 町
2-1-7）他。
〈内容〉 リトアニアの教育機関「ANIMACIJOS
MOKYKULA」の主宰するワークショップにおい
て、現地の子どもたち自らが独自に制作した短編
アニメーション12作品前後を紹介。また同機関
の代表者でメディア・エデュケーターのヴァレン
タス・アスキニス氏を招聘し、現地の（映像）教
育、あるいはスクールの活動に関する講演会など
を実施。入場料無料（キッズプラザ大阪への入館
料は別途必要）
。詳細は、http://www.oeﬀ.jp/を参
照のこと。
〈問い合わせ先〉 大阪ヨーロッパ映画祭事務局
TEL 06-6882-6213

研究会情報
■ 第35回全日本教育工学会研究協議会全国大
会（茨城つくば大会）
日本教育工学協会では「わかる授業・魅力的な
授業」
「
『情報活用能力の育成』のためのICT活用」
をテーマに、標記大会を開催する。
〈日時〉 平成21年10月30日（金）
・31日（土）9：00
より受付。終了時間は、30日17：00、31日15：45
まで。
〈会場〉 つくばカピオ（茨城県つくば市竹園
1-10-1）他、市下の小中学校
〈内容〉 基調講演「新学習指導要領に対応した
ICT教育の在り方」
、シンポジウム「管理職のた
めの戦略的ICT研修─学校が一丸となって取り組
む教育の情報化─」
、その他公開授業等。詳細は、
http://jaet2009ibk.jp/にアクセスを。
〈参加費〉 3,000円（学生2,000円）
〈問い合わせ〉 つくば市教育委員会
TEL 029-836-1111（内4225）

短信
■（株）紀伊國屋書店映像情報部は川崎オフィス
から、平成21年９月28日より、下記へ移転した。
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10
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TEL 03-6910-0530 FAX 03-6420-1368

退任し、取締役会長に就任。後任社長には安藤洋

■（株）リュック代表取締役社長の榎本欽彌氏は

志氏が就任。

AV MATERIAL

文部科学省選定作品

■３日 「嘘つきレッスン」
■10日 特別番組のため休止

■８月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「からかさおばけとのっぺらぼう」 紙 ８枚〈幼稚

園／幼児、教養〉
（株）
童心社
「ふしぎなはな」 紙 12枚〈幼稚園・小学校（低学
年）／幼児向き、教養〉
（株）
童心社
「どかんさんとせいこちゃん 地底の迷路と水の
、社会／
冒険」 D 16分〈小学校（中学・高学年）

少年、国民生活（環境・資源・エネルギー）
〉東
洋企業
（有）
「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２ 有機農業で育てる
、総合的な
米や野菜」 D 16分〈小学校（高学年）

■17日「 怪獣 とガールフレンド」
■24日「双子の魚」
■31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

学習の時間、道徳・中学校、技術・家庭、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・成人、職業の知識技術（農業・
畜産・水産業）
〉
（株）
桜映画社
「ネットいじめ ひとりで悩まない」 ビ 25分〈中
学校、特別活動〉
（株）
映学社
「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
最上地方の山の神の勧進〈普及編〉
」 D 30分〈少
年・青年・成人、教養〉
（株）
桜映画社
「1000年の山古志」 D 120分〈少年・青年・成人、
教養〉特定非営利活動法人スローライフ・ジャパ
ン
「今すぐ防げ！大麻汚染〜最初の一回が人生を狂
わせた〜」 ビ 25分〈青年・成人、国民生活（そ
の他）
〉
（株）
映学社
「ネットいじめから子供を守る」 ビ 30分〈成人、
国民生活（メディア）
〉
（株）
映学社

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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■65回 ３日「だがし屋の道しるべ」
（山形放送）
■66回 10日「お腹の赤ちゃんを守りたい！─
長良医療センターが変えてきたもの─」
（名古屋テレビ放送）
■67回 17日「そして
う」

きょうも うたを歌
（秋田放送）

■68回 24日「彼女に必要なもの─カンボジア
奮闘記─」
（名古屋テレビ放送）
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）
。
〈1ch 文部科学省から〉
「子どもの生活習慣づくり研究フォーラム」
平成21年７月31 日（金）
、国立オリンピック
記念青少年総合センターで子どもの基本的な生活
習慣づくりを応援するために、フォーラムを開催。
基調講演やシンポジウムの様子他、生活習慣づく
りのヒントとなるような取り組み事例を紹介して
いる。

