NEWS CLIP &
AV MATERIAL
◉ ニュースクリップ＆映像教材
■平成21年度文部科学省委託「デジタルテレビ等を活用した先端的教育・
学習に関する調査研究事業」でパンフレットを小・中学校に配布、報告書・
資料集を教育委員会に配布
 （財）
日本視聴覚教育協会では、標記事業により、デジタルテレビ学校導
入モデルと題したデジタルテレビと周辺機器接続を解説したパンフレット
を作成し、全国の公立小・中学校へ配布した。また、事業報告書および研
修に活用するための資料集を各都道府県・指定都市教育委員会へ配布した。
これら配布物は本事業サイト（http://www.chidigi.jp）でも公開している。

NEWS CLIP

協会情報
■「2010年教育映像祭優秀映像教材選奨」募集
日本視聴覚教育協会主催による標記選奨は「教
育に利用される映画、ビデオ、DVD等、映像教
材の制作と利用の向上進展を図る」ことを目的に、
次の要領で開催される。
〈部門・分野〉 １．教育映画（16ミリ版）
〔学校
教育部門（小学校・幼稚園を含む、中学校、高等
学校）
、社会教育部門（家庭生活・市民生活）
、職
能教育部門、児童劇・動画部門、教養部門〕※１
社の参加本数は制限なし。
２．教育ビデオ〔学校教育部門（小学校・幼稚園
を含む、中学校、高等学校）
、社会教育部門（家
庭生活・市民生活）職能教育部門、動画部門、教
養部門〕※１社の参加本数は、最高15本までとし、
各部門等（８分野）における参加本数は、それぞ
れ３本以内。
３．教育DVD〔学校教育部門（小学校・幼稚園
を含む、中学校、高等学校）
、社会教育部門（家
庭生活・市民生活）
、職能教育部門、動画部門、
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協会情報 教養部門〕※１社の参加本数は、最高
15本までとし、各部門等（８分野）における参
加本数は、それぞれ３本以内。
〈参加資格（各部門共通）
〉 平成21年６月１日〜
平成22年５月31日までに完成し、一般に市販さ
れるもの。
〈表彰（各部門共通）
〉 ○最優秀作品賞（文部科
学大臣賞、日本視聴覚教育協会会長賞）○優秀作
品賞（日本視聴覚教育協会会長賞）
。
〈締め切り・問い合わせ先〉 平成22年６月１日
（月）までに、下記アドレスより、出品申込書を
ダウンロードの上、申し込むこと。
〒105-0001東 京 都 港 区 虎 ノ 門 １-19-５ 虎 ノ 門
１丁目森ビル （財）
日本視聴覚教育協会
TEL 03-3591-2186 http://www.javea.or.jp

AV情報
■「平成22年度メディア芸術人材育成支援事業」
募集
文化庁では、国内のメディア芸術分野の団体等
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トピックス

昭和レトロ映画館─甦る！東映児童劇映画の
世界「ふろたき大将」
「白鳥物語」他をDVD化
教育映画の歴史を持つ東映
（株）
では、これまで製
作してきた児童劇映画をDVD化して、このたび東
映ビデオ
（株）
より個人視聴向けに、販売を開始した。
これから販売するものも含め、以下のようなライン
アップとなっている。
○「ふろたき大将」
（昭和29年製作）
（発売中）
瀬戸内海の似島にある戦争孤児のための施設、似
島学園。戦争中に母を見失ってから浮浪者生活を続
けていた徳さんは、その施設の学園長・森先生に連
れられ、学園へやってきた。読み書きも計算もでき
なかった徳さんはみんなから“ノロトク”と呼ばれ
馬鹿にされる。そんな徳さんだったが、ただ一つ、
火を起こすことだけは得意だった。そこで森先生は、
徳さんを学園の風呂焚き係の大将に任命するが…。
○「白鳥物語」
（昭和32年製作）

（平成22年５月21日発売予定）
冬の訪れとともに、安住の地を求めてはるばると

が実施する人材育成事業を支援することにより、
次代のメディア芸術分野を担うクリエイター、教
育者、研究者等の育成を促し、もって我が国メデ
ィア芸術水準の向上と発展に資することを目的に、
標記支援事業の募集を下記のとおり行う。
〈対象事業〉 メディア芸術を推進する団体等が実
施するワークショップ、公開講座、展示、調査研
究等の事業等。
〈対象部門〉 デジタル技術を用いて作られたアー
ト、アニメーション、マンガ、ゲーム。
詳細は下記を参照のこと。
http://www.bunka.go.jp/geijutsu_bunka/josei/
22_mediajinzai_boshu.html
〈提出先・問い合わせ先〉 文化庁文化部芸術文化
課支援推進室メディア芸術振興係
TEL 03-5253-4111（代表）内線2083（受付10
〜18時）

コンクール情報
■「映文連アワード2010」作品募集
映文連アワード2010実行委員会（
（社）映像文
化製作者連盟他）では、短編映像業界の活性化を
図るとともに、次世代を担う新しい才能を発掘す

渡ってくる白鳥の群れに、限りない愛情をそそぐ少
年と老人との姿を格調高く描く詩情あふれる名作。
これらに続き、
「風の又三郎（昭和32年製作）
」
（平
成22年６月発売）
、
「すばらしい松おじさん（昭和48
年製作）
」
（同７月発売）
、
「トランペット少年（昭和
30年製作）
」
（同８月発売）
、
「富士山頂（昭和42年製
作）
」
（同９月発売）を発売予定。各3,990円（税込）
。
＜問い合わせ＞
東映ビデオお客様相談窓口 0120-1081-46

ることを目的に作品を募集している。
〈募集期間〉 平成22年４月１日（木）〜５月31
日（月）
（消印有効）
。
〈応募要件〉 平成21年４月１日から平成22年３
月31日までに完成した作品。映画・ビデオ、テ
レビ番組、アニメーション、CG等。
〈募集部門〉○コーポレート・コミュニケーショ
ン部門、○ソーシャル・コミュニケーション部門、
○パーソナル・コミュニケーション部門。
詳細は下記を参照のこと。
http://www.eibunren.or.jp/top/eibunrenaward2010.html
〈問い合わせ〉（社）
映像文化製作者連盟
TEL 03-3279-0236

短信
■ 文部科学省生涯学習政策局参事官付の異動
○参事官補佐 出口寿久氏→和歌山大学生涯学習
教育研究センター教授（併）生涯学習教育研究セ
ンター長（後任：スポーツ・青少年局青少年課課
長補佐＝妹尾剛氏）○参事官補佐 清水博人氏→
大分大学学生支援部長○庶務係長 塚田昌毅氏→
高等教育局国立大学法人支援課専門職○情報教育
視聴覚教育
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係長 大塚和明氏→初等中等教育局児童生徒課産
業教育振興室助成係長○ネットワーク係主任 加
藤敬氏→生涯学習政策局調査企画課専門調査係主
任○情報リテラシー係長 田中勉氏→ 庶務係長
（併）メディア係長○メディア係長 牧雅英氏→情
報教育推進係長○専門職 山本健司氏→ICT環境
整備係長○情報教育係 山﨑一宏氏→ICT環境整
備係○メディア係 吉田彩乃氏→庶務係（併）メ
ディア係○教育情報施策調整係研修生（北海道帯
広市） 野崎実氏→生涯学習政策局生涯学習推進課
放送大学振興係（後任：研修生（新潟県見附市）

＝水内智規氏）○大臣官房総務課行政改革推進室
専門職 大西尊久氏→参事官付専門職（併）内閣
府公益認定等委員会事務局審査監督調査官○初等
中等教育局特別支援教育課振興係長 平山大輔氏
→情報教育企画係長○生涯学習政策局調査企画課
専門調査係 為近雄一郎氏→学習情報係主任○愛
知県碧南市立東中学校教諭 小澤徹氏→参事官付
専門職
■ 岩波映像株式会社では、代表取締役社長吉村
健一氏が退任し、後任に大矢恭一氏が就任した。

AV MATERIAL

文部科学省選定作品
■２月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「カエルのおまつり」 紙 12枚〈幼稚園、小学校（低
学年）／幼児〉
（株）童心社
「きかんしゃ ぼっぽくん」紙 ８枚〈幼稚園／幼児〉
（株）童心社
「中学校理科 移行教材DVD 1分野 エネルギ
ー」
「中学校理科 移行教材DVD 1分野 粒子」
各 D 50分〈中学校、理科〉
（株）
パンドラ
「新 家庭科ベストセレクション 消費生活とトラ
ブル防止」 D 22分〈中・高校、技術・家庭／青年、
国民生活（消費者保護）
〉NHKエンタープライズ
「楽器の世界コレクション2 PLEYEL PIANO─
プレイエルのピアノ─室内楽で聴くショパンが愛
した音の世界（教材用）浜松市楽器博物館所蔵楽
器“プレイエル”による」 D 55分〈成人、教養・
情操（音楽・演劇）
〉デジタルセンセーション
（株）

放送番組
中学生日記
（土）19：15〜19：45 ／ＮＨＫ教育
翌週（土）13：00〜13：00 ／再放送 ＮＨＫ教育
中部７県は翌週
（日）
10：05〜10：35 ／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。
■１日 中
 学生日記プレイバック初めての席替え
「ああ、ブリーフ」
※再放送枠 総合５／８（土）は休止
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■８日 「先生もいじめられていた」
■15日 「先生もいじめられていた（２）いじめ

ている君へ」
■22日 ぶっちゃけトーク「いじめ（仮）
」
■29日 内容未定
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
■85回 17日「ひとりでもできたよ─島の学舎に
刻んだ最終章─」
（四国放送）
■83回 24日「暗やみで聞く沖縄戦─平和ガイド
から修学旅行生へ─」
（琉球放送）
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）
。
＊主なコンテンツの紹介＊
〈２ch 文部科学省から〉
「先導的教育情報化推進プログラム最終成果発表会」
文部科学省では、ICT教育の充実等を図るため、
平成19年度から21年度の３年間、先導的・効果的
かつ実践的な調査研究事業として「先導的教育情
報化推進プログラム」を実施。事業の最終年度にあ
たり、最終成果発表会を開催した。その模様を配信。

