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◉ ニュースクリップ＆映像教材
■Ｎew Education Expo 2010 in 東京で電子黒板活用の実際と
展望についてセミナーを実施
 Ｎew Education Expo 実行委員会による15th Ｎew Education
Expo 2010 in 東京が９月22日〜24日に江東区有明ＴＦＴホール
で開催され、セミナーやICTの展示が行われた。23日には、
「日常
的な電子黒板活用の実際と展望」
（コーディネーター・放送大学
ICT活用・遠隔教育センター中川一史教授）が行われ、電子黒板を
活用した教育の成果が発表されるとともに、教育ICT活用普及促進
協議会が進める事業とブロック別発表会について広報がなされた。

NEWS CLIP

AV情報
■ 記録映画アーカイブ・プロジェクト第４回ワ
ークショップ「高度経済成長と地域イメージ─岩
波映画『日本発見』を見る─」
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、記録映画のアーカイブを活
用して、映像を用いた多様な研究・教育の可能性
を発見する標記ワークショップを開催する。
〈日時〉 平成22年10月11日（月・祝）13：30〜
18：00（開場13：00〜）
〈会場〉 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〉 映画上映「日本発見シリーズ東京都」
「日
本発見シリーズ群馬県」
、制作者が語る、パネリ
スト報告、全体討論など。入場無料。ホームペー
ジにて事前登録制。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.kirokueiga-archive.com/event/index.
html
〈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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■ デジタルコンテンツEXPO2010
経済産業省、
（財）
デジタルコンテンツ協会主催
により、デジタルコンテンツ産業の５年、10年先
の将来像を描き出す国際的イベントが開催される。
〈日程〉 平成22年10月14日（木）〜17日（日）
〈 会 場 〉 日本科学未来館（東京都江東区青海
2-3-6）
、東京国際交流館（東京都江東区青海2-2-1）
〈内容〉「次世代コンテンツ技術展」
「ASIAGRAPH」
「国際3D Fair」等。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.dcexpo.jp/programs/contex
〈問い合わせ先〉
デジタルコンテンツEXPO2010事務局
TEL 03-3512-3901 Mail info@dcexpo.jp
■「鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金」
第５回研究助成募集
メディア・リテラシー分野における若手研究者
を対象に、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
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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〉 基金選考委員会が書類審査、必要に応じ
て面談、支給対象候補者を選考し、最終決定する。
〈日程〉 募集期間 平成22年11月10日（水）
（消
印有効）まで。選考 平成22年12月、助成金支
給対象者への通知 平成23年１月末日（予定）
、
助成金の支給 平成23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 h59633gt@tg.rim.or.jp

研究会情報
■ 平成22年度関東甲信越放送・視聴覚教育研究
大会神奈川・横浜大会
「つながる・学び・どこまでも─教育メディアと
共に開く豊な学びを求めて─」を大会テーマに、
関東甲信越学校視聴覚教育連盟・関東甲信越地方
放送教育研究協議会他主催により、標記大会が開
催される。なお、本大会は、文部科学省共催「教
育ICT活用実践研究─関東甲信越ブロック別発表
会」も兼ねている。
〈日時〉 平成22年11月５日（金）９：30〜校種に
より終了時間は異なる。
（受付9：00〜）
〈場所〉 横浜市都筑公会堂ホール（横浜市都筑区
茅ケ崎中央32-1）
、横浜市立茅ヶ崎小学校（横浜
市都筑区茅ヶ崎南1-11-1）他。
〈内容〉 記念講演「教育メディア活用による『豊
な学力』の育成」木原俊行氏（大阪教育大学教授）
、
公開授業（電子黒板等ICTを活用した授業）
、全体
会（電子黒板等ICT活用についての研究発表及び
講演を通して、今後の展望について）他、ICT機
器展示等。
〈問い合わせ先〉
横浜市立舞岡小学校内 関東甲信越放送・視聴覚
研究大会神奈川・横浜大会事務局

TEL 045-824-7327
■ 第49回長野県高等学校視聴覚教育研究大会
「
『情報化社会の中で、未来を担う高校生の人間
力育成を目指して』─学ぶ楽しさが実感できるメ
ディア・リテラシー学習を通して─」を大会主題
に、長野県高等学校視聴覚教育研究会は、標記研
究大会を開催する。
〈日時〉 平成22年10月15日（金）9：50〜16：40
（受付９：30〜）
〈会場〉 若里市民文化ホール（長野県長野市
3-22-2）他
〈内容〉 公開授業（長野工業高校・長野東高校）
、
記念講演会『地デジ（高画質ワイドビジョン）は
ＮＨＫドラマの表現をどう変えたか』─龍馬伝・
坂の上の雲の演出事例から考える─」陸田元一氏
（ＮＨＫディレクター）
、教科別研究会（英語LL・
芸術）
、課題別研究会（メディア教育・映像教材・
芸術鑑賞・情報・コンピュータ）等。詳細は、下
記を参照のこと。http://www.avis.ne.jp/~nag-ave/
〈問い合わせ先〉長野県長野商業高等学校内 長
野県高等学校視聴覚教育研究会事務局
TEL 026-232-7823
■ 平成22年度高知県放送・視聴覚教育研究大会
「新しい時代を生き抜くため、豊な心と自ら学力
を育てる放送・視聴覚教育の果たす役割を推し進
めよう。
」を研究主題に、高知県放送教育研究協議
会・高知県視聴覚教育研究会他主催により、標記
研究大会を開催する。
〈日時〉平成22年10月15日（金）
・16日（土）
15日 13：50〜17：00（受付13：30〜）
16日 10：00〜16：30（受付９：45〜）
〈会場〉 高知大学朝倉キャンパス（高知県高知市
曙町2-5-1）
〈内容〉 公開授業、講演、模擬授業（電子黒板の
活用事例）
、デジタル教科書
企業プレゼンテーション・ワークショップ等。
〈問い合わせ先〉 高知県高知市立旭小学校内高知
県放送教育研究協議会TEL 088-844-0288
■ 平成22年度京都府小学校教育研究会情報教
育研究大会
「
『ことばで伝え合い、学び合う児童の育成』─情
報活用能力を育成し、学力の向上を図る─」を研究
主題に、京都府小学校教育研究会・亀岡市立南つつ
じケ丘小学校主催により、標記研究会が開催される。
視聴覚教育
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〈日時〉 平成22年10月22日（金）10：40〜16：45
（受付10：00〜）
〈会場〉 京都府亀岡市立南つつじケ丘小学校（京
都府亀岡市南つつじヶ丘大葉台2-28-1）
〈内容〉 公開授業（さまざまな場面での電子黒板
等ICTを活用した授業）
、講演「ICT活用と言語活
動の充実」中川一史氏（放送大学ICT活用・遠隔

教育センター教授）
、分科会（情報モラル、ICT
活用他）等。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.el.city.kameoka.kyoto.jp/
minamitsutsujigaoka/prof/presen/index.html
〈参加申し込み・問い合わせ先〉
京都府亀岡市立南つつじケ丘小学校
TEL 0771-25-2877

AV MATERIAL

文部科学省選定作品
■８月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「防災アニメーション『孫悟空の火の用心─まだ
まだ修行中─』
」 ビ 12分〈幼稚園・小学校（低学
年）
、特活／幼児、地域社会生活（災害予防・対策）
〉
東映
（株）
「麻薬探知犬が教えてくれたこと─薬物乱用が脳
をダメにする─」 ビ 20分〈小学校（中・高学年）
、
特活〉
（株）
映学社
「薬物乱用と薬物依存─脳をダメにする薬物─」
ビ 20分〈中学校・高校、特活〉
（株）
映学社
「森聞き」 D 125分〈青年・成人、教養〉
（有）プ
ロダクション・エイシア

放送番組・Web配信
中学生日記
（土）19：15〜19：45 ／ＮＨＫ教育
翌週（土）13：00〜13：30 ／再放送 ＮＨＫ教育
中部７県は翌週
（土）
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。
■２日
■９日
■16日
■23日
■30日

窓際ロンリーより
アンコール「図書館パラダイス」
（仮）
チューチューチアーズ 前編
チューチューチアーズ 後編
ぶっちゃけトーク（仮）
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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■107回 ２日「源流から始まる─川を守る流
域の絆づくり─」

（山梨放送）
■108回 ９日「おじいちゃんの寺子屋─自由に
いきいき 時にはカミナリ─」

（RKB毎日放送）
■109回 16日「愛と平和の使者 沖縄のスー
パーバスガイド」

（沖縄テレビ）
■110回 23日「星と生きる ─子どもたちに
星空を教え続けて40年─」

（青森放送）
■111回 30日「魔法の似顔絵─病室に届ける
笑顔のくすり─」

（中国放送）
エ ル ・ネ ッ ト
教育、学習に利用できる400以上の動画コンテン
ツをインターネットで配信（http://www.elnet.go.jp）
。
〈2ch 文部科学省から〉
「子どもの生活習慣づくり研究協議会─企業との
協働への期待─」
近年、子どもたちの生活習慣の乱れが学習意欲、
体力、気力の低下の要因の一つとして指摘され、
生活習慣づくりのために親である大人の仕事と生
活の調和の実現、企業も一体となった地域協働に
よる取組が求められている。文部科学省では、子
どもたちの生活習慣について社会や企業、大人た
ちが考えるきっかけを提案するため、有識者、企
業人を集めて研究協議会を開催した。
無料の教育、学習用コン
テンツが満載！「エル・
ネット」で検索！

