◉ NEWS CLIP & AV MATERIAL

NEWS CLIP &
AV MATERIAL
◉ ニュースクリップ＆映像教材
■平成22年度「第14回 文化庁メディア芸術祭 受賞作品展」
 文化庁メディア芸術祭実行委員会（文化庁・国立新美術館他）
による標記芸術祭は、このほど４部門で大賞を決定した（左は、
アニメーション部門大賞を受賞した湯浅政明氏による「四畳半神
話大系」
）
。受賞作品展は、
平成23年２月２日（水）〜13日（日）
、

ⓒ 四畳半主義者の会

国立新美術館（東京都港区六本木７-22-２）で開催される。入
場無料。詳細は、http://plaza.bunka.go.jp/festival/を参照。
問い合わせ先 CG-ARTS協会内
「文化庁メディア芸術祭事務局」
フリーダイヤル 0120-454536

NEWS CLIP

文部科学省情報
■ 「教育の情報化に関する手引き」について
文部科学省では、新学習指導要領に対応した標
記手引きを作成した。これは、新学習指導要領に
おける教育の情報化が円滑かつ確実に実施される
よう、教員の指導をはじめ、学校・教育委員会の
具体的な取組みの参考となる手引きを作成するた
め、平成21年３月に、小学校及び中学校並びに
特別支援学校（小学部・中学部・高等部）の学習
指導要領に対応したものを公表し、平成22年10
月に高等学校に対応した内容を追補したものを改
めて公表したものとなっている。
本手引きでは、新学習指導要領における「情報
教育」や「教科指導におけるICT活用」
、
「校務の
情報化」についての具体的な進め方等とともに、
その実現に必要な「教員のICT活用指導力の向上」
と「学校におけるICT環境整備」
、また、
「特別支
援教育における教育の情報化」についても解説し、
さらに、こうした教育の情報化に関わる取組み全
体をサポートする教育委員会・学校の推進体制に
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ついて解説している。本手引きは、下記からダウ
ンロードできる。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
zyouhou/1259413.htm
〈問い合わせ〉 文部科学省生涯学習政策局参事官
付 TEL 03-5253-4111（代表）

研究会情報
■ 「教育ICT活用実践研究─北海道・東北ブロ
ック発表会」
文部科学省・教育ICT活用普及促進協議会共催
による標記発表会が、仙台市立愛子小学校で、
「表
現力が身につく 愛子式授業─101の授業技術を
めざして─」を研究テーマに、下記の通り、開催
される。
〈日時〉 平成23年１月21（金）13：10〜16：45（受
付12：50〜）
〈会場〉 仙台市立愛子小学校（仙台市青葉区上愛
子字新宮前１）
〈内容〉 全体会（研究概要、
指導助言：稲垣忠氏（東
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北学院大学准教授）
）
、公開授業（電子黒板による
資料・教材提示、話合いなど）
、分科会等。
〈問い合わせ〉 仙台市立愛子小学校
TEL 022-391-8940
■ 情報教育対応教員研修全国セミナー「学校を
変革する地域教育ネットワークセミナー─地域
ネットワークを教育に活かす─」
（社）
日本教育工学振興会では、学校、教育委員
会、公共施設が１つのネットワークでつながるこ
とにより、さまざまなかたちで、教育の情報化を
進めることができるようになる。そのような教育
ネットワークがもたらす利点について、実践事例
を紹介する標記セミナーを開催する。
〈日時〉 平成23年２月４日（金）10：00〜16：
45（受付9：30〜）
〈会場〉 東京コンファレンスセンター・品川（東
京都港区港南1-9-36アレア品川４階）
〈対象〉 教育委員会、教育センター、教育研究所、
自治体の情報政策関連部門、教職員。定員120名。
参加費は無料だが、事前に申込み、受講証が必要。
申込みについての詳細は、下記を参照のこと。
http://www2.japet.or.jp/japetseminar/
seminar0204/
〈内容〉 パネルディスカッション「教室における
ICT機器利活用─１人１台での利活用実践─」コ
ーディネーター：中川一史氏（放送大学ICT活用・
遠隔教育センター教授）
、パネリスト：安間敏雄
氏（総務省情報流通行政局情報通信利用促進課長）
他、
「教育の情報化に関する来年度の施策と予算」
文部科学省生涯学習政策局参事官室（予定）
、
「教
育の情報化の現状と展望」赤堀侃司氏（白鷗大学
教授）
、校務支援システム先進的な教育委員会の
事例（日野市教育委員会、墨田区教育委員会）
、
展示等。
〈問い合わせ〉（社）
日本教育工学振興会
TEL 03-5575-5365

コンクール情報
■ 第52回科学技術映像祭作品募集
（財）
日本科学技術振興財団、
（公社）
映像文化製
作者連盟、
（財）
つくば科学万博記念財団主催によ
る標記映像祭では、優れた科学技術に関する映像
を選奨し、科学技術への関心を喚起し、その普及
と向上を図るとともに、社会の科学技術教養の向

上に資することを目的に作品を募集している。
〈部門〉 自然・くらし部門、研究開発部門、科学
技術教養部門の３部門。
〈参加資格〉 日本所在の製作者、企画者（スポン
サー）
、テレビ局、学術研究機関および個人が製作
した作品。日本に所在を持たない場合でも、作品
が日本国内で公開（放送、上映または販売）され
た作品は参加できる。作品の解説は日本語である
こと等。
参加作品は、平成22年２月１日〜平成23年１月
31日までに完成または放映したものであること。
参加作品は、DVDビデオ、１/２インチビデオテ
ープ（VHS/S-VHS）
（ストーリーのあるもので、
一続きの映像でみられるものに限る。事典類、ゲ
ームなどは含まない）で公開できるもの。インタ
ーネットなどのメディアを手段とするマルチメデ
ィア作品は、一続きの映像である必要はないが、
出品形態はDVD、または、CD-ROMで通常のパ
ソコンで操作できるものに限る。
出品にあたっては、
必要な著作権処理を行っておくこと。
詳細については、下記を参照のこと。
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/
〈参加申込期限〉 平成23年１月31日（月）必着。
なお、入選発表は、平成23年３月中旬予定。
〈問い合わせ〉（財）
日本科学技術振興財団振興事業
部 科学技術映像祭事務局
TEL 03-3212-8487

各地の情報
■ 電子黒板等ICTを活用した公開研究発表会
「教育ICT活用実践研究事業」のメーリングリ
ストに寄せられた、各地で行われる電子黒板等
ICTを活用した公開研究会等は、次の通り。
●山梨県甲斐市立双葉東小学校
〈研究テーマ〉「豊かな心をもち、未来に向って
意欲的に学ぶ子どもの育成」
〈日時〉 平成23年１月28日（金）13：30〜16：45
（受付13：00〜）
〈会場〉 山梨県甲斐市立双葉東小学校（山梨県甲
斐市大垈2780）
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.city-kai.ed.jp/fhsho/
〈問い合わせ〉 山梨県甲斐市立双葉東小学校
TEL 0551-28-2014
●広島県竹原市立中通小学校
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〈研究テーマ〉「思考力・表現力を育てる授業の創
造─電子黒板の活用を通して─」
〈日時〉 平成23年２月２日（水）13：15〜16：40
（受付13：00〜）
〈会場〉 広島県竹原市立中通小学校（広島県竹原
市下野町3469）
詳細は、下記を参照のこと。
http://www8.ocn.ne.jp/~nakadori/
〈問い合わせ〉 広島県竹原市立中通小学校
TEL 0846-22-2606
●大阪市立東都島小学校
〈研究テーマ〉「自ら学び、考え、表現する力を
育てる─電子黒板等のICTの活用を通して─」
〈日時〉 平成23年２月18日（金）13：50〜17：00

（受付13：20〜）
〈会場〉 大阪市立東都島小学校（大阪市都島区都
島本通４-24-20）
〈問い合わせ〉 大阪市立東都島小学校
TEL 06-6921-2955
●京都市立月輪中学校
〈研究テーマ〉「ICTを活用した情報教育『電子黒
板の活用』
」
〈日時〉 平成23年２月18日（金）13：30〜17：30
（受付13：00〜）
〈会場〉京都市立月輪中学校（京都市東山区泉涌
寺山内町５）
〈問い合わせ〉 京都市立月輪中学校
TEL 075-561-4480

AV MATERIAL

文部科学省選定作品
■11月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「アリとバッタとカワセミ」 紙 12枚〈小学校（低
学年）
〉
（株）童心社
「がらがら ごろごろ」 紙 ８枚〈幼稚園／幼児・
教養〉
（株）
童心社
「社会福祉士の仕事『第１巻─老人福祉施設で高齢
者を支える仕事─』
『第２巻─障碍者に対する自立
生活アシスタント─』
『第３巻─児童家庭支援編
─』
」 D 各11分〈青年・成人・職業の知識技術（医
療・福祉）
〉東京シネ・ビデオ
（株）

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。
■１日 休止
■８日 イクメン先生シリーズ①ザ・オトコへの
道
■15日 イクメン先生シリーズ②ママと私（仮）
■22日 イクメン先生シリーズ③スクールハザ
ード（仮）
■29日 ぶっちゃけトーク（内容未定）
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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
■120回 ８日「めざせ 学力日本一！─支え、
高めあう村づくり─」
（秋田放送）
■121回 15日「輝け！小さなヒーローたち─
里山保育の一年間─」
（福井放送）
■122回 22日「熱血栄養士！─美味しい給食
のヒミツ─」
（北海道放送）
■123回 29日「いただきます─山川牧場とい
のちの教育─」
（山形放送）
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〉
「生涯学習ドキュメント『発見！人間力』
（発見！人
間力（其の105） 歌って踊って！元気三姉妹の敬老
ボランティア」
畑３姉妹は、全員が全国大会まで出場したほどのバ
トントワリングの技術を高齢者福祉施設などで披露す
る、ボランティア・アイドルユニット「畑３姉妹」と
して活躍している。広告紙で手作りしたバトンを会場
で配り、高齢者の皆さんにも、楽しくバトンで踊って
もらう。３姉妹ならではの参加型ボランティア。長女
は鳥取、妹たちは富山と離れて暮らしながらも、心を
ひとつにし、
ひたむきに活動を続ける３姉妹の姿を追う。

