News Clip
& AV Material

❖ ニュースクリップ＆映像教材
■「教育ICT活用実践事例集」サイト公開
 教育ICT活用 普及促進協議会では、
「教育ICT活用実践事例
集」を発行し、サイト上にも公開した。これは、
「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」
（平成
20年度）
「電子黒板を活用した教育に関する調査研究」
（平成
21年度）の両調査研究事業と平成22年度「教育ICT活用実践
研究」で得られた実践成果をもとに、まとめた56事例で構成
されている。
〈P.10参照〉
http://www.chidigi.jp/jireishu/

AV情報
■ 文化庁
「平成23年度著作権セミナー」開催
文化庁では、著作権に関する基礎的な理解を深
め、もって著作権制度の知識や意識の向上を図る
ことを目的に全国13カ所にて、標記セミナーを
開催する。
〈期日・会場〉
◯平成23年８月９日（火）ウェディングプラザ
アラスカ（青森市新町1-11-22）
◯平成23年11月18日（金）千葉市ビジネス支援
センター（千葉市中央区中央4-5-1）
◯平成23年８月23日（火）新潟県立生涯学習推
進センター（新潟市中央区女池南3-1-2）
◯平成23年10月25日（火）石川県地場産業振興
センター新館（石川県金沢市鞍月2-20）
◯平成23年８月25日（木）岐阜県庁大会議室（岐
阜県岐阜市藪田南2-1-1）
◯平成23年９月14日（水）ウィルあいち（名古
屋市東区上堅杉町1）
◯平成23年12月７日（水）男女共同参画センタ
ー「フレンテみえ」
（三重県津市一身田町1234）
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◯平成23年10月11日（火）コラボしが21大会議
室（滋賀県大津市打出浜2-1）
◯平成23年７月29日（金）ソフィア堺（堺市中
区深井清水町1426）
◯平成23年８月４日（木）国際ファミリープラ
ザ（鳥取県米子市加茂町2-180）
◯平成23年11月15日（火）山口県健康づくりセ
ンター（山口県山口市吉敷下東3-1-1）
◯平成23年８月19日（金）愛媛大学（愛媛県松
山市文京町3）
◯平成23年11月８日（火）高知城ホール（高知
県高知市丸ノ内2-1-10）
〈対象〉 一般、図書館職員、教職員、行政職員、
美術館・博物館等職員。参加費・テキスト等も無
料で配布。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.bunka.go.jp/publish/
bunkachou_geppou/ 2011_05/series_12/
series_12.html
〈問い合わせ先〉 文化庁長官官房著作権課
TEL 03-5253-4111（内線3169）
■ IMC Tokyo 2011─Interop Media
Convergence─
IMC Tokyo 2011実行委員会主催により、メディ
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文部科学省 情 報

「平成23年度第一次補正予算の概要
─公立社会教育施設の災害復旧に関する経費について─」
文部科学省生涯学習政策局社会教育課
先日、５月２日に平成23年度第一次補正予算
が成立しました。今回の補正予算は、東日本大震
災からの復旧のため、政府全体として約４兆153
億円が措置されています。この中には、公立社会
教育施設（公立社会体育施設・文化施設を含む）
の災害復旧に関する経費として、約87億円が含
まれています。
（公立社会教育施設の災害復旧に
関する経費の詳細については、資料のとおり。
）
これを受け文部科学省では、
今回の激甚災害（本
激）により被害を受けた特定地方公共団体に対し、

アコンテンツビジネス新時代を支える専門イベン
トが下記の通り、開催される。
〈日時〉 平成23年６月８日（水）〜10日（金）
〈会場〉 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）
〈内容〉 マルチスクリーン化、3DやHDなどの映
像技術、電波、CATV、インターネットなどの最
新技術の動向や関連製品等の展示会、講演、コン
ファレンスなど。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.imctokyo.jp/

その復旧のために必要な経費についてできるだけ
速やかに補助を行う予定です。具体的な申請手続
き等については、域内に該当する特定地方公共団
体のある都道府県を通じて各特定地方公共団体へ
ご連絡いたします。
（参考）平成23年度文部科学省第一次補正予算の
概要
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/
other/__icsFiles/afieldfile/2011/05/09/130534
7_1.pdf

〈問い合わせ先〉
IMC Tokyo 2011 Interop Media 運営事務局
TEL 03-6431-7801
■ 記録映画アーカイブ・プロジェクト第６回ワー
クショップ 長編記録映画「夢と憂鬱─吉野馨治
と岩波映画」完成上映会
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）主催により、標記ワークショップ
が開催される。
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〈日時〉 平成23年６月19日（日）13：30〜17：00
（開場は13：00）
〈場所〉 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「夢と憂鬱─吉野馨治と岩波映画」
（122分）上映と全体討論「いま、記録映画を生き
なおす」
（桂俊太郎氏（
「夢と憂鬱」監督）
、吉見俊
哉氏（東京大学）筒井武文氏（東京藝術大学）他）
。
入 場 無 料。 下 記URLよ り、 事 前 登 録 の こ と。
http://www.kirokueiga-archive.com/event/index.
html#
〈問い合わせ先〉 記録映画保存センター
MAIL center_otoiawase@kirokueiga-hozon.jp
■第15回国際電子出版EXPO
東京国際ブックフェア実行委員会他主催により、
標記展示会が、第18回東京国際ブックフェアおよ
び第２回教育ＩＴソリューションEXPOと併催さ
れる。
〈日時〉 平成23年７月７日（木）〜９日（土）
10：00〜18：00
〈会場〉 東京ビッグサイト西展示棟（東京都江東
区有明3-11-1）
〈内容〉 電子書籍・雑誌に関するあらゆるソリュ
ーションを一堂に集めた展示会。コンテンツのデ
ジタル化技術を持つ企業の出展、デジタル教材や
端末など、教育分野でも活用できる技術ソリュー
ションの展示など。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.ebooks-expo.jp/
〈問い合わせ先〉 国際電子出版EXPO事務局
TEL 03-3349-8507

研究会情報
■ 情報教育セミナー 2011
（公財）
学習ソフトウェア情報研究センターでは、
「協働学習とデジタル教材」をテーマに、標記セ
ミナーを下記の要領にて開催する。
〈日時〉 平成23年７月27日（水）９：30〜16：30
〈会場〉 アルカディア市ヶ谷富士の間（東京都千
代田区九段北4-2-25）
〈対象〉 小・中・高校の教員、その他教育関係者。
〈内容〉 基調講演「教育の情報化に対する文部科
学省の施策」齋藤晴加氏（文部科学省生涯学習政
策局参事官）
、特別講演「協働的環境で学びを深
める視点」黒上晴夫氏(関西大学教授)、ワークシ
ョップ等。
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〈定員〉 150名。
〈参加費〉 2,000円。会員は無料。
〈問い合わせ先〉
（公財）
学習ソフトウェア情報研究センター
TEL 03-5919-3401
MAIL gjk@gakujoken.or.jp

文部科学省選定作品
■４月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「海峡をつなぐ光」D 65分〈青年・成人、
教養〉
（株）
平成プロジェクト

放送番組・Ｗｅｂ配信
中学生日記
（金）19：25〜19：55 ／ＮＨＫ教育 全国
（土） 9：30〜10：00 ／再放送 ＮＨＫ総合 中部
７県
（土）12：30〜13：00 ／再放送 ＮＨＫ教育 全国
（除く中部７県）
※都合により番組内容が変更となる場合があり
ます。
■３日	もしもシリーズ⑴先生になっちゃっ
た！─もしもオトナだったら─
■10日 もしもシリーズ⑵ともだち帝国─もし
も心が読めたら─
■17日 もしもシリーズ⑶かけがいのないNo1
─もしも一番になれたら─
■24日 ぶっちゃけトーク 数学好きになりた
い！
！

短信
■株式会社共栄商事代表取締役社長 小出隆久氏
が辞任、取締役相談役に就任し、後任として小出
隆之氏が代表取締役社長に就任した。
■株式会社教配代表取締役 平尾一實氏が退任し、
後任として川村欽一氏が代表取締役に就任した。ま
た、平成23年５月16日より、下記へ本社を移転した。
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1 ＮＫ真和
ビル９Ｆ
TEL 03-6272-3089 FAX 03-6272-3447

