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❖ ニュースクリップ＆映像教材
■まなびピア2011 全国生涯学習ネットワークフォーラム2011
 全国生涯学習ネットワークフォーラム2011実行委員会（文
部科学省他関係者により構成）による標記フォーラムが、平成
23年11月５日（土）
・６日（日）
「学びを力とする3.11以降
の地域づくり・社会づくり」をテーマに、文部科学省講堂（東
京都千代田区）他において開催される。分科会４では、
「ICTを
活用した学びと安全・安心な学校の創造」として、研究協議や
情報交流を行う。問い合わせ先は、全国生涯学習ネットワークフ
ォーラム実行委員会事務局TEL03-6734-2092。

文部科学省情報
■（独）
日本芸術文化振興会─助成対象活動募集
（独）
日本芸術文化振興会では、国内映画祭や映
画製作活動に対して、下記のように助成を行う。
〈内容〉 ○平成24年度芸術文化振興基金（国内
映画祭、日本映画上映活動を支援）
○平成24年度文化芸術振興費補助金（日本映画
〈劇映画、記録映画、アニメーション映画〉の製
作活動を支援）
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/movie.html
〈応募書類受付〉 第１回平成23年11月28日（月）
〜 12月２日（金）
、
第２回平成24年５月28日（月）
〜６月１日（金）
、いずれも当日消印有効。簡易
書留等、記録が残る方法で送付のこと。
〈問い合わせ先〉（独）
日本芸術文化振興会基金部
企画調査課
TEL 03-3265-6312（10：00 〜 18：00土・ 日・
祝日・７月１日を除く）
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ＡＶ情報
■ 第18回大阪ヨーロッパ映画祭
日本とヨーロッパとを結ぶ映像文化の祭典であ
る標記映画祭が大阪ヨーロッパ映像文化振興会主
催により、開催される。
〈日程〉 平成23年11月３日（木・祝）〜12月９
日（金）時間は、映画上映などイベントによる。
下記サイトを参照。
〈会場〉 エルセラーンホール（大阪市北区堂島
1-5-25ホテルエルセラーン大阪）他。
〈内容〉 ヨーロッパ最新映画初上映、キンダーフ
ィルム特集＆キッズイベント、世界CMフェステ
ィバル2011 in Osaka等。詳細は、下記を参照の
こと。http://www.oeff.jp/
〈問い合わせ先〉 大阪ヨーロッパ映画祭実行委員
会 TEL 06-6882-6211
■ Inter BEE2011（第47回2011年国際放送機器展）
一般社団法人電子情報技術産業協会は、標記国
際展示会を開催する。
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文部科学省主催「国内のICT教育活用好事例の
収集・普及・促進に関する調査研究事業─東海・
北陸ブロック研究発表会─」10月13日に石
川県にて開催
既報の通り、標記調査研究事業の東海・北陸ブ
ロック研究発表会（文部科学省／石川県中能登町
教育委員会／中能登町立鳥屋小学校主催）が、全
国６ブロックに先駆けて、10月13日（木）中能
登町立鳥屋小学校（校長辻口邦夫）において、
「学
び合う子どもたち─電子黒板を活用して、思考を
深める・広める─」をテーマとして、開催された。
全学年および特別支援学級による14の公開授
業につづき、全体会では文部科学省生涯学習政策
局参事官（学習情報政策担当）付企画官 三谷卓

６年生・社会科の授業

〈日程〉 平成23年11月16日（水）〜 18日（金）
時間は、下記サイトを参照。
〈会場〉 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）
〈内容〉 国内外トップレベルの放送・映像・音響・
通信機器および関連アプリケーションなどが一堂
に会する展示会。入場無料（登録制）
。
https://regist.jesa.or.jp/interbee-regist/より、
登録を。
〈問い合わせ先〉 一般社団法人日本エレクトロニ
クスショー協会 TEL 03-6212-5231
■ 第31回「地方の時代」映像祭2011
吹田市・関西大学・日本放送協会・日本民間放
送連盟の共同主催により、
「支え合う！地域力」
をテーマに、標記映像祭を開催する。
〈日程〉 平成23年11月19日（土）〜 25日（金）
時間は、下記サイトを参照。
〈会場〉 関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田
市山手町3-3-35）
〈内容〉 第31回「地方の時代」映像祭コンクール
贈賞式、記念講演、シンポジウムなど。参加費は
無料だが、先着順により入場できないこともある。
詳細は、下記を参照のこと。http://regionalism.jp/
〈問い合わせ先〉「地方の時代」映像祭実行委員

也氏、中能登町教育委員会教育長 池島憲雄氏の
挨拶を始め、ポスターセッション（中能登町立鳥
屋小学校・富山県立山町立雄山中学校・愛知県岡
崎市立葵中学校・岐阜県関市立武儀西小学校各校
教諭による）
、金沢星稜大学教授 村井万寿夫氏
による講演会「電子黒板は学び合いに有効か！？」
というプログラムで実施された。体育館では、
ICT教材・機器会社17社による展示も行われ、東
海・北陸地域の学校から、約180名の参加者が集
い、ICTを活用した授業や教材・機材に直接触れ
る機会となった。
各地で行われるブロック研究発表会の詳細につ
いては、同調査研究事業のサイト（http://www.
eduict.jp/）にて広報していく予定である。

教材・機材研究コーナーの様子

会事務局 TEL 06-6363-3874
■ 第23回すかがわ国際短編映画祭
すかがわ国際短編映画祭実行委員会（須賀川市）
により、標記映画祭が開催される。
〈日程〉 平成23年11月26日（土）10：00 〜 17：00
〈会場〉 須賀川市文化センター（福島県須賀川市
牛袋町11）
〈内容〉「伊那人形芝居」─明日へつなぐ伝承の
チカラ─」
「アニメでわかる！インフルエンザ」
など国内９作品、海外５カ国５作品の合計14作
品を上映。入場無料。詳細は、下記を参照のこと。
http://yagi-building.com/sisff/index.php
〈問い合わせ先〉 須賀川市教育委員会文化・スポ
ーツ課内すかがわ国際短編映画祭実行委員会事務
局 TEL 0248-88-9172

コンクール情報
■ 映文連アワード2011受賞作品決定
（公社）
映像文化製作者連盟が主催する標記アワ
ードの最優秀作品賞（グランプリ）１作品、文部
視聴覚教育
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科学大臣賞１作品等が決定した。最優秀作品賞
（グランプリ）
「HAYABUSA ─ BACK TO THE
EARTH ─ 帰還バージョン」
（45分・
（有）
ライブ
製作）
、文部科学大臣賞「色を奏で いのちを紡ぐ
染織家 志村ふくみ・洋子の世界」
（71分・
（株）
ポ
ルケ製作）
、他受賞作品は、下記を参照のこと。
http://www.eibunren.or.jp/top/eibunrenaward2011_4.html
〈問い合わせ先〉（公社）映像文化製作者連盟
TEL 03-3279-0236
■「第11回東京アニメアワードコンペティショ
ン」作品募集
東京国際アニメフェア実行委員会（実行委員長
石原慎太郎東京都知事）では、
「東京国際アニメ
フェア2012」
（平成24年３月22日（木）〜25日
（日）
）の一環として、標記コンペティション作品
を募集している。
〈部門〉 ○一般部門（以下に掲げる学生以外の方
が制作したアニメーション作品）○学生部門（高
校や専門学校、大学等に在籍している学生が制作
したアニメーション作品）
〈応募者資格〉 国籍、年齢、性別、個人・グルー
プ（企業を含む）
、プロ・アマの別を問わない。
１作品の応募回数は１回限りで、過去に当コンペ
ティションに応募した作品の応募は認めない。商
業目的としてテレビ、劇場で放映・ビデオ等で販
売されたものは対象外。
〈賞〉 グランプリ 1本（副賞100万円）
、各部門
において優秀賞 2本（副賞30万円）他。
〈受付期間〉 平成23年11月30日（水）付けの消
印で、同年12月５日（月）までに届いたものは
受付。出品申し込みはインターネット、作品は郵
送または宅配便での受付（返却不可）
。詳細は、
下記を参照のこと。
http://www.tokyoanime.jp/ja/
〈出品送付先〉 東京国際アニメフェア実行委員会事
務局東京アニメアワード係 TEL 03-5298-2484

各地の情報
■「第23回丹波篠山ビデオ大賞」作品募集
丹波篠山ビデオ大賞実行委員会・篠山市・篠山
市教育委員会主催の標記コンクールでは、
「生き
る」をテーマに、ビデオ作品の募集を行っている。
〈部門別テーマ〉 ○グランプリ部門（各８分以内）
①「いっしょに生きる」②「明日に挑戦！」③「私
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が見つけた丹波篠山」○デビュー部門（３分以内）
テーマは自由。
〈 応 募 条 件 〉 ア マ チ ュ ア で あ る こ と。DV・
DVD・HDV・BD・VHSのビデオで応募のこと。
他のコンクールにて入選以上の賞を受けていない
作品。他のコンクールに出品中でないこと等。な
お、過去の受賞作品は、下記サイトより、視聴可能。
http://edu.city.sasayama.hyogo.jp/video/
v-taishou/index.html
〈賞〉 ビデオ大賞（賞金20万円）
、兵庫県知事賞
（賞金３万円）
、篠山市長賞（賞金３万円）他。
〈締切〉 平成23年11月30日（水）必着。
〈問い合わせ先〉 丹波篠山ビデオ大賞実行委員会事務
局篠山市視聴覚ライブラリー内 TEL 079-590-1301

文部科学省選定作品
■９月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
特選「どんぐり ぽとん」 紙 ８枚〈幼稚園／幼児・
少年、教養〉
（株）
童心社
「ヤギとコオロギ」 紙 12枚〈幼稚園・小学校（低学
年）／幼児・少年、教養〉
（株）
童心社
「笑顔の道しるべ ─ 平田大一と南会津の子どもた
ち ─」 D 97分〈少年・青年・成人、教養〉
（株）
アップルオブアイズ
「讃岐の馬節供〈普及編〉
」 D 30分〈少年・青年・
成人、教養〉
（株）
桜映画社
「房総のお浜降り習俗〈普及編〉
」 D 38分〈少年・
青年・成人、教養〉
（株）
桜映画社

放送番組
中学生日記
（金）19：25 〜 19：55 ／ Eテレ 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 Eテレ 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。
■４日	中学生日記プレーバック「せんちめんた
るふたり漫才」（2006年３月６日放送）
■11日 シリーズ神様検索 第１話・２話総集編
■18日 シリーズ神様検索 第３話
「さ迷い少女」
■25日 ぶっちゃけトーク「内容未定」

