News Clip
& AV Material

❖ ニュースクリップ＆映像教材
■第10回「全国こども科学映像祭」開催される
 平成24年２月11日（土）
、日本科学未来館（東京都江東区）
において、
「全国こども科学映像祭」が、児童、生徒、先生や
保護者などの受賞者や審査委員、関係者等、多くの参加者のも
と行われた。入賞作品の表彰後、文部科学大臣賞に輝いた小学
生部門「アブラゼミのウロウロくん」と中学生部門「シロアリ
の研究 あなたは本当のシロアリの姿を知っていますか」の２
作品が上映された。また、
「鳥の目、虫の目、ズラシの目」と題
して、ＮＨＫ解説主幹 室山哲也氏による記念講演が行われた。

文部科学省情報
■ 未来への教科書『写真展』in 文部科学省
文部科学省では、震災に遭遇した子どもたちの
撮影した写真から、彼ら自身が「明日に向かって
歩む」後押しとなることを目指し、標記写真展を
開催している。
〈日時〉 平成24年２月27日（月）〜３月23日（金）
9：30 〜 18：30
〈会場〉 文部科学省（東館）
（東京都千代田区霞
が関3-2-2） ※月〜木の開催は、２階エントラン
ス広報スペース ※金の開催は、２階共用ロビー
〈概要〉 被災地で子どもたちが撮影した写真パネ
ル、約120作品を、開催期間中４期（週）に分け
て、テーマごとに展示。
○第１期：２月27日（月）〜３月２日（金）
「今、
ここにある幸せ。
」
○第２期：３月５日（月）〜９日（金）
「東北は、
へこたれない。
」
「手と手・心と心をつなぐ。
」
○第 ３期：３月12日（月）〜 16日（金）
「絆が
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あるから。
」
「東北の底力。日本の底力。
」
○第４期：３月19日（月）〜 23日（金）
「幸せは、
日常の中に。
」
「明日へ向って。
」
〈問い合わせ先〉 文部科学省生涯学習政策局政策
課／大臣官房総務課広報室 TEL 03-5253-4111

AV情報
■ 後付け電子黒板キットを学校へ無料貸し出し
（株）
シャープシステムプロダクトとパイオニア
ソリューションズ
（株）では、２社共同により、
シャープのAQUOS対応の後付け電子黒板キット
の貸し出しを無料で実施している。
〈内容〉 学校対象（AQUOS導入校）
。詳細につ
いては、下記アドレスで確認のこと。
http://www.sharp-ssp.co.jp/edu/pdf/campaign.pdf
またはhttp://pioneer.jp/edu/newstank/20120223.html
〈問い合わせ先〉（株）
シャープシステムプロダク
トパートナー企画推進部 TEL 06-6625-3233
パイオニアソリューションズ
（株）教育システム
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部 TEL 044-580-3218
■ アース・ビジョン第20回地球環境映像祭
アース・ビジョン組織委員会により、映像を通
して、地球環境を考える標記映像祭が開催される。
〈日時〉 平成24年３月16日（金）〜 18日（日）
、
16日（金）14：00 〜 20：00、17日（土）10：00
〜 18：30、18日（日）10：00 〜 20：30
〈会場〉 新宿区四谷区民ホール（東京都新宿区内
藤町87）
〈内容〉 受賞作品上映、ゲストトーク、シンポジ
ウム、表彰式、交流会等。参加にあたっては、協
力費１日1,000円、高校生以下無料・事前予約不要。
詳細は、下記を参照のこと。http://www.earth-vision.jp/
〈問い合わせ先〉 アース・ビジョン組織委員会
（財）
地球・人間環境フォーラム内
TEL 03-5802-0525
■ 春の特別イベント─名作とアニメの連続上映会
平和祈念展示資料館では、
「アニメにみる戦争
の苦労体験」をテーマに映画を上映する。
〈日時〉 平成24年３月20日（祝・火）〜 31日（土）
各日11：00 〜、14：00 〜上映。
〈会場〉 平和祈念展示資料館（東京都新宿区西新
宿2-6-1新宿住友ビル48F）
〈上映作品〉 野坂昭如原作の童話２本を含むアニ
メーション作品「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」
（90分）
、
「小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジ
ラの話」
（45分）
、
「キクちゃんとオオカミ」
（45分）
。
作品は、日により異なる。参加無料。詳細は、下記
を参照のこと。http://www.heiwakinen.jp/index.html
〈問い合わせ先〉 平和祈念展示資料館
TEL 03-5323-8709
■ 東京国際アニメフェア2012
東京国際アニメフェア実行委員会では、今年で、
11回を数える標記アニメーション総合イベント
を開催する。
〈日時〉 平成24年３月22日（木）〜 25日（日）
。
なお、22日・23日10：00 〜 17：00は、ビジネス
デー（関係者・ビジネス来場者のみの受付）にて、
24日・25日10：00 〜 18：00は、パブリックデー
となっている。入場は、終了時間の30分前まで。
〈会場〉 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）
〈内容〉 見本市（国内外のアニメーション関連企
業による展示）
、アニメで震災復興、次代を担う
クリエーターを発掘する「クリエイターズワール
ド」
、
「第11回東京アニメアワード」および「第
８回功労賞」受賞者の表彰式等。詳細は、下記を
参照のこと。http://www.tokyoanime.jp/

〈入場料〉 ビジネスデーは、事前に公式ホームペ
ージより登録された方は無料。未登録は、1,000
円（税込み）
。パブリックデーは、大人1,000円
中高生500円（前売り 大人800円 中高生400
円）ともに税込み。小学生以下、65歳以上およ
び障害のある方と介助の方２名まで無料。
〈問い合わせ先〉 東京国際アニメフェア実行委員
会事務局 TEL 03-5777-8600
■ 春休み親子 出前授業＠テレ朝
（財）
放送番組センターでは、テレビ局員による
親子向け出前授業を実施する。
〈日時〉 平成24年３月31日（土）13：30 〜 15：30
（13：00開場）
〈会場〉 横浜情報文化センター（横浜市中区日本
大通11）
〈内容〉 講師の松井康真氏（テレビ朝日報道局ニ
ュースセンター経済部記者）が「テレビのニュース
はどう作られるか」を分かりやすく説明し、番組作
りの舞台裏や伝えるための工夫について語る。アナ
ウンサー、カメラマン、フロアディレクターなどの
役割体験やミニ番組作り。授業後は、放送ライブ
ラリーでニュースキャスターやディレクターも体験。
〈対象〉 小学４年生〜中学２年生（平成24年３
月現在）とその保護者。入場無料。抽選で200名、
応募者多数の場合は抽選。詳細は、下記を参照の
こと。http://www.bpcj.or.jp/sp/event/new/
201202/post20120209.html
〈申し込み・問い合わせ先〉（財）
放送番組センター
放送ライブラリー〒231-0021 横浜市中区日本
大通11横浜情報文化センター内 TEL 045-222-2828

コンクール情報
■ 第８回「プリントコミュニケーションひろば」
作品募集
（公財）
理想教育財団では、読み継がれる通信づ
くりをめざして、学校でつくられる各種通信を作
品として募集している。
〈応募作品の条件〉 教職員が「通信」を目的とし
て編集・制作し、定期的に継続して発行された通
信で、平成23年４月以降に制作発行されたもの等。
詳細は、
下記を参照のこと。
http://www.riso-ef.or.jp/
〈対象〉 小・中・高等学校および特別支援学校の
教職員。
〈賞〉 理想教育財団賞 トロフィーと副賞（図書
カード10万円分）１点、部門別優秀賞トロフィ
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ーと副賞（図書カード３万円分）４点他。
〈応募締切〉 平成24年３月31日（土）消印有効。
〈問い合わせ・作品送付先〉（公財）
理想教育財団
第８回「プリントコミュニケーションひろば」作
品募集係 〒105-0004 東京都港区新橋2-2015新橋駅前ビル１号館 TEL 03-3575-4313
■「第28回学習デジタル教材コンクール」作品
募集
（公財）学習ソフトウェア情報研究センターでは、
デジタル機器の活用と教育の情報化の進展のため
にすぐれた作品を広く紹介し、相互利用されるよ
う標記コンクールの作品を募集する。
〈対象作品〉 Ａ．教員等が作成したもの。教員等
が、児童生徒の学習のために作成した次のような
形態、
またはこれらを複合する指導用デジタル教材。
○文字や画像、朗読
（音声）
、動画等を使ったわかり
やすく豊かな学習を実現するデジタル教材○映像
素材提示等のためのホームページ○モバイル端末
やPCから利用でき学習活動を支援するのに役立つ
Webページ○ツール型、シミュレーション型、ドリ
ル型、ブック型等のソフトウェア○静止画、動画
（Flash動画等）
、アニメ、拡大提示用素材等を集積
した素材集○デジタル教科書・教材や、
電子黒板・大
画面提示装置、タブレットPCなどICT機器を利用し
た学習のための指導案、
指導事例、授業実践事例等。
Ｂ．児童生徒が作成したもの。教員の指導のもと、
児童生徒が学習活動で作成した上記形態の学習用
デジタル教材。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.gakujoken.or.jp/
〈応募資格〉 ①団体（学校・教育委員会・教育セ
ンター・その他教育機関・研究グループ等・教員
の指導のもとにある児童生徒）②個人（学校の教
員・教育委員会・教育センターの教育関係専門職・
その他教育経験者等）
〈賞〉 文部科学大臣賞（団体賞、個人賞、各賞金
10万円＋副賞）
、学情研賞、日本児童教育振興財
団賞、奨励賞他。
〈応募期限〉 平成24年５月11日（金）消印有効。
〈問い合わせ先〉（公財）学習情報ソフトウェア
情報研究センターコンクール係
TEL 03-5919-3401 MAIL jk@gakujoken.or.jp

各地の情報
■「第23回兵庫県丹波篠山ビデオ大賞」発表
丹波篠山ビデオ大賞実行委員会、篠山市、篠山
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市教育委員会主催による標記コンテストは、アマ
チュアビデオコンテストとして、23回を数える。
全国の応募から、下記のように受賞が決定した。
◯グランプリ部門 ビデオ大賞「炎に挑む」
、兵
庫県知事賞「美容室物語」
、篠山市長賞「いのち
輝いて」他。◯デビュー部門 優秀賞「出会い・
友情・絆」
「グライダー」
「竜を退治した話」他。
なお、
入賞作品は、
http://edu.city.sasayama.hyogo.
jp/video/v-taishou/taikai1.htmlにて、視聴できる。
〈問い合わせ先〉 丹波篠山ビデオ大賞実行委員会
事務局 TEL 079-590-1301

文部科学省選定作品
■１月選定

紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
特選「真剣に考えよう 自転車のこと」D 16分〈小
学校（中・高学年）
・中学校、特別活動／少年・成
人、地域社会生活（交通安全・防犯）
〉
（株）
教配
「タマゴ教室─タマゴについて調べてみよう！─」 D
12分〈小学校（高学年）
、家庭〉
（株）
放送映画製作所
「いいものなんだ？」 紙 12枚〈少年、教養〉
（株）
童心社
「パパは風になった」 D 30分
〈青年・成人、地域社会
生活
（交通安全・防犯）
〉
（株）
映学社
「桃香の自由帳」 D 36分〈青年・成人、地域社会
生活（人権）
〉東映
（株）
「交通事故の悲劇は続く─重い後遺症を抱えた被害
者と家族の苦しみ─」 D 22分〈成人、地域社会生
活（交通安全・防犯）
〉新生映画
（株）

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。
■２日 “先生”で振り返る50年（後編）
■９日 シリーズ神様検索
（最終回）
「囚われ少女」
■16日 最 終 回 ス ペ シ ャ ル「 命 」
（19：25 〜
20：25）
※「中学生日記」は、今年度で終了。

