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❖ ニュースクリップ＆映像教材

昨年の発表会から

■「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」研究発表会開催
既報の通り、文部科学省主催により標記発表会が全国４カ所
（福岡、大阪、札幌、東京）において、順次開催される。今月
６日、福岡（パピヨン24ガスホール・福岡市博多区千代1-171）、28日、大阪（アウィーナ大阪・大阪市天王寺区石ヶ辻町
19-12）の２会場が予定され、ICTを活用した公開授業、模擬
授業や研究発表、ポスターセッション、ワークショップ、教材・
機材体験展示会等が行われる。詳細は、28・30頁を参照。

AV情報
■ 2012年国際放送機器展 Inter BEE 2012
（一社）
電子情報技術産業協会主催による標記展
示会が開催される。
〈日程〉 平成24年11月14日（水）〜 16日（金）
〈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・
照明機器および周辺アプリケーションなどの展示。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.inter-bee.com/ja/about/
〈問い合わせ先〉（一社）
日本エレクトロニクスシ
ョー協会 TEL 03-6212-5231
■ ｅラーニングアワード 2012 フォーラム
ｅ-Learninng Awardsフォーラム実行委員会他
主催による標記フォーラムが開催される。
〈日程〉 2012年11月28日（水）〜 30日（金）
〈会場〉 秋葉原UDX
（東京都千代田区外神田４-14-１）
〈内容〉「ｅラーニングを取り巻く現状と未来」
についての事例紹介、発表、講演等。詳細は、下
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記を参照のこと。http://www.elearningawards.jp
〈問い合わせ先〉「ｅラーニング アワード フォ
ーラム」運営事務局
MAIL info@elearningawards.jp
■ 第51回（平成24年度）下中科学研究助成募集
（公財）
下中記念財団は教育研究を助成するため、
助成先の募集を行っている。
〈対象とする専門分野〉 ①自然（算数・数学、理
科教育、物理等11分野）
、②人文（道徳教育、国
語教育等５分野）
、③その他（教育一般、特殊教育、
保健体育等９分野）
〈応募資格者〉 全国小、中、高校、中等教育学校、
特別支援学校、高等専門学校の教員（教育センタ
ーを含む）を対象とし、研究は個人、共同を問わ
ない。ただし応募は一人１点に限る。
http://www.shimonaka.or.jp/
〈助成金額〉 総額900万円（１件当り30万円を
30件）
。
〈締切〉 平成24年12月10日（月）
（消印有効）
。
〈問い合せ先〉（公財）
下中記念財団事務局
TEL 03-5261-5688
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トピックス

文部科学省「学びのイノベーション事業」
・総務省「フューチャースクール推進事業」実証校による
公開授業・公開研究会・研究発表会
標記事業の実証校20校の内、近く（平成24年11月〜 12月・編集部調べ）開催される公開研究会・公開
発表会等は次のとおり。詳細は、URLを参照のこと。
●佐賀県佐賀市立西与賀小学校
1
 1月６日（火） http://www2.saga-ed.jp/school/
edq10106/h24nisiyokakko/20121106koukai
jyugyou/20121106koukaijyugyoosirase.pdf
●東京都葛飾区立本田小学校
1
 1月10日（土） http://futureschool.biz/pdf/ko
ukai_honden_20121110.pdf
●三重県松阪市立三雲中学校
11月13日（火） https://www3.schoolweb.ne.
jp/weblog/index.php?id=2420010
●沖縄県宮古島市立下地中学校
11月15日（木） http://www3.city.miyakojima.
lg.jp/shimoji-chu/haifubutu-page/haifubunnsyo/
fsmanabi/fs-manabiannnai.pdf
●北海道石狩市立紅南小学校
1
 1月16日（金） http://futureschool.biz/pdf/ko
ukai_kounan_20121116
●岡山県新見市立哲西中学校
1
 1月16日（金） http://www.ed.city.niimi.okaya
ma.jp/tessei-jhs/?action=common_download_

main&upload_id=526
●和歌山県和歌山市立城東中学校
11月17日（土） http://www2.wakayama-wky.
ed.jp/joto/
●上越教育大学附属中学校（新潟県）
11月20日（火） http://www.juen.ac.jp/jhs/20
12_kenkyu/FS/FS_annai.pdf
●富山県立ふるさと支援学校
1
 1月22日（木） http://www.furusato-sh.tym.ed.
jp/future/koukai2012.pdf
●佐賀県立武雄青陵中学校
1
 1月26日（月） http://www3.saga-ed.jp/scho
ol/edq10072/print/11.26koukai.pdf
●広島市立藤の木小学校
11月30日（金）
、12月14日（金） http://cms.
edu.city.hiroshima.jp/weblog/data/e1009/
8/8/10662.pdf
●京都市立桃陽総合支援学校
12月７日（金） http://www.edu.city.kyoto.jp/
hp/toyo-y/future_school/index.html
※申し込みに関しては各学校へお問い合わせ下さい。

研究会情報
■ 大学共同利用機関シンポジウム2012「万物
は流転する─誕生の謎─」
大学共同利用機関協議会は標記シンポジウムを
開催する。
〈日時〉 平成24年11月17日
（土）
13：00 〜 17：00
〈会場〉 東京国際フォーラムホールB7（東京都
千代田区丸の内３-５-１）
〈内容〉 講演「物質の誕生」磯暁氏（高エネルギ
ー加速器研究機構素粒子原子核研究所教授）
、
「こ
とばの誕生」ジョン・ホイットマン氏（人間文化
研究機構国立国語研究所教授言語対照研究係長）
等。詳細は、下記を参照のこと。http://万物流転.jp
〈問い合わせ先〉 大学共同利用機関協議会広報
WG事務局 TEL 055-981-6707
■ 第８回情報教育合同研究会
情報コミュニケーション学会は標記研究会を開

催する。
〈日時〉 平成24年11月24日
（土）
９：20 〜 16：50
〈会場〉 園田学園女子大学（兵庫県尼崎市南塚口
町7-29-1）
〈内容〉 講演「情報教育をどう教えるべきか（仮）
」
永井克昇氏（文部科学省初等中等教育局情報教育
視学官）
、総合討議等。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.cis.gr.jp/conf.html#jouhou08
〈問い合わせ先〉 情報教育合同研究会 園田学園女子
大学情報教育センター MAIL jkgk12＠sonoda-u.ac.jp
■ 情報教育コンファレンス
（公財）
学習ソフトウェア情報研究センターは標
記セミナーを開催する。
〈日時〉 平成24年12月７日
（金）
13：00 〜 15：20
〈会場〉アルカディア市ヶ谷大雪の間（東京都千
代田区九段北４-２-25）
〈内容〉 講演「教育の情報化に関する施策につい
て」
新井孝雄氏
（文部科学省生涯学習政策局参事官）
、
「教育の情報化に資するデジタル教材・教具につ
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いて」井口磯夫氏（十文字学園女子大学名誉教授）
。
〈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 03-6205-4531
■ 文部科学省委託「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」協力校に
よる研究発表会
熊本県球磨郡山江村立山田小学校では、
「児童
の思考力・表現力の向上を支えるICT活用の在り
方─『提示・説明』と『考えの共有』に着目した
ICT活用による授業改善─」をテーマに標記研究
発表会を実施する。
〈日時〉 平成24年12月７日（金）13：35 〜 16：40
〈会場〉 熊本県球磨郡山江村立山田小学校（熊本
県球磨郡山江村山田乙2030）
〈内容〉 公開授業、授業ワークショップ、全体会、
企業展示等。詳細は、下記を参照のこと。
http://www2.higo.ed.jp/es/yamadaes/

コンクール情報
■ 映文連アワード2012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
科学大臣賞１作品が決定した。最優秀作品賞（グ
ランプリ）
「中央区戦災体験者の証言 空襲編」
（53分・
（株）
毎日映画社製作）
、
文部科学大臣賞「ふ
じ学徒隊」
（48分・
（株）海燕社製作）
。他受賞作
品は下記を参照のこと。http://www.eibunren.or.jp/
top/eibunren-award2012_4.html
〈問い合わせ先〉（公社）映像文化製作者連盟
TEL 03-3662-0236
■「第12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は「東京国際ア
ニメフェア2013」
（平成24年３月21日（木）〜 24
日（日）
）の一環として、アニメ作品を募集している。
〈部門〉 ○一般部門、○学生部門
〈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。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.tokyoanime.jp/ja/award/point/
〈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。
〈締切〉 平成24年11月30日（金）
。
〈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 03-5298-2484
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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「正倉院─時を超えた世界の宝─【愛と悲し
みが遺した天平の至宝】
〈北倉の宝物〉
」
、
「正倉院
─時を超えた世界の宝─【崇高なる魂〜守り人が
つなぐ過去と未来〜】
〈北倉の宝物〉
」各 D 80分〈高
等学校、芸術／青年・成人、教養・情操（美術）
〉
朝日放送（株）
東京支社 コンテンツ事業部
「あめがあがったよ」紙 ８枚〈幼稚園／幼児、
教養〉
（株）
童心社
「あらしのよるに ひみつのともだち⑥」 D 75分
〈幼稚園・小学校（低・中学年）
、国語／幼児・少
年、教養・情操（童話・寓話）
〉バンダイビジュ
アル
（株）
「暮らしとゆたかな衣生活１─衣服の役割と機能、
取り扱い─」 D 22分「暮らしとゆたかな住生活
─住まいの役割と安全な生活─」D 18分〈中学校、
技術・家庭〉
（株）
映学社
「高校入試面接対策シリーズ③自己プレゼンテー
ションとは」 D 20分〈中学校、特別活動〉
（株）
映学社
「正倉院─時を超えた世界の宝─【心に響く天平
の音色】
〈正倉院の楽器〉
」 D 90分〈高等学校、
芸術／青年・成人、教養・情操（音楽・演劇）
〉
朝日放送（株）
東京支社 コンテンツ事業部
「どう防ぐ 交差点事故─事故現場に学ぶ─」 D
21分〈青年・成人、地域社会生活（交通安全・
防犯〉
（有）
斉藤プロダクション
「Ｘ年後」 D 83分〈青年・成人、地域社会生活（人
権）
〉南海放送
（株）

放送番組
「ティーンズプロジェクト

フレ☆フレ」

Eテ レ（ 金 ）18：55 〜 19：25 再 放 送（ 土 ）
12：00 〜 12：30※都合により番組内容変更有。
〈11月のテーマから〉
○
「リスナーを楽しませたい！ラジオDJ」
○
「ピンチを抜け出したい！女子高生カメラマン」
○
「子どもたちを笑顔に！高校生ヒーロー」
○
「詩のボクシングに挑む！文学青年」
番組詳細は、下記を参照のこと。
http://www.nhk.or.jp/teens/

