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❖ ニュースクリップ＆映像教材
■平成24年度「第16回

文化庁メディア芸術祭

受賞作品展」

アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガ等
を対象とする、メディア芸術の総合フェスティバル・文化庁メ
ディア芸術祭では、3,503の応募作品の中から受賞作品を決定
した（左は、アニメーション部門大賞を受賞した大友克洋氏に
よる「火要鎮」
）
。受賞作品展は、平成25年２月13日（水）〜
２月24日（日）
、国立新美術館（東京・六本木）を中心に開催
される。詳細はhttp://j-mediaarts.jp/を参照。
ひの よう じん

ⒸSHORT PEACE COMMITTEE

協会情報

AV情報

■ 全国こども科学映像祭 表彰式・記念講演会
（公財）
つくば科学万博記念財団・
（独）
科学技術
振興機構・
（公財）
ニューテクノロジー振興財団・
（一財）
日本視聴覚教育協会では、子どもたちの科
学への関心を喚起しカメラの目を通して科学の楽
しさ素晴らしさを理解させ、子どもたちの“科学
する心”を育むことを目的として、標記映像祭を
実施している。今年度の映像祭の表彰式・上映会
等は下記により開催する。なお、入賞作品は、平
成25年１月下旬、直接入選者に通知する他、日
本視聴覚教育協会ホームページ上（http://www.
javea.or.jp/）にて発表する。
〈日時〉 平成25年２月９日（土）13：30 〜 15：15
〈会場〉 日本科学未来館7FみらいCANホール（東
京都江東区青梅2-3-6）
〈内容〉 表彰式、入賞作品上映、記念講演等。
〈問い合わせ先〉（一財）
日本視聴覚教育協会
TEL 03-3591-2186
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■ 記録映画アーカイブ・プロジェクト 第９回
ワークショップ「フィルムを捨てないで！─記録
映画の保存と活用─」
東京大学大学院情報学環主催により、標記ワー
クショップが開催される。
〈日時〉 平成25年１月26日（土）13：30〜17：30
〈会場〉 東京大学本郷キャンパス福武ホール・ラ
ーニングシアター（東京都文京区本郷7-3-1）
〈内容〉 映画上映「近郊武蔵野」
、
「東京ヒットソ
ング」
、
「This is Tokyo」
、
「コメットさん 第一話」
、
報告「記録映画の保存活動」
、
「保存をめぐる法的
課題」
、
「映画保存の実践的課題」
、全体討論等。
入場無料だが、事前登録が必要。詳細は、下記を
参照のこと。http://www.kirokueiga-archive.com
〈問い合わせ先〉
（一社）
記録映画保存センター
TEL 03-3222-4249
■ CP＋
〈
（シーピープラス）
CAMERA＆PHOTO
IMAGING SHOW〉2013
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（一社）
カメラ映像機器工業会主催により、
「ワ
ールドプレミア つながる世界、広がるフォトイ
メージング」をテーマに、カメラと写真映像の情
報発信イベントが開催される。
〈日時〉 平成25年１月31日（木）〜２月３日（日）
10：00〜17：00（最終日のみ16：00）
。ただし、
31日10：00 〜 12：00は招待者のみ。
〈会場〉 パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみら
い1-1-1）
〈内容〉 カメラ映像機器に関する最新の製品・技
術情報、講演、ディスカッション、展示等。詳細
は、下記を参照のこと。http://www.cpplus.jp/
〈問い合わせ先〉CP＋事務局
TEL 03-6741-4015

研究会情報

■ 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
●大阪府箕面市立萱野小学校
〈テーマ〉「ICT環境を活かした子どもの学
び」
〈日時〉 平成25年２月１日（金）13：00〜
17：00
〈会場〉 大阪府箕面市立萱野小学校（大阪府
箕面市立萱野2-7-40）
〈内容〉 公開授業、全体会、分科会等。詳細
は、下記を参照のこと。
http://www.city.minoh.lg.jp/kayano-ele/
〈問い合わせ先〉 大阪府箕面市立萱野小学校
TEL 072-723-4111
●京都市立桃陽総合支援学校
〈テーマ〉「病弱教育における生きる力の育
成─学びを支えるICT機器活用─学びを支え
るストレスマネジメント─」
〈日時〉 平成25年２月15日（金）10：40〜
17：00
〈会場〉 京都市立桃陽総合支援学校（京都市
伏見区深草大亀谷岩山町48-1）
〈内容〉 公開授業、全体会・講演会、授業協
議会（機器体験）等。詳細は、下記を参照の
こと。
http://www.edu.city.kyoto.jp/
〈問い合わせ先〉 京都市立桃陽総合支援学校
TEL 075-641-2634

■ 電子黒板を活用した公開研究会
文部科学省「電子黒板を活用した教育に関する
調査研究」
（平成21年度）モデル校である山梨県
甲斐市立双葉東小学校では、
「豊かな心をもち、
未来に向かって意欲的に学ぶ子どもの育成」をテ
ーマに標記研究会を開催する。
〈日時〉 平成25年１月25日（金）13：30 〜 16：45
〈会場〉 山梨県甲斐市立双葉東小学校（山梨県甲
斐市大垈2780）
〈内容〉 公開授業、全体会等。詳細は、下記を参
照のこと。http://www.city-kai.ed.jp/fhsho/
〈問い合わせ先〉 山梨県甲斐市立双葉東小学校
TEL 0551-28-2014
■ ICT活用授業研究会

〈日時〉 平成25年１月26日（土）13：00〜16：30

和歌山大学教育学部附属小学校では、
「学びを
デザインする子どもたち─分かりやすさを支える
ICT活用─」をテーマに標記研究会を開催する。
〈日時〉 平成25年２月１日（金）13：45 〜 17：00
〈会場〉 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山
県和歌山市吹上1-4-1）
〈内容〉 公開授業、研究協議会、概要説明・講師
先生による対談等。事前申込みが必要。詳細は、
下記を参照のこと。
http://www.aes.wakayama-u.ac.jp/
〈問い合わせ先〉 和歌山大学教育学部附属小学校
TEL 073-422-6105
■ フラッシュ型教材活用セミナー
（一社）
日本教育工学振興会主催により、標記セ
ミナーが開催される。

〈会場〉 佐賀市立図書館2F多目的ホール（佐賀
県佐賀市天神3-2-15）
〈内容〉 模擬授業、教材作成体験ワークショップ、
活用のポイント解説等。詳細は、下記を参照のこ
と。http://eteachers.jp/seminar/
〈問い合わせ先〉（一社）
日本教育工学振興会セミ
ナー事務局 TEL 03-5575-5365
■ 今さら聞けない著作権教育入門セミナー
横浜国立大学教育人間科学部他主催により、標
記セミナーが開催される。
〈日時〉 平成25年２月２日（土）13：30〜17：00
〈会場〉（株）
内田洋行ユビキタス協創広場CANVAS
（東京都中央区新川2-4-7）
〈対象〉 学校および教育委員会関係者。
〈内容〉 イントロダクション「著作権教育への第
視聴覚教育

2013.1

7

❖ News Clip & AV Material

一歩」
、模擬授業、パネルディスカッション「著
作権教育の実践をどう進めたらよいか」等。詳細
は、下記を参照のこと。http://school.uchida.co.
jp/index.cfm/1,2394,c,html/
〈問い合わせ先〉（株）
内田洋行教育総合研究所
TEL 03-3555-5970
■ 第59回東京都小学校視聴覚教育研究大会
東京都小学校視聴覚教育研究会では、
「生きる
力を育む視聴覚教育の追究」をテーマに、標記研
究大会を開催する。
〈日時〉 平成25年２月８日（金）13：40〜16：30
〈会場〉 東京都板橋区立板橋第六小学校（東京都
板橋区大山町13-1）

■「第54回科学技術映像祭」作品募集
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
ることを目的として、
（公財）
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
万博記念財団の主催による標記映像祭では、作品
を募集している。
〈部門〉 ①自然・くらし部門、②研究開発部門、
③科学技術教養部門
〈募集作品〉 DVDビデオ、ブルーレイビデオとし、
そのまま再生できるもの等。詳細は、下記を参照
のこと。
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/54/youkou.html

〈内容〉 公開授業、全体会等。詳細は、下記を参
照のこと。http://teav.cside.com/
〈問い合わせ先〉 東京都板橋区立板橋第一小学校
長 中川久亨 TEL 03-3961-0100
■ 新教科「メディア・コミュニケーション科」
開発研究発表会
京都教育大学附属桃山小学校では、文部科学省
の研究開発指定を受け、
「相手を意識して行う情
報活用能力の育成─メディアを選択・活用し、考
えを深めあう子を育てるために─」をテーマに標
記発表会を開催する。
〈日時〉 平成25年２月８日（金）８：50〜17：00
〈会場〉 京都教育大学附属桃山小学校（京都市伏
見区桃山筒井伊賀東町46）
〈内容〉 全体会、公開授業、研究協議会、講演、
パネルディスカッション等。事前申込みが必要。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.kyokyo-u.ac.jp/MOMOSYO/
〈問い合わせ先〉 京都教育大学附属桃山小学校
TEL 075-611-0138

〈申込期限〉 平成25年１月25日（金）必着
〈賞〉 内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞他。
〈問い合わせ先〉（公社）
映像文化製作者連盟
TEL 03-3662-0236

コンクール情報
■2012年度「こころを育む活動」受賞先決定
（公財）パナソニック教育財団では、子どもの
「こころを育む活動」の全国大賞を兵庫県伊丹市
の「東中ファミリーサポーターズ・東中地域活性
隊」に決定した。他の受賞先は、下記を参照の
こと。
http://www.kokoro-forum.jp/
〈問い合わせ先〉（公財）パナソニック教育財団
「こころを育む総合フォーラム事務局」
TEL 03-5521-6100
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文部科学省選定作品
■11月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
特選「あらしのよるに ひみつのともだち⑨」
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）
「やせいぬニードル」紙 12枚〈幼稚園・小学校（低
学年）
・児童／幼児〉
（株）
童心社
「安全な柔道の授業づくり」 D 40分〈青年・成人、
健康・スポーツ（スポーツ・レクリエーション）
〉
東映
（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。
〈１月のテーマから〉
○「命を救え！ライフセービング部」
、○「ピン
チを抜け出したい！女子高生カメラマン」
、○「お
魚スイーツに挑む！魚食系女子」
、○「夢はチャ
ンピオン！高校生ムエタイファイター」
、○「被
災地の『記憶』
、ミュージカルで伝えたい！」
番組詳細は、下記を参照のこと。
http://www.nhk.or.jp/teens/index.html

