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ニュースクリップ＆映像教材
■第61回教育映像祭「夏休みこども映画フェア─わくわく・ド
キドキ！夏休みの思い出を！─」
 平成26年８月19日（火）
、
文京シビックホール・小ホール（東
京都文京区）において、
（一財）日本視聴覚教育協会・東京都小
学校視聴覚教育研究会主催による映画会を開催する。上映作品
は、「きつねとぶどう」
「字のないはがき」
（学研）
、
「約束」
（桜
映画社）、
「金色のクジラ」
（東映）
、
「がんばれスイミー」
（北星）
の５作品。詳細は、本誌21頁参照。
（写真は昨年の様子）

協会情報

AV情報

■ 平成26年度教育映像祭「優秀映像教材選奨」
に102作品が参加
（一財）
日本視聴覚教育協会では、毎年、教育に
利用される映像教材の製作振興と利用の向上進展
を図る目的で、標記選奨を開催している。今年度
の参加作品数は次の通り。教育映像はすべて
DVD。
１．小学校（幼稚園含）部門 【教育映像】
 16

【教育映像コンテンツ】 １
２．中学校部門
【教育映像】
 13
３．高等学校部門
【教育映像】
 ６
４．社会教育部門【教育映像】
〔家庭生活向〕
 ８
〔市民生活向〕
 22
５．職能教育部門
【教育映像】
 34
６．児童劇・動画部門
【教育映像】
 １
７．教養部門
【教育映像】
 ２
なお、本コンクールの表彰式は、平成26年９
月12日（金）
、東海大学校友会館（東京都千代田
区霞ヶ関3-2-5）において行われる。
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■ 放送ライブラリー夏休み特別企画2014
（公財）
放送番組センターでは、標記企画として、
アナウンサー体験教室等を開催する。
〈日時〉 平成26年７月24日（木）
・25日（金）
10：00〜12：30、14：00〜16：30（各日２回）
〈会場〉 横浜情報文化センター（横浜市中区日本
大通11）
〈対象〉 小学４〜６年生各回15人。
〈内容〉「１アナウンサーってどんな仕事？」
、
「２
発声練習」
、
「３原稿読み練習」
、
「４レッツ・アナ
ウンサー体験！」希望者は、平成26年７月11日
（金）までに往復はがきで応募のこと。この他、
夏休みに子ども・親子向けのさまざまな体験教室
を開催。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.bpcj.or.jp/sp/event/new/201406/
20140724.html
〈問い合わせ先〉 放送ライブラリー「アナウンサ
ー体験教室」TEL 045-222-2828
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■ 2014夏休みこども映画館
東京国立近代美術館フィルムセンターでは、映
画観賞を通して、子どもの豊かな情操と高い映像
理解能力（リテラシー）を育むことなどを目的に、
標記のイベントを開催する。
〈日時〉 平成26年７月25日（金）
・26日（土）
、
８月１日（金）
・２日（土）
、13：30〜15：30
〈場所〉 東京国立近代美術館フィルムセンター小
ホール（東京都中央区京橋3-7-6）
ふしぎ
〈内容〉「空想の世界への旅」
、
「活弁と音楽の世
界」
、
「映画はタイムマシン！」をテーマに、13作
品の映画上映とお話など。事前の申し込みが必要。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.momat.go.jp/FC/kids/kids-cinema
2014/index.html
〈問い合わせ先〉 東京国立近代美術館フィルムセ
ンターこども映画館係 TEL 03-3561-0823
■ ケーブル技術ショー 2014
（一社）日本CATV技術協会他主催により、
「技
術で築く地域のインフラ！繋いで守る安心・安全、
豊かな未来へCATV」を開催テーマに、標記イベ
ントが開催される。
〈日時〉 平成26年７月29日（火）
・30日（水）
10：00〜17：00
〈会場〉 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸
の内3-5-1）
〈内容〉 ケーブルテレビの最先端技術やソリュー
ションの展示。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.catv-f.com/outline.html
〈問い合わせ先〉 ケーブル技術ショー 2014事務
局 TEL 03-5919-0842

研究会情報
■ 情報教育対応教員研修全国セミナー
（一社）日本教育情報化振興会では、教育の情
報化に関する標記セミナーを下記のように開催
する。
《伝えるチカラ育成セミナー（大阪）
（東京）
》
〈対象〉 学校教員および指導主事等
〈内容〉 ICT活用した協働学習のために必要なソ
フトウェアについてなど。
〈日時・場所〉（大阪）平成26年７月21日（月）
13：00〜17：00、梅田スカイビルスペース36（大
阪市北区大淀中1-1）
、
（東京）平成26年８月23日
（土）13：00〜17：00、秋葉原UDX4FGALLERY

（東京都千代田区外神田4-14-1）
《夏の事例発表会 学力向上に有効なICT活用を
探る》
〈対象〉 学校教員および指導主事等
〈内容〉 電子黒板と生徒用タブレット端末など指
導モデルの発表など。
〈日時・場所〉 平成26年７月31日（木）10：30〜
16：30、日本科学未来館（東京都江東区青海2-
3-6）
《EducationalSolution Seminar 2014》
〈対象〉 学校教員および指導主事等
〈内容〉 情報モラル教育やセキュリティ、導入活
用事例、アクティブラーニングなどタブレット端
末のさらなる活用について提案。
〈日時・場所〉 平成26年８月１日（金）12：00〜
17：30、第一ホテル両国5F（東京都墨田区横綱
1-6-1）
《夏期セミナー》
〈対象〉 高校教員
〈内容〉 ソフトウェア、アプリケーション開発ま
で実践的な演習中心。
〈日程・会場〉 平成26年７月29日（火）〜８月８
日（金）
、北海道・広島・新潟・大阪・福岡２会場・
大分・鹿児島・愛知の全国９会場。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.japet.or.jp/Top/Case/
〈問い合わせ先〉（一社）
日本教育情報化振興会
TEL 03-5575-5365
■ 第41回教育工学研修中央セミナー IMETフォ
ーラム2014
（公財）
才能開発教育研究財団 教育工学研究協
議会では、
「ICT活用による『学び合い学習』と
『言語活動』の充実」をテーマに標記セミナーを
開催する。
〈日時〉 平成26年７月31日（木）
・８月１日（金）
９：00〜
〈会場〉 東京都港区立三田中学校（東京都港区三
田4-13-13）
〈内容〉 講演、ワークショップ、事例発表・ディ
スカッション、特別コース「協働学習につながる
タブレット型情報端末（iPad）の活用」等。詳細
は、下記を参照のこと。
http://www.sainou.or.jp/imets/index.php/page/i_
forum2014
〈問い合わせ先〉（公財）
才能開発教育研究財団 教
育工学研究協議会 フォーラム事務局
TEL 03-5741-1311
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学会情報
■ 教育システム情報学会2014年度第２回研究会
教育システム情報学会では、
「ICTを活用した
学習支援と教育の質保証／一般」をテーマに標記
研究会を開催する。
〈日時〉 平成26年７月20日（日）10：00〜15：50
〈会場〉 千歳科学技術大学（北海道千歳市美々
758-65）
〈内容〉 ICTを活用した学習支援、教材システム、
学習支援の環境や技術、学習コンテンツの開発・
評価など、e-Learningや学習支援に関する研究、
ならびに、そのようなシステムやコンテンツの活
用事例を通じた教育的な効果や有効性に関する研
究のセッション等。日本情報科教育学会「第７回
全国大会」と同時開催。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.jsise.org/society/committee/2014/
PROGRAM_2nd.html
〈問い合わせ先〉 教育システム情報学会
MAIL secretariat@jsise.org
■ 日本教育情報学会第30回年会
日本教育情報学会では、
「
『今』にふさわしい学
びの環境をつくる」をテーマに、標記年会を開催
する。
〈日時〉 平成26年８月９日（土）10：00〜17：45・
10日（日）10：00〜16：00
〈会場〉 京都市立芸術大学（京都市西京区大枝沓
掛町13-6）
〈内容〉 テーマ別セッション「メディアからのア
プローチ」
「方法論からのアプローチ」
「マネジメ
ントからのアプローチ」
、基調講演、シンポジウム、
研究発表等。詳細は、下記を参照のこと。
http://lsa-j.org/jsei/nenkai/nenkai30/
〈問い合わせ先〉 第30回年会実行委員会事務局
京都市立芸術大学横田研究室
MAIL jsei-2014@gifu-u.ac.jp

コンクール情報
■ 第10回
「プリントコミュニケーションひろば」
コンクール審査結果発表
（公財）
理想教育財団では、学校におけるよりよ
いコミュニケーション環境の醸成を目指し、各種
通信の編集・制作の質を高めることを目的に、本
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コンクールを開催した。今回は、632点の応募が
寄せられ、最優秀賞・理想教育財団賞に、学校だ
より「学校通信『釜ヶ谷』
」
（岐阜県山県市立伊自
良中学校）が受賞、他優秀賞などが決定した。詳
細は、下記を参照のこと。
http://www.riso-ef.or.jp/
〈問い合わせ先〉
（公財）
理想教育財団
TEL 03-3575-4313
■「地方の時代」映像祭作品募集
「地方の時代」映像祭実行委員会（吹田市、関
西大学、日本放送協会他）では、標記映像祭開催
にあたり、作品を募集している。
〈部門〉 ○放送局部門、○ケーブルテレビ部門、
○市民・学生・自治体部門、○高校生（中学生）
部門の４部門。地域の文化や地域の課題等をテー
マとした作品を募集。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.chihounojidai.jp/
〈賞〉 全作品の中から、グランプリ１点、賞金
100万円。各部門の優秀賞（数点）
、奨励賞等。
〈締切〉 平成26年７月15日（火）消印有効。
〈問い合わせ先〉「地方の時代」映像祭実行委員
会事務局
TEL 06-6363-3874

文部科学省選定作品
■５月選定 紙 紙しばい／ ビ ビデオ／ D DVD
「ズッコケ三人組の 火あそび防止大作戦」 D 11
分〈幼児・少年、地域社会生活（災害予防・対策）
〉
（株）
映学社
「鬼来迎─鬼と仏が生きる里─」 D 38分〈少年・
青年・成人、教養〉
（株）
桜映画社
「女性を守る防犯マニュアル」 D 20分〈青年・成
人、地域社会生活（交通安全・防犯）
〉
（有）鹿児
島文化企画
「温故知新〜薬害から学ぶ〜薬害肝炎事件」 D 27
分、
「温故知新〜薬害から学ぶ〜ソリブジン事件」
D 26分〈青年・成人、職業の知識技術（医療・
福祉）
〉
（株）
メディアバンガード
「おひとりさまを生きる Part2 最期の選択」 D
30分〈成人、人生設計（人生設計・生き方）
〉ビ
デオ工房AKAME
映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。
http://www.mext.go.jp/ａ_menu/shougai/movie/
main9_a1.htm

