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ニュースクリップ＆映像教材
■平成26年度薬物乱用防止広報啓発活動について
文部科学省では、薬物乱用防止に関する「広報啓発映像」及び
「ポスター」を全国の高等学校等から募集し、優秀作品を決定
した（文部科学大臣賞ポスター 岐阜県立多治見工業高等学校
３年纐纈響子さん（写真）
、同映像 岐阜県立岐阜総合学園高
等学校マルチメディア部Ａ）
。映像は全国の高等学校大会等の
競技場大型ディスプレイに放映。ポスターは全国の高等学校等
に配布。
〈問い合わせ先〉スポーツ・青少年局学校健康教育課
保健管理係 TEL 03-5253-4111（内2976）

AV情報
■ 記録映画アーカイブ・プロジェクト第３回ミ
ニワークショップ「関東大震災の記録」
記録映画アーカイブ・プロジェクト（東京大学
大学院情報学環丹羽美之研究室）と（一社）
記録
映画保存センター主催による標記ワークショップ
が開催される。
〈日時〉 平成27年３月13日（金）18：00〜20：00
〈会場〉 東京大学本郷キャンパス工学部２号館９
階92B教室（東京都文京区本郷7-3-1）
〈内容〉「関東大震災の記録」他上映等。詳細は、
下記を参照のこと。
http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/news/3405
〈問い合わせ先〉（一社）
記録映画保存センター
TEL 03-3222-4249
■ 人権ライブラリー定期上映会
（公財）
人権教育啓発推進センター人権ライブラ
リーでは、標記上映会を開催する。
〈日時〉 平成27年３月18日（水）14：00〜15：30
〈会場〉 人権教育啓発推進センター人権ライブラ
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リー（東京都港区芝大門2-10-12）
〈内容〉『人権アーカイブ・シリーズ「同和問題
−過去からの証言、未来への提言−同和問題 未
来に向けて」
』
（東映、80分）の上映、パネル展
示等。
〈問い合わせ先〉（公財）
人権教育啓発推進センタ
ー人権ライブラリー TEL 03-5777-1919
■ 東京アニメアワードフェスティバル2015
東京アニメアワードフェスティバル実行委員会
主催により、アニメーション作品の振興を目的と
した国際アニメーション映画祭が開催される。
〈日程〉 平成27年３月19日（木）〜23日（月）
〈会場〉 TOHOシネマズ日本橋（東京都中央区日
本橋室町2-3-1）
〈内容〉「コンペティション部門」
、
「アニメ オブ
ザ イヤー部門」の作品上映、
「アニメ功労部門」
授賞式など。
〈問い合わせ先〉 東京アニメアワードフェスティ
バル実行委員会事務局（
（一社）
日本動画協会内）
TEL 03-5298-2484
■ 楽しさいっぱい ケーブルテレビショー in KA
NSAI 2015
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（一社）
日本ケーブルテレビ連盟近畿支部、ケー
ブルテレビショー in KANSAI 2015実行委員会主
催により、
「あなたとケーブルテレビでつながり
たい。
」をモットーに標記イベントが開催される。
〈日時〉 平成27年３月14日（土）
・15日（日）
10：00〜20：00
〈会場〉 あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野
区阿倍野筋1-1-43）他。
〈内容〉 トークショー「子どもにプラスになるテ
レビとの付き合い方」
、ディスカバリーキッズ科
学実験館等。
〈問い合わせ先〉（一社）
日本ケーブルテレビ連盟
近畿支部 TEL 0743-75-4744
■ 小・中学生が行う「景観まちづくり学習」へ
の費用助成
（一財）
都市文化振興財団は、
「景観まちづくり
学習」に取り組む全国の小・中学校に対し、費用
助成を行う。
〈募集〉 助成を希望する学校は、国土交通省の景
観まちづくり教育のホームページ（http://www.
mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/sub2.htm）に、
掲載されている11の モデルプログラム（題材）
「景観まちづくり学習のススメ！」の中から、授
業や総合学習の時間等において実施するプログラ
ムを選び、応募する。
〈助成金〉 １校につき10万円。20校程度。
〈募集期間〉 第１回 平成27年３月23日（月）
〜５月25日（月）
、第２回 平成27年６月22日
（月）〜９月28日（月）
〈問い合わせ先〉（一財）
都市文化振興財団 景観
まちづくり学習助成事務局 TEL 03-3299-8861
■ ポーラ伝統文化振興財団助成先募集
（公財）
ポーラ伝統文化振興財団では、日本の伝
統文化の維持・向上のため標記助成先を募集して
いる。
〈対象分野〉 伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能
及び行事など、日本の無形の伝統文化財の記録や
研究、保存・伝承活動において、有効な成果が期
待できる事業に対し補助的な援助を行う。
〈事業期間〉 平成27年４月〜平成28年３月まで
に実施するまたは着手する事業内容に対して助成。
〈助成金額〉（目安）補助的な援助を実施するこ
とを前提に１件あたり、30〜200万円程度。
〈締切〉 平成27年３月31日（火）当日消印有効。
〈問い合わせ先〉（公財）
ポーラ伝統文化振興財団
事務局（10：00〜17：00 ※土・日曜・祝日は休
業）TEL 03-3494-7653

研究会情報
■ 平成26年度春の研究発表大会
大阪私学教育情報化研究会では「隣の府県では
何している？」をテーマに標記大会を開催する。
〈日時〉 平成27年３月21日
（土・祝）
13：00〜17：05
〈会場〉 大阪ユビキタス協創広場 CANVAS（大
阪市中央区和泉町2-2-2）
〈内容〉 パネル形式意見交換、分科会等。詳細は、
下記を参照のこと。
http://www.osaka-sigaku.net/20150205.html
〈問い合わせ先〉 大阪私学教育情報化研究会事務
局 聖母被昇天学院中学高等学校教諭 岡本弘之
TEL 072-721-3080

コンクール情報
■「第31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、
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○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、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
教員の指導のもとに児童生徒が学習活動の一環と
して作成した上記形態の学習者用デジタル教材。
〈賞〉 文部科学大臣賞（団体賞、個人賞、各賞金
10万円＋副賞）
、学情研賞他。
〈応募期限〉 平成27年５月８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 03-6205-4531

学会情報
■ 情報処理学会第77回全国大会
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情報処理学会では「社会に浸透し、社会を変革
するICT」をテーマに標記大会を開催する。なお、
「第16回情報学シンポジウム ビッグデータとヒ
ューマンサイエンス」
、
「京都大学第９回ICTイノ
ベーション」も同時開催となっている。
〈日程〉 平成27年３月17日（火）〜19日（木）
〈会場〉 京都大学吉田キャンパス（京都市左京区
吉田本町）
〈内容〉 特別講演・招待講演企画、1,400件の一
般セッション、学生セッション発表、展示会等。
〈問い合わせ先〉 情報処理学会事業部門
TEL 03-3518-8373
■ 教育システム情報学会2014年度第６回研究会

〈問い合わせ先〉 日本教育情報学会運営本部事務
局（岐阜大学総合情報メディアセンターＣ館内）
TEL 080-9730-1311
■ ドキュメンタリードラマ研究会発足記念特別
講演「ドキュメンタリードラマの可能性」
日本映像学会では、ドキュメンタリードラマ研
究会の第１回標記研究会を開催する。
〈日時〉 平成27年３月15日（日）13：30〜16：30
〈会場〉 明治大学 駿河台キャンパス グローバル
フロント３階403N教室（東京都千代田区神田駿
河台1-1）
〈内容〉「太平洋戦争秘話・欧州より愛をこめて」
（75分）上映、講演、ディスカッション等。

教育システム情報学会では、
「新たなネット時
代のソーシャルメディアリテラシーと情報倫理／
一般」をテーマに標記研究会を開催する。
〈日程〉 平成27年３月21日（土・祝）
〈会場〉 香川大学幸町キャンパス（香川県高松市
幸町1-1）
〈内容〉 教育の情報化に関連した研究発表や一般
研究発表他。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.jsise.org/society/committee/2014/
CFP_6th.html
〈問い合わせ先〉 山口大学 鷹岡亮（第６回研究
会担当委員） MAIL ryo@yamaguchi-u.ac.jp
■ 2014年度産学協同セミナー
日本教育工学会では、
「教育工学の立場から一
人一台情報端末活用の在り方を考える─これから
の学校現場での一人一台情報端末活用に向けて」
をテーマに標記セミナーを開催する。
〈日時〉 平成27年４月４日（土）13：30〜17：30
〈会場〉 ユビキタス協創広場CANVAS（東京都
中央区新川2-4-7）
〈内容〉 韓国の報告や日本のICT活用実践事例等
を紹介。詳細は、下記を参照のこと。
https：//www.jset.gr.jp/semminer/20150404.html
〈問い合わせ先〉 日本教育工学会事務局
TEL 03-5740-9505
■ 日本教育情報学会第１回国際交流研究会
日本教育情報学会では、標記研究会を開催する。
〈日時〉 平成27年３月21日
（土・祝）
13：00〜16：30
〈会場〉 キャンパスイノベーションセンター（東
京）５階508（東京都港区芝浦3-3-6）
〈内容〉 基調講演「欧米における中等教育での情
報（科）教育の現状」
、研究発表、総合討論等。
詳細は、下記を参照のこと。
http://jsei.jp/study/kk1.pdf

〈問い合わせ先〉 日本映像学会ドキュメンタリー
ドラマ研究会代表 杉田このみ
MAIL konomican2030@gmail.com
■ 第７回全日本博物館学会研究会・第３回博物
館教育研究会
全日本博物館学会では、
「手のひらサイズの体
験プログラム、その教育効果を検証する」ことを
テーマに標記研究会を開催する。
〈日時〉 平成27年３月21日
（土・祝）
13：00〜16：40
〈会場〉 新潟県立歴史博物館研修室・常設展示室
（新潟県長岡市関原町１丁目字権現堂2247-2）
〈内容〉 新潟県立歴史博物館のオリジナルプログ
ラムの体験等。11：00より、同館バックヤードツ
アーも開催予定。
〈問い合わせ先〉 新潟県立歴史博物館
TEL 0258-47-6134
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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「バベルの学校」 D 89分〈青年・成人、教養〉
ユナイテッドピープル
（株）
※成人においては選定
「幕が上がる」 D 119分〈少年・青年・成人、教養〉
東映
（株）
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
訃報
元日本学校視聴覚教育連盟会長の金子敏和氏
が平成27年２月17日ご逝去された。
享年83歳。

