News C lip
&

AV Mater ia l
ニュースクリップ＆映像教材
■「全国ICT教育首長協議会」総会・活動方針検討会開催される
教育の情報化を加速させるために自治体相互の連携を図ること
を目的とする本協議会の総会が、平成28年10月19日（水）
、
機械振興会館（東京都港区）において開催された（写真）
。第
１部の総会では、参加自治体代表による規約の承認、役員の選
出、事業計画の審議が行われた。続く第２部の活動方針検討会
においては、自治体関係者、学識経験者、ICT関連企業関係者
らによる意見交換が行われた。
詳細は、https：//ictmayors.jp/を参照のこと。

写真・総会

AV情報
■ 第36回「地方の時代」映像祭
「地域・地方からわが国のあり方を問う」を基
本テーマとした標記映像祭が吹田市、関西大学、
日本放送協会、日本民間放送連盟、日本ケーブル
テレビ連盟の共同主催により開催される。
〈日程〉 平成28年11月12日（土）〜18日（金）
〈会場〉 関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田
市山手町3-3-35）
〈内容〉 第36回「地方の時代」映像祭コンクー
ル贈賞式、記念講演「メディアと市民（仮）
」
、グ
ランプリ受賞作品上映、シンポジウム「地域から
問うメディアの課題」
、ワーショップ等。
〈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
■「平成29年度第43回実践研究助成」募集開始
（公財）
パナソニック教育財団は、ICTを効果的
に活用した実践的研究を応援すべく助成を行うと
して、その助成先を募集する。
〈内容〉 ○一般（１年間助成）さまざまなICTを
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効果的に活用して、教育内容および教育方法の改
善、充実に取り組む実践研究。○特別研究指定校
（２年間助成）学校が抱える普遍的なテーマにつ
いて、モデル的に取り組む学校を募集。
〈助成内容〉 ○一般50万円×70〜80件程度。
○特別研究指定校150万円×５件程度。
〈募集期間〉 平成28年12月１日（木）～平成29
年１月20日（金）17：00まで。
〈問い合わせ先〉（公財）
パナソニック教育財団
TEL 03-5521-6100
■ 第55回
（平成28年度）
下中科学研究助成先募集
（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。
〈対象分野〉 ①自然（算数・数学、理科教育等
11分野）
、②人文（国語、道徳、特別支援教育等
９分野）
、③その他（教育一般、情報教育等５分野）
〈応募資格者〉 全国小・中・高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、高等専門学校の教員、教育
センターや教育委員会等にあって教育実務を行う
者を対象とし、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。
〈助成金額〉 総額900万円（１件当り30万円）
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ブックレビュー
「最新 教えて考えさせ
る授業 小学校 深い
学びとメタ認知を促す
授業プラン」
市川伸一・植阪友理 編著
図書文化社 発行
2016年８月25日刊 A4判
199頁
2,500円（税別）

本書の内容は、現行学習指導要領の前の学習指
導要領改訂からの教育界の流れの中で取り上げら
れてきた教育基本法の改正をはじめ「学力」につ
いてのさまざまな取組や議論の中で、現場の実践
の効果を高めることを編者自らが実践にも取り組
みながら深められていることに、何よりも確かな
ものを感じる。
まず、
「教えて考えさせる授業」の基本的な考
え方の経緯が、2000年以後の教育界の背景を踏
まえて述べられていることがありがたい。今や中
堅教員でも、ともすると「学力」≒
「成果：点数」
となり、指導の過程や思考の深まりを軽視する傾
向にある中、教育本来の試行錯誤や考えの摺合せ

〈締切〉 平成28年12月12日（月）消印有効。
〈問い合わせ先〉（公財）
下中記念財団事務局
TEL 03-5261-5688

研究会情報
■「体験の風をおこそうフォーラム」
（独法）
国立青少年教育振興機構による「体験の
風をおこそう運動推進委員会」では、青少年の体
験活動の重要性について理解を深めることを目的
に、標記フォーラムを開催する。
〈日時〉 平成28年12月９日（金）13：30〜16：10
〈会場〉 国立オリンピック記念青少年総合センタ
ー国際交流棟1F国際会議室（東京都渋谷区代々
木神園町3-1）
〈内容〉 講演「自分という人生の長距離ランナー」
増田明美氏（スポーツジャーナリスト・大阪芸術
大学教授）
、実践報告／活動紹介、コンサート等。
〈問い合わせ先〉 体験の風をおこそうフォーラム

を０からのスタートではなく、一定のレベルを確
保したうえで取り組むことを示している意義は大
きい。指導内容の増加で、多くの学校がいかに充
実した指導に取り組もうかと苦心している今日、
確かな指導の過程の確立を目指した授業プランは、
大きく取り上げられているアクティブ・ラーニン
グの試みだけでなく、日々の丁寧な取組の中にこ
そ、子どもたちの「力」が育つと訴えている。し
かもこの取組が各地の推進校や推進者による提案
や実践報告を通して語られていることが、この実
践に学ぶべきことである。幸いどの実践にも詳細
な指導過程が授業者の視点でポイントとして示さ
れている。学校研究としての取組と合わせて、本
書を読み解いていくことが大切である。現在求め
られている授業改善の議論の中で、今までの取組
にしっかりと軸足を置いて授業に取り組んでいく
ことは変わらないと伝わってくる。
本実践が、児童同士がお互いを高めあえる内容
を随所に含んでいるのは、編者自身が丁寧な構想
と児童自らが振り返ることを大切にして実践にか
かわってきた成果であることも見逃してはならな
い。今後の授業改善を深められる一冊である。

（埼玉県狭山市立笹井小学校長 松澤忠明）

事務局 国立青少年教育振興機構 総務企画部
TEL 03-6407-7621

コンクール情報
■ 第28回丹波篠山ビデオ大賞作品募集
篠山市、篠山市教育委員会、丹波篠山ビデオ大
賞実行委員会主催による、全国アマチュアビデオ
コンテストでは作品を募集している。
〈募集部門〉 グランプリ部門テーマ「生きる」
（７
分以内）
、チャレンジ部門テーマ「ささやま新発
見！再発見！」
（２分以内）
〈応募資格〉 アマチュアで個人、団体、年齢、国
籍等は問わない。
〈応募条件〉 DVD-R、BD-R、HDV、DVのメディ
アで応募。最近２年以内に制作された作品等。
〈賞〉 グランプリ部門ビデオ大賞10万円、兵庫
県知事賞５万円、篠山市長賞３万円他。チャレン
ジ部門人気ナンバーワン賞（仮称）１万円他。
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〈締切〉 平成28年11月30日（水）必着。
〈問い合わせ先〉 篠山市視聴覚ライブラリー内丹
波篠山ビデオ大賞実行委員会事務局
TEL 079-590-1301

学会情報
■ 第23回日本教育メディア学会年次大会
日本教育メディア学会では、教育メディア研究
の財産は教育改革の動きや未来に、どのような貢
献を果たすことができるのかなどに焦点を当てて、
標記年次大会を開催する。
〈日時〉 平成28年11月26日（土）10：00〜17：00、
27日（日）９：30〜16：45
〈会場〉 奈良教育大学（奈良県奈良市高畑町）
〈内容〉 基調講演
「教育メディア研究のこれまでと
これから
（仮）
」
、
シンポジウム、
課題研究
「一人一台タ
ブレット時代における実践と評価」
「メディア・リテ
ラシーにかかわる授業づくりと番組作り」等。
〈問い合わせ先〉 奈良教育大学教職大学院 小柳
研究室 MAIL oyanagi＠oyanagi-lab.com
■ 第37回日本生涯教育学会大会
日本生涯教育学会では、標記大会を開催する。
〈日時〉 平成28年12月３日（土）13：30〜18：00、
４日（日）10：00〜15：30
〈会場〉 国立教育政策研究所社会教育実践研究セ
ンター（東京都台東区上野公園12-43）
〈内容〉 生涯学習政策研究フォーラム
「生涯学習
社会における学校と地域の連携・協働」
、
研究発表等。
〈問い合わせ先〉 日本生涯教育学会事務局
MAIL confe@j-lifelong.org

各地の情報
■ 2020年代の学びを変える先進的ICT・小中
一貫教育研究大会
つくば市、つくば市教育委員会主催により、標
記大会が開催される。
〈日時〉 平成28年11月22日（火）９：00～17：00
〈会場〉 茨城県つくば市立春日学園義務教育学校
（つくば市春日2-47）
、つくばカピオ（つくば市
竹園1-10-1）
〈内容〉 公開授業、基調講演「教育改革を踏まえ
た教育の情報化」新津勝二氏（文部科学省生涯学
習政策局情報教育課情報教育振興室長）
、講演「次
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期学習指導要領に向けての課題と展望」田村学氏
（文部科学省初等中等教育局視学官）
、シンポジウ
ム、全国の小中高生によるICTを活用したプレゼ
ンテーション、ICT機器展示見学等。
〈問い合わせ先〉 つくば市総合教育研究所
TEL 029-867-1080
■ 普通教室整備に向けての教育ICTセミナー
（株）
日本教育新聞社では、
「先生方やこどもた
ちが、日常的に使える環境整備を」をテーマに、
標記セミナーを開催する。
〈日時〉 平成28年12月２日（金）13：00〜17：00
〈会場〉 カンファレンスASC（福岡市博多区博多
駅東1-16-25アスクビル）
〈内容〉 基調講演「2020に向けた教育の情報化
について」新津勝二氏（文部科学省生涯学習政策
局情報教育課情報教育振興室長）
、講演「成果発
表（遠隔授業）
」
、展示（電子黒板、教育ICT機器）
等。
〈問い合わせ先〉 パイオニアVC
（株）営業開発部
営業推進グループ TEL 03-6867-1080

文部科学省選定作品
■９月選定 紙 紙しばい／ D DVD
「とかげのぺろちゃん」 紙 12枚〈幼稚園／小学校
低学年／幼児、教養〉
（株）
童心社
「折鶴2015」 D 24分〈中学校、社会／高等学校、
地理歴史／少年・青年、国際性（国際理解・平和）
〉
（株）
チャンスイン
「スポーツ事故を防ぐ どう守る 頭部・頚部外傷」
D 21分〈中学校、保健体育／高等学校、保健体育、
少年・青年・成人、健康・スポーツ（生命問題）
〉
（株）
映学社
「スポーツ事故を防ぐ なくそう！突然死」 D 20
分〈中学校、保健体育／高等学校、保健体育、少
年・青年・成人、健康・スポーツ（生命問題）
〉
（株）
映学社
「絶景 ジオパーク─地殻変動から見る日本列島─
第２巻 伊豆半島ジオパーク／糸魚川ユネスコ世
界ジオパーク」 D 48分〈青年・成人、教養・情
操（自然科学）
〉
（株）
コンテンツヤード
「里馬の森から」 D 60分〈青年・成人、教養〉
（一
社）環境・文化創造機構
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

