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ニュースクリップ＆映像教材
■教育メディア関係者合同年賀会開催
平成30年１月10日（水）
、東海大学校友会館（東京都千代田
区霞が関）において、
（一財）日本視聴覚教育協会と（一財）Ｎ
ＨＫサービスセンターの共催により、標記年賀会が開催された。
教育メディア提供・利用団体、教材・教具提供団体の関係者、
学識経験者などが集い情報交流が行われた。文部科学省生涯学
習政策局長常盤豊氏から年頭の挨拶（写真）をいただくなど盛
会となった。

文部科学省情報
■ 平成29年度ネット安全安心全国推進フォー
ラム「子供たちと一緒に考えよう！スマホやネッ
トの使い方」
文部科学省では、これからのインターネット社
会に向き合い、共に生きていく子どもたちのため
に大人として何をすべきなのか、青少年を取り巻
く現状や取組の紹介等を通じて、社会全体で考え
る機会を創造することを趣旨として、標記フォー
ラムを開催する。
〈日時〉 平成30年３月15日（木）14：00～17：40
〈会場〉 文部科学省旧庁舎第２講堂（東京都千代
田区霞が関3-2-2）
〈内容〉 事例発表「ネットを通じた子供の犯罪被
害について」
「青少年のネットトラブル防止大作
戦（ひょうごケータイ・スマホワークショップ）
」
「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進
事業セルフディスカバリーキャンプ」
「ネット利
用の低年齢化を踏まえた啓発の取組について」
、
その他カンファレンス・ディスカッション等。
要事前申込、下記を参照のこと。
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http://www.mext.go.jp/a_menu/seisyounen/keitai/
netanzen/1331311.htm
〈問い合わせ先〉 文部科学省生涯学習政策局青少
年教育課 TEL 03-5253-4111（内線2966）

AV情報
■「日本アニメーション映画クラシックス」公開
継続
東京国立近代美術館フィルムセンターでは、国
産アニメーション生誕100年を記念し、国立情報
学研究所と共同構築でセンターの所蔵する日本の
初期アニメーション映画を標記サイトにて、平成
29年２月より年末まで試験的に公開していたが好
評につき、その公開を継続することとなった。公
開作品は、1917～1941年に製作・公開された日
本アニメーション等49作品にのぼり、学校や教育
機関
（営利を目的として設置されているものを除く）
の授業でも活用可能となっている。詳細は、下記
を参照のこと。http://animation.filmarchives.jp
〈問い合わせ先〉 東京国立近代美術館フィルムセ
ンター日本アニメーション映画クラシックス担当
TEL 03-3561-0823
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■ 東京アニメアワードフェスティバル2018
東京アニメアワードフェスティバル実行委員会
および（一社）
日本動画協会主催により、世界中
の作品を東京で上映し、関係者の交流を図る目的
で標記国際アニメーション映画祭が開催される。
〈日程〉 平成30年３月９日（金）～12日（月）
〈会場〉 東京都池袋シネマ・ロサ他
〈内容〉 コンペティション部門ノミネート作品、
アニメオブザイヤー部門受賞作品の上映、こども
アニメーション部門のワークショップなど。
会場等詳細は、下記を参照のこと。
https://animefestival.jp/ja/
〈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
MAIL info@animefestival.jp

研究会情報
■ 第11回画像情報教育研究会
（公財）
画像情報教育振興協会は、映像表現・芸
術科学フォーラム2018（
（一社）映像情報メディ
ア学会、画像電子学会、芸術科学会との共催）の
一環として標記研究会を開催する。
〈日時〉 平成30年３月16日（金）９：30～20：00
〈会場〉 東京工科大学蒲田キャンパス（東京都大
田区西蒲田5-23-22）
〈内容〉 教員や企業内教育担当者を対象にCGア
ニメーションや映像、ゲーム、Webデザイン、
CG・画像処理技術などの画像情報教育に関する
研究のポスター発表、作品上映発表、表彰式等。
〈問い合わせ先〉（公財）
画像情報教育振興協会
TEL 03-3535-3501

学会情報
■ ICT活用研究会東京２月定例会
日本教育情報学会では、標記研究会を開催する。
〈日時〉 平成30年２月23日（金）18：30 ～
〈会場〉 東京都世田谷区立八幡小学校（東京都世
田谷区立玉川田園調布2-17-15）
〈内容〉 教育現場のICT活用に関する報告および
意見交換。
〈問い合わせ先〉 岡山理科大学 河野
MAIL kohno@mis.ous.ac.jp
■ デジタルアーカイブ学会第２回研究大会
デジタルアーカイブ学会では、
「デジタルアーカ
イブの産業化」
をテーマに標記研究大会を開催する。
〈日時〉 平成30年３月９日（金）14：00～17：30、
10日（土）10：00～18：00

〈会場〉 東京大学本郷キャンパス鉄門記念講堂
（東京都文京区本郷7-3-1）
〈内容〉 基調講演「コンテンツ産業とデジタルア
ーカイブ」
（仮）
、パネルディスカッション、研究
発表セッション「ミュージアムとデジタルアーカ
イブ」
「デジタルアーカイブの活用」他。
〈問い合わせ先〉 デジタルアーカイブ学会
MAIL tokizane@pc.highway.ne.jp
■ 産学協同セミナー「新学習指導要領でのプロ
グラミング教育の実現に向けて─教育工学の立場
からプログラミング教育を考える─」
日本教育工学会では、標記テーマによるセミナ
ーを開催する。
〈日時〉 平成30年３月10日（土）13：30〜17：30
〈会場〉（株）
内田洋行新川オフィス ユビキタス
協創広場CANVAS（東京都中央区新川2-4-7）
〈内容〉 新学習指導要領での情報活用能力育成と
プログラミング的思考の位置づけを理解し、学校
現場の実践に学び、地域や民間等との連携や諸外
国の動向を含め、今後の進め方を考え議論する。
〈問い合わせ先〉 日本教育工学会事務局
TEL 03-5549-2263
■ 情報処理学会第80回全国大会
情報処理学会では、
「みんなの情報処理教育」
をテーマに標記大会を開催する。
〈日時〉 平成30年３月13日（火）９：30～17：45、
14日
（水）
９：30 ～ 18：00、15日
（木）
９：30～17：30
〈会場〉 早稲田大学西早稲田キャンパス（東京都
新宿区大久保3-4-1）
〈内容〉 特別講演「小中高で育む情報活用能力」
鹿野利春氏（国立教育政策研究所教育課程研究セ
ンター研究開発部教育課程調査官）
、招待講演、セ
ッション「プログラミング教育」
「情報教育」
「マ
ルチメディア教材の活用」
「教材作成支援」他。
〈問い合わせ先〉（一社）
情報処理学会事業部門大
会担当 MAIL ipsjtaikai@ipsj.or.jp
■ 第６回研究会「初等教育とプログラミング／
一般」
（一社）
教育システム情報学会では、標記テーマ
により、第６回研究会を開催する。
〈日程〉 平成30年３月17日（土）
〈会場〉 畿央大学（奈良県北葛城郡広陵町馬見中
4-2-2）
〈内容〉 初等教育におけるプログラミング教育の学
習内容や学習方法、教材開発についての研究発表等。
〈問い合わせ先〉（一社）
教育システム情報学会
MAIL secretariat@jsise.org
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各地の情報
■ 2017年度第２回「ICTを活用した授業改善
のための研修会」
（一社）
日本教育情報化振興会では、情報教育対
応教員研修全国セミナーの一環として、標記研修
会を開催する。
〈日時〉 平成30年２月17日（土）13：00～17：15
〈会場〉 筑波学院大学（茨城県つくば市吾妻3-1）
〈内容〉 実践発表、教材研究「プログラミング教
育おすすめ教材の紹介」
、シンポジウム「
『未来の
教室』の実現─新学習指導要領の実施に向けた
ICT活用─」等。
〈問い合わせ先〉 いばらきコンピュータ活用教育
ネットワーク事務局 筑波学院大学 高藤研究室
内 MAIL itsnet_qa@study.gr.jp
■ 小学校英語セミナー in高松
（公財）中央教育研究所では、
「移行期間直前
小学校英語教科化への準備」をテーマに標記セミ
ナーを開催する。
〈日時〉 平成30年２月17日（土）13：00～16：40
〈会場〉 香川県社会総合福祉センター７階大会議
室（香川県高松市番町1-10-35）
〈内容〉 講演・実践紹介「子どもの視点に立った
授業創り」
、新教材活用の提案「移行期に進めた
いあたたかい英語教育─新教材We Can!を活用し
て─」
、パネルディスカッション「担任だからこ
そできる小学校英語」等。
〈問い合わせ先〉（公財）
中央教育研究所
TEL 03-5390-7488
■ 第11回教育実践セミナーin相模原
（公財）
中央教育研究所では、
「小学校外国語活動・
外国語の実施に向けて─資質・能力を育む外国語
授業の創造─」
をテーマに標記セミナーを開催する。
〈日時〉 平成30年２月24日（土）13：00～16：40
〈会場〉 麻布大学８号館４階（相模原市中央区淵
野辺1-17-71）
〈内容〉 基調講演「これからの英語教育に向けて
─小学校英語の役割を考える─」
、実践発表「教
職員みんなでつくり上げる英語科─教育特例校の
国際教育の取組から─」
「子どもたちとつくる小
学校英語の授業づくり」
、講演「小学校英語の教
科化に向けて─新教材の使い方─」等。
〈問い合わせ先〉 第11回教育実践セミナー in相
模原事務局 TEL 03-5390-7488
■ セミナー「新学習指導要領に向けて変わる！
自治体の教育ICT最新事例」
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（一社）
日本教育情報化振興会では、標記をテー
マとしたセミナーを開催する。
〈日時〉 平成30年２月27日（火）13：00～18：00
予定
〈会場〉 グランフロント大阪北館４階ナレッジシ
アター（大阪市北区大深町3-1）
〈内容〉 基調講演「教育の情報化の動向（平成30
年度文教関係予算のポイントを含む）
」
松本眞氏
（文
部科学省生涯学習政策局情報教育課長補佐）
、講
演「新指導要領を視野に入れたICT活用」小柳和
喜雄氏（奈良教育大学教授）
、
「どうやって始める？
プログラミングの授業実践」竹野英敏氏（広島工
業大学教授）
、取組事例「児童の学力向上に向け
た自治体の取り組み─AI分析で教員の指導支援
─」
「ICT活用と働き方の変革」
、模擬授業、展示等。
〈問い合わせ先〉 大日本印刷
（株）ABセンター教
育ICT本部 TEL 03-6735-6195
■「教育の情報化」実践セミナー 2018 in 北海道
日本教育工学協会では、
「新学習指導要領に向
けたICT環境の変化とこれからの学びのデザイ
ン」をテーマに標記セミナーを開催する。
〈日時〉 平成30年３月18日（日）13：00～17：30
〈会場〉 プレミアムホテル中島公園札幌2Fソレ
イユ（札幌市中央区南10条西6-1-21）
〈内容〉 講演「社会に開かれた教育課程とこれら
の学びのデザイン」
、実践報告、リレートーク、
企業プレゼン＆体験ワークショップ等。
〈問い合わせ先〉 日本教育工学協会事務局
TEL 03-5575-0871

文部科学省選定作品
■12月選定 D DVD／ 紙 紙しばい
「しっぺいたろう」 紙 12枚〈小学校低学年〉
（株）
童心社
「かんづめ あけよう！」 紙 ８枚〈幼稚園／幼児、
教養〉
（株）
童心社
「永遠の記憶～認知症を知る～」 D 30分〈小学校
高学年、道徳／中学校、道徳〉
（有）
鹿児島文化企
画
「熊本地震・連続震度７ 内陸の浅い地震の怖さ」
D 23分〈成人、地域社会生活（災害予防・対策）
〉
（株）
映学社
「峰入 大峯入峰修行」 D 24分〈青年・成人、教
養〉
（株）
CNインターボイス関西支社
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

