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■
「未来の学びコンソーシアム

小学校プログラミング
教育必修化に向けて」パンフレット作成
プログラミング教育を推進する官民協働の「未来の学びコンソー
シアム」
（文部科学省・総務省・経済産業省）では、2020年度か
らの小学校におけるプログラミング教育の必修化に向け、教育委員
会・学校等で必要な取り組みを行う際に参考となるパンフレットを
作成し公表した。詳細は、下記を参照のこと。
https://miraino-manabi.jp/assets/data/info/miraino-manabi_
leaflet_2018.pdf
〈問い合せ先〉
「未来の学びコンソーシアム」事務局お問い合わせ
Webフォーム https://miraino-manabi.jp/contact/
いては、下記を参照のこと。

文部科学省情報

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/

■「第３期教育振興基本計画」を踏まえた、新学
習指導要領実施に向けての学校のICT環境整備
の推進について

教育委員会に通知

文部科学省では、新学習指導要領の実施を見据
え、優先的に整備すべきICT環境整備について、
昨年12月に「平成30年（2018年）度以降の学校に
おけるICT環境の整備方針」を取りまとめ、公表

detail/1407394.htm
〈お問い合せ先〉生涯学習政策局情報教育課
TEL 03-5253-4111（代表）

協会情報
■平 成30年度全国自作視聴覚教材コンクールに
107作品が応募

した。また、学校におけるICT環境の整備に必要

（一財）日本視聴覚教育協会主催、文部科学省後

な経費については、本整備方針を踏まえた「教育

援による標記コンクールの今年度の参加作品は、

のICT化に向けた環境整備５か年計画（2018〜

107作品。内訳は、小学校部門（幼稚園・保育所

2022年度）」に基づき、単年度1,805億円の地方財

を含む）
24作品、中学校部門19作品、高等学校部門

政措置が講じられることとなっている。これらを

８作品、社会教育部門56作品。８月中に審査が行

踏まえ、このほど閣議決定された第３期教育振興

われ、本誌９月号上で入選作品を発表。表彰式お

基本計画において本整備方針に基づき、各地方公

よび発表会は、平成30年９月14日（金）、東海大

共団体による計画的な学校のICT環境整備の加速

学校友会館（千代田区霞が関３-２-５）にて行う。

化を図ることが明記され、その際の測定指標が、
政府全体の方針として設定された。これを受け、
７月12日に、文部科学省より各都道府県・指定都
市教育委員会宛に標記通知が出された。詳細につ

AV情報
■第17回広島国際アニメーションフェスティバル
広島市、広島国際アニメーションフェスティバ
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ル実行委員会、（公財）広島市文化財団により、標

〈締切〉平成30年９月５日（水）

記フェスティバルが開催される。

〈問い合わせ先〉（株）角川アスキー総合研究所

〈日程〉平成30年８月23日（木）〜27日（月）

TEL 03-5840-7800

〈会場〉JMSアステールプラザ（広島市中区加古町

■第14回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリ
ティコンクール」2018作品募集

４-17）
〈内容〉クリ ヨウジ短編作品特集（上映とトーク）、
現代日本のアニメーション、子どものためのアニ

クールの作品を募集している。
〈テーマ〉情報モラルおよび情報セキュリティ

メーション特集等。
〈問い合わせ先〉広島国際アニメーションフェス
ティバル実行委員会事務局

（独）情報処理推進機構（IPA）では、標記コン

TEL 082-245-0245

■2018年度放送文化基金助成先募集

校（優秀活動事例賞の対象）
〈部門〉標語部門、ポスター部門、４コマ漫画部門、

（公財）放送文化基金では、放送文化の発展向上
に寄与することを目的として、放送に関連する調
査・研究、事業に対する助成を行っており、本プ

書写（硬筆）、活動事例。
〈表彰〉最優秀賞３作品（各部門１作品）、優秀賞
９作品（各部門３作品）他。
〈締切〉平成30年９月７日（金）当日必着。

ロジェクトの助成先を募集する。
〈対象〉○技術開発／放送技術に関する研究・開発
─映像・音響にかかわりのある基礎的研究および
人間の生理・心理等に関する研究など。○人文
社会・文化／放送に関する人文・社会科学的な調
査・研究、および文化的な事業─放送を通じた地
域の活性化や放送に関する人材育成、国際協力事
業など。

〈問い合わせ先〉IPAセキュリティセンター「コン
クール事務局」 TEL 03-5978-7508

研究会情報
■第８回情報教育研究会

総会・研究大会

情報教育研究会では、「e-Portfolioの今と未来
（クラウドの教育への活用）」をテーマに標記大会

〈内容〉平成31年４月から平成32年３月に実施す
る研究・開発・事業。助成金は、6,000万円を予定
（１件あたり申請限度額500万円）。

を開催する。
〈日時〉平成30年８月22日（水）13：00〜16：30
〈会場〉アルカディア市ヶ谷５階穂高（東京都千代

〈申請期間〉平成30年９月１日（土）〜30日（日）
〈問い合わせ先〉
（公財）放送文化基金

〈応募資格〉小学生、中学生、高校生、高専生、学

TEL 03-

3464-3131

コンクール情報
■第３回全国小中学生プログラミング大会
全国小中学生プログラミング大会実行委員会主
催による標記大会を開催にあたり、作品を募集し
ている。

田区九段北４-２-25）
〈内容〉講演「e-Portfolio関係各社のとりくみ」
、研
究発表「学び合いとe-ポートフォリオやルーブ
リックを利用した授業」他、企業展示等。
〈問い合わせ先〉情報教育研究会事務局
女子中学高等学校

担当

佐藤

鴎友学園

MAIL nyukai@

infoedu.jp
■新しい著作権法と学校教育フォーラム
（一社）ICT CONNECT 21の学習資源利活用促

〈テーマ〉「こんなせかいあったらいいな」。

進SWGでは、学校関係者と著作権者がともに考

〈応募資格〉日本国在住の６歳以上15歳以下（平

える補償金制度の新設等をテーマに標記フォーラ

成30年４月１日時点）の小・中学生。

ムを開催する。

〈内容〉PC、スマートフォン、タブレットで動作

〈日時〉平成30年８月24日（金）15：00〜19：00

するプログラムやアプリ、ゲーム、ムービーなど

〈会場〉（株）内田洋行新川本社２Fユビキタス協

のソフトウェア、ロボット、電子工作などのハー
ドウェア。
〈表彰〉賞状および副賞。

創広場CANVAS（東京都中央区新川２-４-７）
〈対象〉学校関係者（教員、校長等管理職、教育委
員会、ICT支援員）等。
視聴覚教育
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〈内容〉三者対談「新しい著作権法と学校教育」
（学
校関係者、著作権者代表、法律家を予定）、ワー
ルドカフェ「著作権と教育対話交流」など。
〈問い合わせ先〉（一社）ICT CONNECT 21

レッジキャピタルカンファレンスルーム（大阪市
北区大深町３-１）
〈内容〉セミナー「教育の情報化の動向と今後の展
望」佐藤有正氏（文部科学省生涯学習政策局情報
教育課課長補佐）他、展示見学・プログラミング

TEL 03-4578-8823

体験など。

学会情報

〈問い合わせ先〉富士電機ITソリューション
（株）大阪

■日本教育情報学会第34回年会

セミナー事務局 MAIL x-osksemi@fujielectric.com

日本教育情報学会では、「学校教育と地域力を

文部科学省選定作品

考える」をテーマに標記年会を開催する。
〈日時〉平成30年８月25日（土）10：00〜17：45、

■６月選定

D DVD

特別選定「日本を変えた女性たち第４巻

26日（日）10：00〜17：00
〈会場〉松蔭大学厚木森の里キャンパス（神奈川県
厚木市森の里若宮９-１）

枝

市川房

女性の権利を求め闘った政治家」 D 22分〈中

学校、社会／高等学校、公民／青年・成人、国民

〈内容〉課題研究発表「ICTを活用し、高度情報社

生活（男女共同参画社会）〉丸善出版（株）※少年、

会に相応しい人間力を養う」他、記念講演、シン

国民生活（男女共同参画社会） は選定

ポジウム、一般研究発表等。

特別選定「日本を変えた女性たち第５巻

〈問い合わせ先〉日本教育情報学会第34回年会実行

子

猿橋勝

女性科学者のパイオニア」 D 20分〈中学校、

委員会 松蔭大学立野研究室 MAIL jsei-nenkai@

社会／高等学校、公民／少年・青年・成人、国民

jsei.jp

生活（男女共同参画社会）〉丸善出版（株）

■第43回教育システム情報学会

全国大会

（一社）教育システム情報学会は、「産学連携が
拓く未来の教育・学習プラットフォーム」をテー
マに標記全国大会を開催する。

特別選定「蒔絵

中野孝一のわざ」 D 37分〈中学

校、美術／高等学校、美術・工芸／少年・青年・
成人、教養・情操（伝統工芸）〉（株）桜映画社
「三びきの子ぶたの交通安全」 D 14分〈幼稚園等

〈日程〉平成30年９月４日（火）〜６日（木）

幼児／小学校低学年、特別活動／幼児・少年、地

〈会場〉北星学園大学（札幌市厚別区大谷地西２-

域社会生活（交通安全・防犯）〉東映（株）

３-１）

「日本を変えた女性たち

〈内容〉基調講演、企画セッション「AI／ロボッ

第１巻

広岡浅子

戦し続けた女性実業家」 D 19分、「同

挑

第２巻

ト／VR・ARを用いた学習・教育支援のイノベー

津田梅子

ション・リノベーション」
「新学習指導要領とプロ

D 18分、
「同

グラミング教育」
「新技術と教育情報を活用した教

を開拓した先駆者」 D 19分〈中学校、社会／高等

育学習環境の設計」他、企業展示等。

学校、公民／少年・青年・成人、国民生活（男女

〈問い合わせ先〉（一社）教育システム情報学会全
国大会委員会

MAIL jsise-desk@bunken.co.jp

各地の情報
■Educational Solution Seminar 2018−in大阪−
（一社）日本教育情報化振興会では、情報教育対

女性の可能性を世界へ広げた教育者」
第３巻

吉岡彌生

女性医師の道

共同参画社会）〉 丸善出版（株）
「あなたのそばに危険が…

テロから身を守る心

がまえ」D 24分〈成人、国民生活（その他）〉
（株）
映学社
「みつばちと地球とわたし〜ひとつぶの命に秘め
られた

大きな環のおはなし〜」 D 97分〈成人、

応教員研修全国セミナーとして、標記セミナーを

教養〉NPO法人ハートオブミラクル

開催する。

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

〈日時〉平成30年８月23日（木）11：30〜16：40

http：//www.mext.go.jp/a_menu/shougai/movie/

〈会場〉グランフロント大阪北館タワーB10階ナ

main9_a1.htm
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