
AV情報

■放送ライブラリー「番組を視聴する会」第４回
放 送 ラ イ ブ ラ リ ー で は、「 明 治 維 新150年　

アーカイブ番組でひもとく　ひと・文化・文明」

をテーマにこれまで放送された番組の上映を行う。

〈日時〉平成30年９月14日（金）〜30日（日）10：

00〜17：00、18・25日（火）は休館。

〈会場〉放送ライブラリー（横浜市中区日本大通11

横浜情報文化センター内）

〈内容〉明治維新とその後に活躍した人たちの人物

伝、文明開化、廃藩置県などを題材にした番組

12本を上映。

〈問い合わせ先〉放送ライブラリー　TEL 045-

222-2828

■ＮＨＫ番組アーカイブス学術利用トライアル
2018年度第４回公募研究募集
ＮＨＫでは、ＮＨＫアーカイブスの保存番組を

学術的に利用する方法を検討する本プロジェクト

において、プロジェクトに参加する研究者を募集

している。

〈応募者の条件〉個人・グループでも参加可。ただ

し、以下にあてはまる方に限る。大学または高等

専門学校、公的研究所に所属する教員・研究者で、

かつ日本学術振興会科学研究費補助金の応募に必

要な研究者番号を持っている方など、他にも条件

有。

〈研究テーマ〉自由だが、ＮＨＫアーカイブスの保

存コンテンツの閲覧が不可欠で、そのアーカイブ

ス学術利用の結果として論文執筆を行う。

〈締切〉平成30年９月28日（金）17:00

〈問い合わせ先〉http://www.nhk.or.jp/archives/

academic/にアクセスの上、問い合わせhttps://www2.

nhk.or.jp/archives/academic/contact/contact.cgi

より投稿のこと。

■全国コミュニティシネマ会議2018in山形
（一社）コミュニティシネマセンターにより、全

国各地で映画上映を行う人たちの情報交流の場と

して、標記会議が開催される。

〈日時〉平成30年９月28日（金）13：15〜18：45、

29日（土）10：00〜18：30

〈会場〉山形市総合福祉センター（山形県山形市城

&News Clip
AV Material
ニュースクリップ&映像教材

■第65回教育映像祭
「夏休みこども映画フェア」開催される

　（一財）日本視聴覚教育協会と東京都小学校
視聴覚教育研究会との共催による標記映画フェ
アが、去る８月22日（水）、なかのゼロホール（東
京都中野区）において、製作会社４社の協力を
得て、５作品が上映され、夏休み中の親子214
名が参加し開催された（写真）。
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西町２-２-22）他

〈内容〉ピアノdeシネマ、やまがた創造都市国際会

議2018「映像文化創造都市の可能性－“映画”が

都市を魅力的にする」、分科会「地域の映像アーカ

イブとその活用について」「若年層の観客を開拓す

る－大学生・高校生と映画館」他、上映会等。

〈問い合わせ先〉コミュニティシネマセンター

TEL 050-3535-1573

■平成30年度国立大学図書館協会シンポジウム
国立大学図書館協会では、「大学図書館デジタ

ルアーカイブの活用に向けて」をテーマに標記シ

ンポジウムを開催する。

〈日時〉平成30年10月19日（金）13：00〜17：00

〈会場〉神戸大学百年記念館（神大会館）六甲ホー

ル（神戸市灘区六甲台町１－１）

〈対象〉大学図書館関係者およびデジタルアーカイ

ブに関心のある研究者・学生定員200名。

〈内容〉講演「デジタルアーカイブ社会の実現に何

が必要か？」「ジャパンサーチ（仮称）の目指すと

ころ」「デジタルアーカイブの二次利用促進と著

作権」、事例報告、パネルディスカッション等。

事前申込要。詳細は、下記を参照のこと。

https://www.janul.jp/ja/operations/symposia/

〈問い合わせ先〉神戸大学附属図書館（学術資料整

備委員会デジタルアーカイブWG井庭）

TEL 078-803-5313

コンクール情報

■ICT夢コンテスト2018実践事例募集
（一社）日本教育情報化振興会では、標記コンテ

スト開催にあたり、ICTを活用した教育の実践事

例を募集している。

〈対象〉学校の教職員（ICT支援員などの外部職員

を含む）、教育委員会・教育センター、保護者、地

域のボランティア、大学、企業、NPO法人等。

〈テーマ〉例　ICTを活用した効果的な授業、児童

生徒の情報活用能力育成、ICT活用に関する校内

教員研修、学校の授業や行事に対するICTを活用

した支援活動など。

〈賞〉文部科学大臣賞（学校／地域）、総務大臣賞、

ＮＨＫ賞他。

〈締切〉平成30年９月20日（木）

〈問い合わせ先〉（一社）日本教育情報化振興会ICT

夢コンテスト事務局　TEL 03-5575-5365

■2018年度子どもたちの「こころを育む活動」募
集
こころを育む総合フォーラム（（公財）パナソ

ニック教育財団）は、家庭、学校、地域、企業な

どが連携し、子どもたちのこころを育むために献

身、努力している団体を募集している。

〈対象となる活動〉学校と家庭、地域、企業などの

さまざまな団体が連携し、継続している活動。

〈賞〉全国大賞１件（50万円）、優秀賞５件程度

（20万円）。

〈締切〉平成30年９月28日（金）17：00

〈問い合わせ先〉（公財）パナソニック教育財団内

こころを育む総合フォーラム事務局　TEL 03-

5521-6100

■「第22回文化庁メディア芸術祭」作品募集
文化庁メディア芸術祭実行委員会は、優れた作

品を顕彰するとともに受賞作品の鑑賞機会を提供

するメディア芸術の総合フェスティバル開催にあ

たり、作品を募集している。

〈募集部門〉アート、エンターテインメント、アニ

メーション、マンガの４部門。

〈応募条件〉平成29年10月６日（金）から平成30

年10月５日（金）の間に完成または、すでに完成

して同期間内に公開された作品。

〈賞〉部門ごとに、大賞、優秀賞、新人賞を選定。

〈締切〉平成30年10月５日（金）日本時間18：00

必着。

〈問い合わせ先〉文化庁メディア芸術祭事務局

CG-ARTS内　TEL 03-3535-3501

■第34回「東書教育賞」論文募集
（公財）中央教育研究所および東京書籍（株）で

は、「未来を担う子どもと共に歩む確かな教育実

践」を課題に論文を募集している。

〈資格〉小中学校教員および教育関係者。

〈内容〉教育課題に関する工夫・実践、その成果に

ついて具体的に記述のこと。○個性を生かし、自

ら学ぶ力を育てるための学習指導、○ICTを活用

した教科等の学習・指導や問題解決能力、コミュ

ニケーション能力、創造性、情報モラルなどの育

成等。
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〈表彰〉最優秀賞50万円、優秀賞30万円他。

〈締切〉平成30年10月20日（土）必着。

〈問い合わせ先〉（公財）中央教育研究所内「東書

教育賞」審査事務局　TEL 03-5390-7488

■「東京ビデオフェスティバル2019」作品募集
NPO法人市民がつくるTVFによる、誰もが参

加できる「市民による市民のための映像祭」の標

記フェスティバルでは、映像作品を募集している。

〈募集作品〉20分以内のオリジナル作品で、作品

ジャンル、テーマは自由。プロ・アマ・年齢・国

籍は問わない。

〈賞〉TVF2019アワード、ビデオ大賞他。

〈締切〉平成30年10月31日（水）当日消印有効。

〈問い合わせ先〉NPO法人市民がつくるTVF事務

局　TEL 070-4150-2167

■第６回グリーンイメージ国際環境映像祭作品募
集
グリーンイメージ国際環境映像祭実行委員会で

は標記映像祭開催にあたり作品を募集している。

〈テーマ〉環境

〈条件〉平成26年以降に制作された作品。ドキュ

メンタリー、ドラマ、アニメーションなどジャン

ルは問わない等。

〈締切〉平成30年９月30日（日）

〈問い合わせ先〉グリーンイメージ国際環境映像祭

実行委員会（一社）環境・文化創造機構内　TEL 03-

6451-2411

研究会情報

■2018年度学校図書館実践講座
（公社）全国学校図書館協議会では、学校図書館

の機能を十分に発揮するために必要な知識や実技

研修として標記講座を来年３月まで７回実施する。

〈日時〉平成30年10月27日（土）10：00〜15：30

〈会場〉学校図書館センター４階会議室（東京都文

京区春日２-２-７）

〈参加者〉学校図書館の活動に興味関心のある方

（大学生、大学院生も可）。

〈内容〉講座「発達段階に応じた情報ツール活用」

（午前）、「ICT教育と学校図書館」（午後）。１講座

参 加 費1,000円。 要 事 前 申 込。 そ の 他 の 回 は

http://www.j-sla.or.jp/参照。

〈問い合わせ先〉（公社）全国学校図書館協議会研

究部　TEL 03-3814-4317

■第40回全国公民館研究集会東京大会
（公社）全国公民館連合会主催により、「公民館

がひらく日本の未来－地域性・個別性を活かした

新しい公民館活動を！－」をテーマに標記大会が

開催される。

〈日時〉平成30年11月１日（木）13：00〜19：30、

２日（金）10：00〜15：00

〈会場〉日本青年館（東京都新宿区霞ヶ丘町４-１）

〈内容〉特別講演　池上彰氏（ジャーナリスト）、シ

ンポジウム、優良公民館表彰等。参加費3,000円

（資料代）。参加申込みは、平成30年９月14日

（金）締切。

〈問い合わせ先〉（公社）全国公民館連合会　

TEL 03-3501-9666

学会情報

■第23回日本バーチャルリアリティ学会大会
日本バーチャルリアリティ学会は、標記大会を

開催する。

〈日程〉平成30年９月19日（水）〜21日（金）

〈会場〉東北大学青葉山新キャンパス・青葉山コモ

ンズ（仙台市青葉区荒巻字青葉468-１）

〈内容〉特別講演、一般セッション、オーガナイズ

セッション、技術・芸術展示、企業展示、国際学

生対抗バーチャルリアリティコンテスト等。

〈問い合わせ先〉大会事務局幹事　杉田（東北大

学）　MAIL vrsj.ac18.info@gmail.com

■第34回日本教育工学会全国大会
日本教育工学会は、標記全国大会を開催する。

〈日時〉平成30年９月28日（金）９：00〜17：30、

29日（土）９：00〜17：40、30日（日）９：00〜

16：10

〈会場〉東北大学川内キャンパス（仙台市青葉区川

内41）

〈内容〉シンポジウム、セッション「教育の情報

化」「小学校プログラミング教育」「インストラク

ショナルデザイン」他、企業展示等。

〈問い合わせ先〉大会企画委員会　

MAIL taikai2018@jset.gr.jp

■教育システム情報学会2018年度第３回研究会
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教育システム情報学会では、「センサデバイス

を活用した学習支援システム・ツールの開発/一

般」をテーマに標記研究会を開催する。

〈日程〉平成30年９月29日（土）

〈会場〉高知大学朝倉キャンパス（高知県高知市曙

町２-５-１）

〈内容〉センサデバイスから得られる情報を活用す

る学習支援システムやツールに関する研究発表。

システム開発やコンテンツ作成、教育実践や教材

評価、カリキュラム設計、学習科学、言語教育な

ど教育に関連した幅広い分野からの発表等。

〈問い合わせ先〉（一社）教育システム情報学会

TEL 03-5937-5816

各地の情報

■第２回教育セミナーinおかやま
（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として、「芽生える学

び・つながる未来」をテーマに標記セミナーを開

催する。

〈日時〉平成30年10月５日（金）10：30〜17：00、

６日（土）10：00〜17：00

〈会場〉おかやま西川原プラザ（岡山県岡山市中区

西川原255）

〈内容〉基調講演「教育の情報化の最新動向と展

望」文部科学省、パネルディスカッション、ポス

ターセッション、岡山県立玉野光南高校生による

プログラミング教室など。

〈問い合わせ先〉（株）ラインズオカヤマ　セミナー

事務局　TEL 0869-63-1011

■平成30年度第２回ICT公開授業研究会　大阪市
立本田小学校
大阪市立本田小学校では、平成30年度大阪市

教育委員会「学校教育ICT活用事業」先進的モデ

ル校として、「ともにまなび、おもいをひらく子

どもを育てる－日常的な活用事例からプログラミ

ングまで」をテーマに、標記研究会を開催する。

〈日時〉平成30年10月26日（金）14：10〜17：00

〈会場〉大阪市立本田小学校（大阪市西区川口１-

５-19）

〈内容〉公開授業、プログラミング体験、取組報告、

講演　中橋雄氏（武蔵大学教授）。要事前申込。

〈問い合わせ先〉大阪市立本田小学　TEL 06-

6581-1531

文部科学省選定作品

■７月選定　紙紙しばい　D DVD　B Blu-ray
「紙芝居ベストコレクション第３集　たんばりん

じゃじゃん」紙８枚〈幼稚園等幼児／幼児、教養〉

（株）童心社

「紙芝居ベストコレクション第３集　たこやたこ

ざえもん紙16枚〈少年、教養〉（株）童心社

「見えないところで起きるトラブル　ネットの危

険性を考えよう」D 17分〈小学校中・高学年、特

別活動〉（株）映学社

「SNSに潜む危険　書き込む内容・載せる動

画」 D 22分〈中学校、特別活動〉（株）映学社

「人権学習教材ビデオ　Voice!!!人権の教室」D 38

分〈少年・青年・成人、地域社会生活（人権）〉東

映（株）

「陸軍前橋飛行場　私たちの村も戦場だった」

B 69分〈青年・成人、教養〉（株）パンドラ

「まわる映写機めぐる人生」B 110分〈成人、教養〉

映像Sプロジェクト

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

短信

■文部科学省生涯学習政策局情報教育課の異動
平成30年８月１日付

〇情報教育課長　梅村研氏→総務省総合通信基盤

局電気通信事業部消費者行政第一課長〇情報教育

振興室長　安彦広斉氏→初等中等教育局視学官併

生涯学習政策局付民間教育事業振興室長〇研究振

興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室長

命研究振興局研究振興戦略官　髙谷浩樹氏→情報

教育課長〇復興庁統括官付参事官付企画官　折笠　

史典氏→情報教育振興室長

平成30年８月23日付

〇教育情報施策調整係長　竹谷政彦氏→資源エネ

ルギー庁電力・ガス事業部政策課電力市場整備室

市場制度一係長〇科学技術・学術政策局政策課　

夏目和人氏→教育情報施策調整係
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