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 019日本ＩＣＴ教育アワード 募集開始
全国ＩＣＴ教育首長協議会
（会長 横尾俊彦多久市長）
では、昨年度に引き続き、地方創生のための活動とし
て認められる教育施策を広く紹介するため、
「2019日
本ICT教育アワード」を実施する。12月7日（金）まで
全国の地方公共団体における先進的・特徴的な取組
事例の応募を受け付ける。詳細は、https://ictmayors.
jp/を参照。
＜問い合わせ先＞ 全国ICT教育首長協議会 事務局
TEL 03-3431-2186

AV情報
■体験の風をおこそうフォーラム

写真

昨年の表彰の様子

〈応募資格〉国内の大学・短期大学・高等専門学校
及び大学共同利用機関等に所属する研究者並びに
それらに準ずる研究者、民間企業の研究者。

（独法）国立青少年教育振興機構による体験の風

〈募集する共同研究と助成〉戦略研究公募型（年間

をおこそう運動推進委員会では、青少年の体験活

150万円以下）、研究企画会合公募型（年間80万円

動の重要性について理解を深めることを目的に、

以下）、自由提案公募型（年間100万円以下）

標記フォーラムを開催する。
〈日時〉平成30年12月７日（金）14：00〜16：30
〈会場〉国立オリンピック記念青少年総合センター

〈申請書提出期限〉平成30年12月３日（月）当日
消印有効。
〈問い合わせ先〉国立情報学研究所

国際交流棟レセプションホール（東京都渋谷区

社会連携推進室公募担当

代々木神園町3-1）

■第57回（平成30年度）下中科学研究助成先募集

〈内容〉講演「幸せはいつも自分でつかむ」（岩崎
恭子氏）、実践報告、調査研究報告等。
〈問い合わせ先〉体験の風をおこそうフォーラム事
務局

国立青少年教育振興機構国民運動等推進室

TEL 03-6407-7621（要申込み）
■国立情報学研究所2019年度共同研究公募

TEL

総務部企画課
03-4212-2139

（公財）下中記念財団は、学校教育における教育
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〉○自然（算数・数学、理科教育等11
分野）、○人文（国語、道徳、特別支援教育等９分
野）、○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

国立情報学研究所では、情報学分野での「未来

校、特別支援学校、高等専門学校の教員、教育セ

価値創成（学術創成）」を目指し、国内外の大学及

ンターや教育委員会等にあって教育実務を行う者

び研究機関の研究者との共同研究を推進しており、

を対象とし、研究は個人、共同を問わない。ただ

標記共同研究の公募を行っている。

し応募は一人１点に限る。
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文部科学省組織再編

総合教育政策局を新設

文 部 科 学 省 は、 平 成30年
10月16日、 新 時 代 の 教 育 政
策実現に向けた大きな組織再
編を行った（図）。
Society5.0、グローバル化
や人口減少など社会構造は急
速に変化する中、こうした変
化に対応し、これをリードし、
さらに新しい価値を創造する
ことのできる人間を育成して
いくための教育政策やその推
進のため、教育分野の筆頭局
として総合教育政策局を設置
した。
総合教育政策局では、教育
基本法に定める生涯学習の理
念の実現に向け、教育振興基

http://www.mext.go.jp/a_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/10/10/1410117_001_1.pdf

本計画の策定など総合的な教育政策を企画立案し、
推進するとともに、総合的かつ客観的な根拠に基
づく政策を推進するための基盤整備を行う。

〈助成金額〉総額900万円（30万円×30件を予定）
〈締切〉平成30年12月10日（月）当日消印有効。
〈 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
■情報教育コンファレンス
（公財）学習情報研究センターでは、標記コン
ファレンスを開催する。

また、人材育成、環境整備、事業支援といった
視点から、生涯にわたる学び、地域における学び、
「ともに生きる学び」を推進する。

〈問い合わせ先〉（公財）学習情報研究センター
TEL 03-6205-4531

コンクール情報
■第10回座・高円寺ドキュメンタリーフェスティ
バル「コンペティション部門」作品募集
座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル実
行委員会主催による標記フェスティバルでは、ド
キュメンタリー作品を公募している。

〈日時〉平成30年12月10日（月）13：20〜15：50

〈応募作品規定〉ドキュメンタリー映画、文化映画、

〈会場〉アルカディア市ヶ谷６階霧島の間・東（東

記録映画、科学映画、教育映画、テレビ番組など。

京都千代田区九段北4-2-25）
〈内容〉講演「新学習指導要領の目指す情報教育」
小林努氏（文部科学省初等中等教育局情報教育・
外国語教育課情報教育振興室室長補佐）、「ＡＩ時

制作年次が過去３年以内のもの（2015年以降に制
作したもの）。応募形態はDVD。
〈応募資格〉年齢、国籍、性別、個人、グループ、
プロ・アマを問わない。

代の学校・教師・子ども」中川一史氏（放送大学

〈締切〉平成30年11月30日（金）当日消印有効。

教授）

〈問い合わせ先〉座・高円寺ドキュメンタリーフェ
視聴覚教育
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スティバル実行委員会「コンペティション部門」
事務局

TEL 03-5570-3551

県岐阜市明徳町10

杉山ビル４階）

〈内容〉デジタルアーカイブの基礎理論研究・実践

■第３回日本こども映画コンクール作品募集
子どもの製作した映画を祭典する、子どもたち
のための映画祭開催にあたり、日本こども映画コ
ンクール事務局では、作品を募集している。
〈参加資格〉脚本、監督、カメラマンなど製作ス
タッフは小学校４年生から中学校３年生までを対
象。国籍は問わない。

研究・人材養成について、地域・コミュニティアー
カイブの振興について等。
〈問い合わせ先〉デジタルアーカイブ研究会事務局
岐 阜 女 子 大 学 文 化 情 報 研 究 セ ン タ ー 内 TEL
058-267-5237

文部科学省選定作品

〈応募規定〉2018年１月以降に制作された作品。

■９月選定

テーマ、ジャンルは自由、制作方法は、実写、アニ

紙 紙しばい

メーション、CGなど自由。10分以内等。

D ＤＶＤ

「からいもと

〈賞〉グランプリ、準グランプリ、審査員特別賞を
各１作品。一次審査を通過作品は入賞とする。
〈締切〉平成30年12月７日（金）

B Blu-ray

どろぼう」 紙 12枚〈幼稚園／小

学校低学年／幼児・少年、教養〉（株）童心社
「うしわかまるの

こうつうあんぜん」 D 11分

〈幼稚園／小学校低学年・中学年、特別活動／幼児、

〈問い合わせ先〉日本こども映画コンクール事務局
TEL 03-3518-4112

地域社会生活(交通安全・防犯)〉（株）ＡＫＣ
「うしわかまるの

じしんとかじから

じぶん

をまもる」 D 11分〈小学校低学年・中学年、特別

学会情報

活動〉（株）ＡＫＣ

■第25回日本教育メディア学会年次大会

「うしわかまるの

日本教育メディア学会は、標記年次大会を開催
する。

学校低学年・中学年、特別活動〉（株）ＡＫＣ
「うしわかまるの

〈日時〉平成30年11月24日（土）10：00〜17：00、
25日（日）９：30〜16：20

自転車交通安全」D 13分〈小
ゆうかいから

じぶんをま

もる」D 12分〈小学校低学年・中学年、特別活動〉
（株）ＡＫＣ

〈会場〉鹿児島大学教育学部（鹿児島県鹿児島市郡
元1-20-6）

「蒔絵

室瀬和美

時を超える美」 D 39分〈青

年・成人、教養〉（株）毎日映画社

〈内容〉公開授業と振り返り、一般研究発表、鼎談
「教育メディアのこれまでと展望」
（仮）、シンポジ

「百年の蔵」 B 98分〈成人、教養〉（株）ヴィ
ジュアルフォークロア

ウム「新学習指導要領における教育の情報化の展

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

開」（仮）、課題研究発表等。

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

〈問い合わせ先〉第25回年次大会事務局
大学大学院教育学研究科山本研究室

鹿児島

TEL099-

285-7736
■第11回デジタルアーカイブ研究会

main9_a1.htm

短信
■公益財団法人学習ソフトウェア情報研究セン

デジタルアーカイブ学会では、デジタルアーカ

ターは、平成30年11月1日から、名称を公益財団

イブ開発・振興および研究・情報交流の場として、

法人学習情報研究センターに変更し、事務所を

基礎理論、人材養成、地域・コミュニティアーカ

〒112-0005東京都文京区水道1-5-16升本ビル２F

イブの振興などの実践研究について発表する標記

に移転する。TEL、FAXは変更なし。

研究会を開催する。

■訃報

〈日時〉平成30年11月23日（金・祝）13：30～17：
00
〈会場〉岐阜女子大学文化情報研究センター（岐阜
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元財団法人日本視聴覚教育協会理事・事務局長
望月武夫氏が、平成30年７月25日ご逝去された。
享年89歳。

