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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31年１月８日（火）
、東海大学校友会
館（東京都千代田区）において、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
ど視聴覚教育・放送教育関係者が集い情報交
流が行われた。文部科学省初等中等教育局長
永山賀久氏から年頭の挨拶をいただくなど盛
会となった（写真）
。
演

文部科学省情報

坂元章氏（お茶の水女子大学教授）、カンファ

レンス（ワークショップ形式）、パネルディスカッ

■「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在

ション等。事前要申込。

り方等に関するガイドライン策定」

詳細は下記を参照のこと。

文部科学省では、学校教育法等の一部を改正す

http://www.mext.go.jp/a_menu/seisyounen/

る法律等が平成31年４月１日から施行され学習

keitai/netanzen/1331311.htm

者用デジタル教科書が制度化されることから、平

＜問い合わせ先＞文部科学省総合教育政策局男女

成30年12月27日に、標記ガイドラインを策定し

共同参画共生社会学習・安全課 安全教育推進室

た。詳細は、下記を参照のこと。

TEL

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/
seido/1412814.htm
＜問い合わせ先＞文部科学省初等中等教育局教科
書課 TEL

03-5253-4111

内線2943

■平成30年度「ネット安全安心全国推進フォーラ

03-5253-4111

内線2966

AV情報
■第48回NHK番組技術展
NHKでは、放送技術について、直接、見て・触
れて・知ってもらう標記イベントを開催する。

ム」

＜日時＞平成31年２月11日（月・祝）～13日（水）

文部科学省では、「子供とネットについて考え

10：00～17：00（入場は終了30分前まで）

る！－低年齢からの切れ目ない支援の為に－」を

＜会場＞NHK放送センター正面玄関ロビー（東京

テーマに標記フォーラムを開催する。

都渋谷区神南2-2-1）

＜日時＞平成31年２月19日（火）13：30～17：30

＜内容＞４K８K番組制作技術、人工知能（AI）を

＜会場＞文部科学省講堂（文部科学省庁舎３階）

活用した開発など、23件の展示。放送技術のプ

（東京都千代田区霞が関3-2-2）
＜内容＞行政説明（文部科学省・警察庁）、基調講
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ロによる展示機器解説。
＜問い合わせ先＞ＮＨＫふれあいセンター

News Clip
TEL 0570-066-066（ナビダイヤル 9：00～22：00）

&

AV Material

＜日時＞平成31年２月13日（水）15：30～18：00
＜会場＞東京大学情報学環ダイワユビキタス館石

研究会情報

橋信夫記念ホール（東京都文京区本郷7-3-1）

■教育シンポジウム in 東京2019（第23回）
（公財）中央教育研究所では、「特別支援教育の

＜内容＞講座の成果と今後の課題、パネルディス
カッション等。要事前申込。詳細は、下記を参照

視点を生かした通常学級の授業づくり・学級づく

のこと。http://digitalarchivejapan.org/2938

り－学習指導要領の記述の充実と取組の実際－」

＜問い合わせ先＞東京大学大学院情報学環DNP

をテーマに標記イベントを開催する。

学 術 電 子 コ ン テ ン ツ 研 究 寄 付 講 座 TEL

＜日時＞平成31年２月23日（土）12：45～16：50

5841-0377

＜会場＞東書ホール（東京都北区堀船2-17-1）

■情報処理学会第81回全国大会

＜内容＞行政レクチャー

田中裕一氏（文部科学

03-

情報処理学会では、「ITが支える超情報社会」

省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調

をテーマに標記大会を開催する。

査官）、実践報告、講演、トークセッション等。

＜日程＞平成31年３月14日（木）～16日（土）

参加費2,000円。要事前申込。詳細は、下記を参

＜会場＞福岡大学七隈キャンパス（福岡市城南区

照のこと。http://chu-ken.jp/pdf/symposium20190223_

七隈8-19-1）

tokyo.pdf

＜内容＞特別講演「人工知能とゲーム」・招待講演、

＜問い合わせ先＞（公財）中央教育研究所 TEL

一般・学生セッション、中高生ポスターセッショ

03-5390-7488

ン等。

■第12回 画像情報教育研究会

＜問い合わせ先＞（一社）情報処理学会 TEL

（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2019（主催: 映像情報メディア
学会 映像表現&コンピュータグラフィックス研

03-

3518-8373
■プログラミング教育と情報の科学的理解／一般
教育システム情報学会では、標記テーマによる

究会・画像電子学会・芸術科学会）と共催で、標

研究会を開催する。

記研究会を開催する。

＜日程＞平成31年３月16日（土）

＜日時＞平成31年３月12日（火）9：30～18：00

＜会場＞武蔵野大学有明キャンパス1・３号館（東

＜会場＞早稲田大学 西早稲田キャンパス（東京都

京都江東区有明3-3-3）

新宿区大久保3-4-1）

＜内容＞プログラミング教育をどのように関連付

＜内容＞CGを利用したアニメーションや映像、

け授業をデザインしていくのか。学習方法、教材

ゲーム、Webデザイン、CG技術や画像処理技術

開発、小中高の接続性など議論を深めるための研

など。画像情報教育に関する教育研究、教育事例、

究発表等。

教材開発、評価方法をテーマとした発表等。

＜問い合わせ先＞第６回研究会担当委員 武蔵野

＜問い合わせ先＞（公財）画像情報教育振興協会

大学 長谷川

TEL

■産学協同セミナー「Society5.0に向けた人材育

03-3535-3501

成を実現する学びの在り方とは ― 一人一人の

学会情報
■デジタルアーカイブ学会

MAIL osamu＠ds.musashino-u.ac.jp

能力や適性に応じて個別最適化された学びの実
東京大学大学院

DNP寄付講座３周年記念シンポジウム
デジタルアーカイブ学会では、我が国における

現に向けて―」
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。

デジタルコンテンツ構築・流通の促進とその基盤

＜日時＞平成31年３月23日（土）13：30～17：30

となるデジタルアーカイブの発展のための課題を

＜会場＞㈱内田洋行 新川オフィス ユビキタス

明らかにすることを趣旨として、標記シンポジウ

協創広場CANVAS（東京都中央区新川2-4-7）

ムを開催する。

＜内容＞学びのポートフォリオの活用やEdTech
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とビッグデータを活用した教育の質の向上、それ

究テーマに公開授業を実施する。

を実現する学習環境の整備充実を推進する上で何

＜日時＞平成31年２月22日（金）13：30～

が必要か。現状と課題を共有した上で、産・学そ

＜会場＞大阪市立阿倍野小学校（大阪市阿倍野区

れぞれの立場から幅広い議論を展開する。

阪南町2-17-21）

＜問い合わせ先＞日本教育工学会事務局 TEL

＜内容＞全体会１「公開授業

03-5549-2263

ト紹介」、公開授業、ブースセッション、全体会

各地の情報
■「益田市における新しい学びの実践－タブレッ
ト端末を活用した主体的・対話的な学びへの取
組み－」成果発表会
島根県益田市教育委員会では、平成28年度よ
り、
「タブレット端末を活用した地域創生プロ
ジェクト」の実証研究事業を開始し、本プロジェ
クト３年目にあたり、標記発表会を開催する。
＜日時＞平成31年２月15日（金）14：00～17：00
＜会場＞益田市民学習センター多目的ホール（島
根県益田市元町11-26）
＜内容＞実践発表、講演等。
＜問い合わせ先＞益田市教育委員会 TEL 0856-

２指導助言・講演会等。
＜問い合わせ先＞大阪市立阿倍野小学校 TEL
06-6622-0526

文部科学省選定作品
■12月選定

紙 紙しばい

D ＤＶＤ

「くまちゃんのぽかぽかぼうし」紙８枚＜幼稚園
／幼児・教養＞（株）童心社
「どれにしようかな」紙８枚＜幼稚園／幼児、教養
＞（株）童心社
「おすわりやす

いすどっせ！」紙８枚＜幼児、教

養＞（株）童心社
「がんになる前に知っておくこと」 D 107分＜青
年・成人、教養＞（株）上原商店
「ドキュメンタリー映画

31-0445
■ICTを活用した主体的・対話的で深い学びを実
現する授業力育成セミナー
（一社）日本教育情報化振興会は、標記セミナー

ICT活用のポイン

奇跡の小学校の物語

～この学校はなくさない」 D 76分＜青年・成人、
教養＞ミルインターナショナル
「映像で学ぶ薬害シリーズ

薬害の知識と教訓

を広島と札幌において開催する。

ＭＭＲワクチン事件」 D 31分＜青年・成人、地域

〇広島会場

社会生活（地域の保健・福祉）＞（株）メディア

＜日時＞平成31年２月16日（土）13：00～16：30

バンガード

＜会場＞JMSアステールプラザ４階大会議室（広

「人権啓発ビデオ

君が、いるから」 D 33分＜成

島市中区加古町4-17）

人、地域社会生活（人権）＞東映（株）

〇札幌会場

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31年３月２日（土）13：00～16：50

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

＜会場＞札幌駅前ビジネススペース２階カンファ

main9_a1.htm

レンスルーム（札幌市中央区北５条西6-1-23）
＜内容＞基調講演「プログラミング教育のこれか

短信

ら」、模擬授業、総括パネル等。２会場共通。

■（株）桜映画社は、平成30年12月17日に事務所

＜問い合わせ先＞（一社）日本教育情報化振興会

を移転した。新住所は、〒111-0053

TEL 03-5575-5365

東区浅草橋5-4-1ツバメグロースビル６F。TEL

■大阪市「学校教育ICT活用事業」ICT先進的モデ

03-5846-9100

ル校

第３回公開授業

大阪市立阿倍野小学校では、「ともに学び、自
ら学び、学びを深める子どもの育成－見方・考え
方を働かせて、考えを深める学習の構築－」を研
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東京都台

FAX 03-5846-9101

■訃報
大阪大学名誉教授水越敏行氏が平成31年１月
１日ご逝去された。享年86歳。

