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ニュースクリップ & 映像教材
■第66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19日（月）
、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230名が参加し開催された（写真）
。

文部科学省情報
■「高度情報技術を活用した教育革新の展望と検

るとともに、発表の場と鑑賞の機会を提供するた
め、標記芸術祭を実施、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

討課題」の講演資料公開

ニメーション、マンガの４部門。

国立教育政策研究所では、AIやビッグデータ

＜応募条件＞平成30年10月６日（土）から令和元

等の高度情報技術の進展に応じた教育革新の展望

年10月４日（金）の間に完成または、すでに完成

と実現に向けた検討課題を整理し、課題克服の道

して、この期間内に公開された作品。

筋を探るべく、「高度情報技術の進展に応じた教

＜賞＞部門ごとに、大賞、優秀賞、新人賞を決定。

育革新に関する研究プロジェクト（令和元年度～

この他に、本年度よりソーシャル・インパクト賞

令和３年度）」を開始し、そのキックオフシンポジ

とU-18賞（平成14年４月２日以降に生まれた方対

ウムを去る７月９日（火）に文部科学省講堂にお

象）が新設される。

いて開催した。文部科学省「新時代の学びを支え

＜締切＞令和元年10月４日（金）日本時間18：00

る先端技術活用推進方策」報告書について、事例

必着。

紹介、講演、パネルディスカッション等、当日の

＜問い合わせ先＞文化庁参事官（芸術文化担当）付

資料が下記に公開されている。

メディア芸術発信係 TEL 03-5253-4111（代表）

https://www.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/
sympo_r1_1/#Handouts
＜問い合わせ先＞国立教育政策研究所
TEL

03-6733-6833

■「第23回文化庁メディア芸術祭」作品募集
文化庁では、優れたメディア芸術作品を顕彰す
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ＡＶ情報
■インターカレッジ・アニメーション・フェスティ
バル（ICAF）2019
日本国内の教育機関で制作された学生アニメー
ションを上映する標記映画祭が、17回目となる
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今年も開催される。

だし、以下のいずれかにあてはまる方に限る。大

＜日程＞令和元年９月26日（木）～29日（日）

学または高等専門学校、公的研究所に所属する教

＜会場＞国立新美術館３階講堂研修室（東京都港

員・研究者で、かつ日本学術振興会科学研究費補

区六本木7-22-2）

助金の応募に必要な研究者番号を持っている方な

＜内容＞参加校において推薦された作品上映、上

ど、他にも条件有。

映作品の中から、観客賞が最終日に決定。海外作

＜研究テーマ＞自由だが、NHKアーカイブスの

品も上映等。

保存コンテンツの閲覧が不可欠で、そのアーカイ

＜問い合わせ先＞ICAF運営事務局

ブス学術利用の結果として論文執筆を行う。

MAIL jimukyoku@icaf.info

＜締切＞令和元年９月30日（月）17：00（保存問

■ディスカッション「標本から想像/創造する」

い合わせの締切は、令和元年９月13日（金）17：00）

東京大学総合研究博物館では、標記をテーマに

＜問い合わせ先＞NHK番組アーカイブス学術利

ミニレクチャーとディスカッションを行う。

用 ト ラ イ ア ル https://www2.nhk.or.jp/archives/

＜日時＞令和元年10月4日（金）17：30～19：30

academic/contact/contact.cgiより入力のこと。

＜会場＞インターメディアテク２階COLONNADE2
（東京都千代田区丸の内2-7-2）
＜内容＞大学博物館における学術標本の活用可能

コンクール情報
■第35回「東書教育賞」論文募集

性を考えるために、「想像」と「創造」をキーワー

（公財）中央教育研究所および東京書籍（株）で

ドに、標本がデザイン資源となるプロセスに焦点

は、「未来を担う子どもと共に歩む確かな教育実

を当てたミニレクチャーとディスカッション。

践」を課題に論文を募集している。

＜問い合わせ先＞JPタワー学術文化総合ミュー

＜資格＞小中学校教員および教育関係者。

ジアム

＜内容＞教育課題に関する工夫・実践、その成果

TEL

インターメディアテク
03-5777-8600（ハローダイヤル）

■山形国際ドキュメンタリー映画祭2019

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

1989年に山形市の市制100周年記念行事として

用した教科等の学習・指導や問題解決能力、コ

始まった２年に１度のドキュメンタリー映画に特

ミュニケーション能力、創造性、情報モラルなど

化した標記映画祭が開催される。

の育成等。

＜日程＞令和元年10月10日（木）～17日（木）

＜表彰＞最優秀賞50万円、優秀賞30万円他。

＜会場＞山形中央公民館（山形県山形市七日町

＜締切＞令和元年10月20日（日）必着。

1-2-39）他。

＜問い合わせ先＞（公財）中央教育研究所内「東

＜内容＞「インターナショナル・コンペティショ

書教育賞」審査事務局

ン」世界各地より応募された15作品上映、「アジ

■第７回グリーンイメージ国際環境映像祭作品

ア千波万波」アジアの新進ドキュメンタリー作家
作品紹介、日本プログラム等。

TEL

03-5390-7488

募集
グリーンイメージ国際環境映像祭実行委員会で

＜問い合わせ先＞NPO法人山形国際ドキュメン

は、環境映像を通して環境問題への理解を深める

タリー映画祭（山形事務局）TEL

ことを目的とした標記映像祭開催にあたり、作品

023-666-4480

■NHK番 組 ア ー カ イ ブ ス 学 術 利 用 ト ラ イ ア ル

を募集している。

2019年度第４回公募募集

＜テーマ＞環境

NHKでは、NHKアーカイブスの保存番組を学

＜ 条 件 ＞ 平 成27年 以 降 に 制 作 さ れ た 作 品。 ド

術的に利用する方法を検討する本プロジェクトに

キュメンタリー、ドラマ、アニメーションなど

おいて、プロジェクトに参加する研究者を募集し

ジャンルは問わない等。

ている。

＜賞＞グリーンイメージ大賞他。

＜応募者の条件＞個人・グループでも参加可。た

＜締切＞令和元年９月30日（月）
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＜問い合わせ先＞グリーンイメージ国際環境映像

https://www.j-stem.jp/inquiry/より問い合わせの

祭実行委員会（一社）環境・文化創造機構内

こと。

TEL

■日本教育工学会研究会「教育方法・授業の改善

03-6451-2411

■「東京ビデオフェスティバル2020」作品募集
NPO法人市民がつくるTVFによる、誰もが参

／一般」
日本教育工学会では、標記をテーマとした研究

加できる「市民による市民のための映像祭」の標

会を開催する。

記フェスティバルでは、映像作品を募集している。

＜日程＞令和元年10月19日（土）

＜募集作品＞20分以内のオリジナル作品で、作

＜会場＞甲南大学岡本キャンパス（神戸市東灘区

品ジャンル、テーマは自由。プロ・アマ・年齢・

岡本8-9-1）

国籍は問わない。

＜内容＞学習の質を高めるための教育方法やその

＜賞＞TVF2020アワード、ビデオ大賞他。

改善・開発に関しての研究報告から、教育現場で

＜締切＞令和元年10月31日（木）

の知見を共有する。

＜問い合わせ先＞NPO法人市民がつくるTVF

＜問い合わせ先＞研究会幹事

TEL

MAIL study-group-core@jset.gr.jp

070-4150-2167

■第17回「全国地域映像コンクール」作品募集
NPO法人地域文化アーカイブスでは、地域で

■日本 NIE 学会第16回鳴門大会
日本NIE学会では、「『新たな時代』に対応した

制作された文化資産等に関する映像を広く募集し、

NIE－教室と社会がつながる学びを－」を大会

顕彰することにより、より一層“地域の文化”を

テーマに標記大会を開催する。

全国に知らしめ、支援・維持・継承に寄与するこ

＜日時＞令和元年10月19日（土）10：00～17：30・

とを目的とした標記コンクールの実施にあたり、

20日（日）8：20～15：00

作品を募集している。

＜会場＞鳴門教育大学 講義棟（徳島県鳴門市鳴門

＜応募作品＞地方公共団体および美術館は博物館

町高島字中島748）

等公共関連団体が企画または制作した動画映像ソ

＜内容＞記念講演、記念鼎談、研究分科会、自由

フト。制作者はプロ・アマを問わない。地域の伝

研究発表、全体会、情報交換会等。

統芸能・文化資産等に関する映像で、テーマは自

＜問い合わせ先＞ 鳴門教育大学地域連携セン

由。

ター

＜賞＞グランプリ、優秀賞他。

■日本教育メディア学会第26回年次大会

＜締切＞令和元年10月31日（木）必着。

TEL

088-687-6593

日本教育メディア学会は、標記年次大会を開催

＜問い合わせ先＞NPO法人地域文化アーカイブ

する。

ス事務局

＜日時＞ 令和元年11月２日（土）10：00～17：00、

TEL

03-5876-3970

学会情報
■日本STEM学会第２回年次大会
日本STEM学会では、「日本におけるSTEM教

３日（日）9：30～16：30
＜会場＞ 徳島文理大学徳島キャンパス９号館
６・７階（徳島県徳島市山城町西浜傍示180）
＜内容＞企画「１オープニングトーク

教育メ

育のありかたとは」をテーマに標記年次大会を開

ディア研究のこれから」
「２教育メディアにとって

催する。

の平成時代（仮）」「３新たなメディアがつくる令

＜日時＞令和元年９月28日（土）13：00～16：40

和時代の学校・地域・文化」、課題研究「１教師の

＜会場＞豊島岡女子学園中学校高等学校（東京都

セルフスタディ」
「２メディア・リテラシー教育に

豊島区東池袋1-25-22）

おける教育メディアの可能性」
「３情報活用能力の

＜内容＞基調講演、シンポジウム「日本版STEM

育成とメディアの活用」
「４探究におけるメディア

スタンダードの開発に向けて（仮）」

活用」、一般研究発表等。

＜問い合わせ先＞日本STEM教育学会

＜問い合わせ先＞ 第26回年次大会事務局
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■第45回全日本教育工学研究協議会全国大会

各地の情報

島根大会

■第71回北海道放送教育研究大会・第65回北海道
視聴覚教育研究大会合同大会（道北・旭川大会）
北海道視聴覚教育連盟他主催により、「心を揺
さぶり

&

主体的・対話的で深い学びを創造する

兼2019年度島根県メディア教育研

究大会（雲南大会）
日本教育工学協会は、「日常的なICT活用が拓
くクリエィテイブな学びを目指して」をテーマに
島根県メディア教育研究会とともに、標記全国大

放送教育・ICT教育」を大会テーマに標記大会が

会を開催する。

開催される。

＜日時＞令和元年10月18日（金）９：30～17：45・

＜日程＞令和元年10月25日（金）

19日（土）９：00～16：50

＜会場＞学校法人旭川宝田学園めいほう幼稚園

＜会場＞島根県民会館（島根県松江市殿町158）他。
＜内容＞公開授業研究協議、パネルディスカッ

（北海道旭川市春光６条６）他。
＜内容＞公開保育（幼）、公開授業、研究協議、全

ション、ワークショップ、研究発表、トークセッ

体講義等。

ション、企業展示等。

＜問い合わせ先＞道北・旭川大会事務局
旭川市立北光小学校

TEL

北海道

0166-51-7712

■第60回放送教育研究会東北大会山形大会・第27
回山形県メディア教育研究大会最上大会
学校視聴覚教育研究会東北連盟他主催により、
「豊かな学びを支えるメディア教育」を大会主題に、

＜問い合わせ先＞第45回全日本教育工学研究協
議会全国大会企画委員会
MAIL

2019_info＠jaet.jp

■熊本県高森町「新たな学び」研究発表会
熊本県高森町教育委員会は、「Society5.0に対
応した資質・能力の育成－主体的・対話的で深い

標記大会が開催される。

学びを促す学習指導の工夫－」をテーマに標記発

＜日時＞令和元年10月９日（水）９：30～16：30

表会を開催する。

＜会場＞山形県新庄市立日新小学校（山形県新庄

＜日時＞令和元年10月25日（金）８：30～16：30

市下金沢町16-4）他。

＜会場＞高森中央小学校（熊本県阿蘇郡高森町大

＜内容＞授業公開、研究協議研究発表、記念講演

字高森1100）、高森中学校（同町大字1955）

等。

＜内容＞公開授業、講演「教育の情報化に関する

＜問い合わせ先＞大会事務局
野学園

TEL

山形県新庄市立萩

教育局情報教育・外国語教育課長）、授業報告会、

0233-25-2015

■第３回関西教育ITソリューションEXPO
リードエグジビションジャパン（株）主催によ
り開催される第３回関西学校･教育

施策の方向性」髙谷浩樹氏（文部科学省初等中等

総合展

EDIX関西において、標記展示会が開催される。
＜日時＞令和元年９月25日（水）～27日（金）10：
00～17：00
＜会場＞インテックス大阪（大阪市住之江区南港

パネル討論等。
＜問い合わせ先＞熊本県高森町教育委員会
TEL

0967-62-0227

文部科学省選定作品
■７月選定

D

DVD

「受動喫煙も有害です

タバコの煙の害のない社

北1-5-102）

会環境づくり」 D 22分＜成人、職業生活一般（職

＜内容＞セミナー、最新の学校設備･ICT機器を

場生活の健康、安全）＞（株）映学社

使 っ た 模 擬 授 業 等、 な お 併 催 の 第 １ 回 関 西

「夫婦で黒炭をつくる」 D 22分＜青年・成人、教

STEMEXPOでは、プログラミング教育、ロボッ

養＞夫婦で黒炭をつくる製作委員会

ト、VR、AR、AI教育支援ゾーンなども設置。

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

＜問い合わせ先＞リードエグジビションジャパン

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

（株）関西学校・教育総合展事務局

main9_a1.htm
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