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ニュースクリップ & 映像教材
■長野県喬木村 ICT公開授業
「新たな学びin TaKaGi2019」
長野県喬木村教育委員会では、喬木第一小
学校、喬木第二小学校、喬木中学校の３校共
通研究テーマ「表現する力を育む」ことを目指
して、これからの学びについての公開授業等を
令和元年11月14日（木）に行う。当日は遠隔
合同授業やICT活用授業を公開。
http://www.vill.takagi.nagano.jp/
docs/2019100900019/

文部科学省情報
■小学校プログラミング教育に関する指導案集
文部科学省では、2020年度からの小学校プロ

にそれらに準ずる研究者、大学院生（社会人大学
院生に限る）や民間企業等に所属する研究者。
＜募集する共同研究と助成＞戦略研究公募型（年
間上限150万円）、研究企画会合公募型（年間上限

グラミング教育の実施に向けて、実際に授業実践

80万円）、自由提案公募型（年間上限100万円）。

を行いながら内容を検討し、教員等が参考にでき

詳細は、下記を参照のこと。

るよう指導案集をとりまとめた。15の指導案が

https://www.nii.ac.jp/research/collaboration/koubo/

132頁にわたり、下記に公開されている。

＜申請書提出期限＞令和元年12月２日（月）当日

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

消印有効。

detail/__icsFiles/afieldfile/2019/10/03/421730_001.pdf

＜問い合わせ先＞国立情報学研究所総務部企画課

＜問い合わせ先＞文部科学省初等中等教育局情報

社会連携推進室公募型共同研究担当

教育・外国語教育課 TEL 03-5253-4111（代表）

TEL

AV情報
■2020年度共同研究公募
国立情報学研究所では、情報学分野での「未来

03-4212-2139

■第21回図書館総合展
図書館総合展運営委員会主催により、図書館、
読書・出版、学術情報、資料保存・保管等に関す
る標記展示会を開催する。

価値創成（学術創成）」を目指し、国内外の大学及

＜日時＞令和元年11月12日（火）～14日（木）

び研究機関の研究者との共同研究を推進しており、

10：00～18：00

標記共同研究の公募を行っている。

＜会場＞パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみら

＜応募資格＞国内の大学・短期大学・高等専門学

い1-1-1）他。

校及び大学共同利用機関等に所属する研究者並び

＜内容＞フォーラム、ポスターセッション、トー
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クイベント、ワークショップ、ブース展示会等。

＜応募資格＞18歳以上の学生・一般及び小･中・

＜問い合わせ先＞（株）カルチャー・ジャパン

高等学校の児童・生徒。先生方が教材研究で撮影

MAIL

したり、児童・生徒が撮影した写真等。

LF@j-c-c.co.jp

コンクール情報
■第４回日本こども映画コンクール作品募集
毎日映画社他主催による、子どもの製作した映

＜賞＞東書フォトコンテスト賞、児童生徒部門最
優秀賞他。
＜締切＞令和元年12月２日（月）
＜問い合わせ先＞東書フォトコンテスト係

画を対象とする標記コンクールでは、作品を募集

TEL

03-5390-7546

している。

■SNSトラブル防止動画コンテスト作品募集

＜対象＞小学４年生〜中学３年生。編集・撮影時

東京都では、SNS利用によるトラブル増加に

に大人の手が加わった場合、主体が子どもであれ

対し、若者が被害の問題に関する動画等を自ら作

ば可とする。１年以内（2018年12月１日～2019年

成することで問題に対する意識啓発を図るきっか

11月30日）に製作された作品。テーマ、ジャンル、

けとすることを目的に、標記コンテストを実施す

製作方法はすべて自由。実写、アニメーション、

る。実施にあたり、作品を募集している。

CG な ど す べ て の 映 像 表 現 が 対 象。10分 以 内。

＜募集テーマ＞「スマホでSNSを使うときに気を

ネットまたは、DVDで応募のこと。詳細は、以

付けたいこと」をコンセプトに、①その言葉、相

下参照のこと。https://japan-jfa.com

手の気持ちと同じ気持ちかな？、②ちょっと待っ

＜締切＞令和元年11月30日（土）

てその写真大丈夫？、③ガーン！グループトーク

＜問い合わせ先＞日本こども映画コンクール事務

の罠、④スマホさわりすぎじゃない？の４つ。

局

＜募集作品＞動画作品のほか静止画作品（写真、

TEL

03-3518-4112

■「第11回座・高円寺ドキュメンタリーフェス

イラスト等）

ティバル」コンペティション部門作品募集

＜応募資格＞東京都内在住・在学・在勤の13～29

座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル実

歳までの方（個人、団体は問わない）。

行委員会では、標記部門での作品を募集している。

＜賞＞最優秀賞（副賞５万円相当の旅行券）他、入

＜応募規定＞ドキュメンタリー映画、文化映画、

賞作品（副賞映像関係機器等）10作品を選定。

記録映画、科学映画、教育映画、TV番組など。

＜締切＞令和元年12月25日（水）

作 品 尺 は 問 わ な い。 制 作 年 次 が 過 去 ３ 年 以 内

＜問い合わせ先＞事務局

（2016年以降に制作）のものに限る。応募形態は、
DVD。応募料は、作品１点につき2,000円。詳細
は、以下参照のこと。http://zkdf.net/
＜賞＞大賞

賞金10万円

TEL

03-5403-2628

学会情報
■日本生涯教育学会第40回大会
日本生涯教育学会は、国立教育政策研究所との

＜締切＞令和元年11月30日（土）当日消印有効。

共催により、標記大会を開催する。

＜問い合わせ先＞座・高円寺ドキュメンタリー

＜日時＞令和元年11月30日（土）12：00～18：00、

フェスティバル実行委員会「コンペティション部

12月１日（日）10：00～15：30

門」事務局（株）ドキュメンタリー・ジャパン

＜会場＞国立教育政策研究所社会教育実践研究セ

TEL

ンター（東京都台東区上野公園12-43）

03-5570-3551

■第12回東書フォトコンテスト写真募集
東京書籍（株）では、標記コンテストにおいて、

＜内容＞生涯学習政策研究フォーラム「多様な学
習機会の創出と生涯学習－急激な社会変化に対応

授業で活用できる写真を募集している。

する社会教育とは－」、研究発表（生涯学習実践事

＜応募部門＞理科部門（生物・生態／観察・実験

例研究部会）等。

／地学）、社会部門（国土・環境／経済・産業／歴

＜問い合わせ先＞日本生涯教育学会

史・民俗／国際理解）

6824-9372
視聴覚教育
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開催する。

各地の情報

＜日時＞令和元年11月14日（木）13：15～16：35

■第39回「地方の時代」グランプリ受賞作品上映会
吹田市、関西大学、日本放送協会、日本民間放

＜会場＞京都府八幡市立有都小学校（京都府八幡
市内内里北ノ山31）

送連盟、日本ケーブルテレビ連盟の共同主催によ

＜内容＞公開授業、全体会・パネルディスカッ

る標記映像祭の作品上映会を開催する。

ション、分科会「ICT活用」「情報モラル」等。

＜日程＞令和元年12月７日（土）13：30～17：00

＜問い合わせ先＞京都府八幡市立有都小学校

＜会場＞関西大学東京センター（東京都千代田区

TEL

丸の内1-7-12サピアタワー９F）

■令和元年度佐賀県教育フェスタ－ICT利活用教

075-981-3143

＜内容＞「地方の時代」グランプリ受賞作品上映、

育・さがを誇りに思う教育－」

制作者・出演者等と語り合い。詳細は、以下を参

佐賀県教育委員会では、標記をテーマに、ICT

照のこと。https://www.chihounojidai.jp

を利活用した授業公開等を行う。

＜問い合わせ先＞「地方の時代」映像祭実行委員

＜日時＞令和元年12月13日（金）・14日（土）９：

会事務局

00～16：30

TEL

06-6363-3874

■「映画テレビ技術フェアin関西2019」

なお、13日の開始時間は、授業公開

各校による。

（一社）日本映画テレビ技術協会主催により、標

＜会場＞佐賀市立東与賀文化ホール（佐賀県佐賀

記イベントが開催される。

市大字下古賀1228-3）

＜日時＞令和元年12月５日（木）・６日（金）10：

＜内容＞各県立学校ICT利活用授業公開、高校生

00～18：30

ICT利活用プレゼンテーション大会等。

※６日は、17：00まで。

＜会場＞クリエティブネットワークセンター大阪

＜問い合わせ先＞佐賀県教育庁教育情報化支援室

メビック扇町（大阪市北区扇町2-17カレテレ扇町

TEL

スクエア３Ｆ）

■第29回青少年インターネット利用環境づくり

0952-25-7222

＜内容＞最新技術セミナー、機器展示会等。

フォーラムin長崎

＜問い合わせ先＞（一社）日本映画テレビ技術協

内閣府主催による標記フォーラムが開催される。

会

MAIL

＜日時＞令和元年11月29日（金）10：00～16：00

seminar2@mpte.jp

■令和元年度第68回近畿放送教育研究大会 第69
回近畿学校視聴覚教育研究大会 奈良大会

第

＜会場＞長崎県庁大会議室（長崎県長崎市尾上町
3-1）

55回奈良県放送教育研究大会

＜内容＞県内情勢の説明、基調講演、討議「子ど

近畿学校視聴覚教育研究連盟他主催により、

もを育むためのセーフティなインターネット利用

「『生きる力』をはぐくみ、『深い学び』の実現に向

環境づくりを目指して」等。

けた放送・メディア教育を創造しよう」を主題テー

＜問い合わせ先＞青少年インターネット利用環境

マに標記大会が開催される。

づくりフォーラム事務局（株）プロセスユニーク

＜日時＞令和元年11月22日（金）９：00～16：15

内

＜会場＞奈良市西部会館（奈良県奈良市学園南
3-1-5）他。
＜内容＞公開授業、校園種別研究実践部会、記念
講演会等。

TEL

03-6264-6433

文部科学省選定作品
■９月選定

D

DVD

「薬物乱用はなぜいけないのか」 D 19分＜少年､

＜問い合わせ先＞大阪市小学校情報教育研究会視聴

健康・スポーツ（保健・衛生）＞東映(株）

覚部 大阪市立小松小学校校長 TEL 06-6328-1936

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

■令和元年度京都府小学校教育研究会情報教育研

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

究大会
京都府小学校教育研究会では、標記研究大会を
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