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ニュースクリップ & 映像教材
■GIGAスクール構想の実現に向けた
意見交換会開催
令和2年2月14日(金）
、標記意見交換会が開
催された。文部科学省が進める「GIGAスクー
ル構想の実現」に向けて、民間企業や業界団
体からの支援協力が必要不可欠であり、PC関
連事業者、CPU、OS、販売事業者、通信事業
者、団体等29社8団体が参加した。当日は萩生
田光一文部科学大臣が出席し意見交換が行わ
れた（写真）
。



文部科学省、総務省、経済産業省ならびに、小

文部科学省情報

学校プログラミング教育を推進する未来の学びコ

■「学校における先端技術・データ活用推進フォー
ラム」合同成果報告会

開催中止により、動画

ンソーシアムでは、小学校プログラミング教育の
充実を図るため、通称「みらプロ」として、企業

配信を予定

と連携し、総合的な学習の時間における指導案等

文部科学省は、「エビデンスに基づいた学校教

の提供を行う取組を実施する。実施にあたり、実

育の改善に向けた実証事業」の報告会として、総

施希望校を募集している。

務省の「スマートスクール・プラットフォーム実

＜応募・登録方法＞①「企業訪問受入」、②「講師

証事業」と合同で、令和２年３月10日（火）12:30

派遣」の実施を希望する学校は、令和２年３月13

～16:15、文部科学省本館講堂（東京都千代田区霞

日（金）12:00までに下記ＵＲＬより登録のこと。

が関3-2-2）において報告会を開催予定であったが、

希望者多数の場合は、抽選。③「動画教材提供」

新型コロナウィルスの影響により、会の開催を中

を希望する学校は、令和２年４月13日（月）12:00

止し、当日予定していたプログラム（第１部「文

までに下記ＵＲＬより登録のこと。

部科学省実証および総務省実証合同会議」）を動画

https://pf.mext.go.jp/admission/mirapro2020-a.html

配 信 す る 予 定 と し た。 視 聴 希 望 者 は、https://

＜問い合わせ先＞未来の学びコンソーシアム事務

nttls-edu.jp/form/forum20200310/ より申し込み

局

のこと。
＜問い合わせ先＞文部科学省初等中等教育局情報
教育・外国語教育課

TEL 03-6734-3263

■「みらプロ2020」実施 「企業訪問受入」
「講師
派遣」「動画教材提供」の希望校募集

文部科学省内

TEL

03-5253-4111（代表）

AV情報
■著作物の教育利用に関する関係者フォーラム
「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論
点整理」公表
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News Clip
2018年５月に公布された改正著作権法により

&

AV Material

目的とし、教科書に関連する研究に奨励金を交付

開始が予定されている「授業目的公衆送信補償金

しており、その交付先を公募している。

制度」に関して、「著作物の教育利用に関する関係

＜助成対象＞日本および諸外国の学校またはその

者フォーラム」（共同座長 竹内比呂也（千葉大学

他の教育機関で使用されている教科書についての

副学長）他）が、「改正著作権法第35条運用指針

さまざまな研究。教科は問わない。教科横断的な

策定に関する論点整理」を公表した。詳細は、以

研究、外国の教科書研究など。

下を参照のこと。https://i.r.cbz.jp/cc/pl/ydnb7677/

＜応募資格＞大学院生、大学教員、研究者。個人

kox4bsa4invy/x7ehdhsv/

研究または共同研究。共同研究の場合は、代表者

＜問い合わせ先＞（一社）授業目的公衆送信補償金

１名が応募のこと。

等管理協会 TEL 03-6381-5026（平日9:30～17:30）

＜交付金額＞１件につき20万円。

■ポーラ伝統文化振興財団助成先募集

＜締切＞令和２年４月25日（土）

（公財）ポーラ伝統文化振興財団では、日本の伝
統文化の維持・向上に貢献するため助成先を募集
している。
＜対象分野＞伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能
行事の各分野で保存・伝承・振興活動で、有効な成
果が期待できる事業に対し、補助的な援助を行う。
＜助成期間＞１事業年度単位（４月１日〜翌年３
月31日までの１年間）、長期にわたる事業の場合、

＜問い合わせ先＞（公財）中央教育研究所
TEL

03-5390-7488

研究会情報
■学校とICTフォーラム

2020東京 「新しい時

代を生きる子どもたちにー『今』
『これから』必
要な学びと環境とはー」
（一社）日本教育情報化振興会では、標記をテ

３年度をめどに複数年助成を行うことがある。

ーマとしてフォーラムを開催する。

＜助成金額（目安）＞補助的な援助を実施するこ

＜日時＞令和２年４月25日（土）13：05～17：20

とを前提に１件あたり、30～200万円程度。

＜会場＞品川プリンスホテルアネックスタワー

＜締切＞令和２年３月31日（火）当日消印有効。

5Fプリンスホール（東京都港区高輪4-10-30）

＜問い合わせ先＞（公財）ポーラ伝統文化振興財

＜内容＞基調講演「これからの教育の情報化を展

団事務局

望する－１人１台環境を見据えて－」中川一史氏

TEL

03-3494-7653

（10：00〜17：00※土日祝祭日除く）
■第10回コンテンツ東京
リードエグジビションジャパン（株）主催によ
る、標記展示会が開催される。
＜日時＞令和２年４月１日（水）～３日（金）
10：00～18：00
＜会場＞東京ビッグサイト西展示棟（東京都江東
区有明3-11-1）
＜内容＞映像・CG制作／コンテンツ配信・管理、

（放送大学教授）、実践発表、喫緊課題、ICT×教
員研修、ICT環境整備と課題、展示・体験等。
＜問い合わせ先＞「学校とICTフォーラム」事務
局Sky（株）内

TEL

03-5796-2752

コンクール情報
■第36回「学習デジタル教材コンクール」作品
募集
（公財）学習情報研究センターでは、標記コン

クリエイターEXPO／先端デジタルテクノロジー

クールの作品を募集している。

など、７つの展示会と講演等。要事前申込。

＜対象作品＞ ○教員等が作成したもの。文字や

＜問い合わせ先＞コンテンツ東京展示会事務局

画像、朗読（音声）、動画等を使ったわかりやすく

リードエグジビションジャパン（株）

豊かな学習を実現するデジタル教材／映像素材提

TEL

示等のためのWebページ等。

03-6630-8093（平日9：00～18：00）

■令和２年度「教科書研究奨励金」公募
（公財）中央教育研究所では、若手の研究者によ
る教科書に関する研究の発展と日本教育の改善を

○児童生徒が作成したもの。教員の指導のもとに
児童生徒が学習活動の一環として作成した上記形
態の学習者用デジタル教材。
視聴覚教育
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＜応募資格＞ ○団体（学校、教育委員会、教育セ

TEL

072-721-3080

ンター、その他教育機関、研究グループ等、教員

■公開講演会「AI戦略の地方への展開－大学にお

の指導のもとにある児童生徒）

けるデータサイエンス教育と地域連携」

○個人（学校の教員、教育委員会、教育センター

日本学術会議では、標記をテーマとした公開講

の教育関係専門職、その他教育経験者等）

演会を開催する。

＜賞＞ 文部科学大臣賞、学情研賞他。

＜日時＞令和２年３月21日（土）12：50～17：00

＜応募期限＞令和２年５月８日（金）

＜会場＞山口大学吉田キャンパス共通教育棟１番

＜問い合わせ先＞（公財）学習情報研究センター

教室（山口県山口市吉田1677-1）

コンクール係

＜内容＞講演「政府のAI戦略について」佐藤文一

TEL 03-6205-4531

■パラパラアニメーションコンテスト2020



氏（内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベー

作品募集

ション担当））、「大学におけるデータサイエンス

広島国際アニメーションフェスティバル実行委

教育と地域との連携」他。

員会では、令和２年８月開催予定の第18回広島

＜問い合わせ先＞山口大学 学術研究部研究推進課

国際アニメーションフェスティバル（主催

TEL

広島

市、公益財団法人広島市文化財団ほか）において、
アニメーションにして上映するパラパラアニメー

083-933-5011

文部科学省選定作品

ション作品を募集している。

■１月選定

＜部門＞未就学児部門、小学生１～４年生部門、

特別選定「ケアニン～こころに咲く花～」 B 101

小学生５・６年生部門、中学生部門。作品が完成

分＜少年・青年・成人、教養＞（株）ワンダーラ

した時の学年で部門分けとする。

ボラトリー※少年においては選定

＜応募作品＞１年以内に制作した作品。共同制作

B

Blu-ray

「いのちと向き合う

D

DVD

がんを学ぼう②がんを通し

による作品の応募は不可。作品（30～60枚程度）

て≪命≫を考える」D 20分＜少年・青年・成人、健

の表面に作品名を記入のこと。

康・スポーツ（生命問題）＞（株）サン・エデュ

＜各賞＞グランプリ１点、特別優秀賞

数点他。

＜締切＞令和２年５月８日（金）

ケーショナル
「いのちと向き合う

がんを学ぼう

①がんって

＜問い合わせ先＞広島国際アニメーションフェス

なんだろう？」 D 18分、「同

ティバル実行委員会

る社会」D 18分＜青年・成人、健康・スポーツ（保

TEL 082-245-0245

③がんと共に生き

健・衛生）＞（株）サン・エデュケーショナル

各地の情報

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

■2019年度春の研究発表大会
大阪私学教育情報化研究会では、標記大会を開
催する。
＜日時＞令和２年３月21日（土）14：00～17：30
＜会場＞大阪ユビキタス協創広場CANVAS
（株）内田洋行内（大阪市中央区和泉町2-2-2）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/movie/
main9_a1.htm

短信
■訃報
平成23年度第15回視聴覚教育総合全国大会・第

＜内容＞全体講演「みらいの教室（仮）」浅野大介

53回放送教育研究会東北大会

合同大会（宮城大

氏（経済産業省商務サービスグループ教育産業室

会）実行委員長を務められた元日本学校視聴覚教

長）、分科会「実践報告」教科授業でのICT活用／

育連盟理事の菊地秀敏氏が令和２年２月23日ご

情報Ⅰに向けた授業実践（仮）、情報交換「隣の学

逝去された。享年67歳。

校は何してる？」等。
＜問い合わせ先＞研究会事務局 （アサンプショ
ン国際中学高等学校

岡本教諭）

※本欄掲載のイベント開催等の最新情報は、主催
者＜問い合わせ先＞にご確認ください。
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