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AV Material
ニュースクリップ & 映像教材
■５分でわかる実践映像 専修学校の
遠隔授業オンラインセミナー公開
文部科学省では、初めて遠隔授業に取り組
む専修学校の教育関係者に向けて、実践映像
を紹介している。
（写真）
。内容は、遠隔授業を
行う上での工夫、講義や実習の取組、生徒の
通信環境等への配慮など。
詳細は、
「
【５分でわかる実践映像】専修学校の
遠隔授業オンラインセミナー（一覧）
」https://
www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/
main11_a1.htmを参照のこと。
＜内容＞小学校４年生以上を対象。災害の仕組み

ＡＶ情報

を科学的に、かつ楽しく理解ができるような実験

■著作権教育 啓発漫画「STOP！海賊版」公開
令和２年６月５日成立の改正著作権法において、

動画。「液状化実験」
「地震の揺れ実験」
「なだれ実
験」の３本を配信。詳細は、下記を参照のこと。

海賊版対策の強化とともに学校等を通じた教育の

https://www.bosai.go.jp/introduction/movie.html

充実、国民への普及啓発についてが規定されたこ

＜問い合わせ先＞国立研究開発法人防災科学技術

とにより、経済産業省は、（一社）コンテンツ海外

研究所企画部広報・ブランディング推進課

流通促進機構及び出版広報センターと連携し、啓

TEL

発漫画を公開した。

■こども映画館2020年の夏休み★

＜内容＞児童生徒への著作権教育の活用として、
「STOP！海賊版」の描き下ろし漫画全16作品を公

029-863-7789

国立映画アーカイブは、中学生以下を対象に、
映画鑑賞を通し映像リテラシーを育むことなどを

開。動画バージョンも順次公開予定。

目的に標記イベントを開催する。

詳細は、下記を参照のこと。

＜日程＞令和２年７月31日（金）・８月１日（土）・

http://coda-cj.jp/enlightenment/manga.html

７日（金）・８日（土）

＜問い合わせ先＞経済産業省商務情報政策局コン

＜会場＞国立映画アーカイブ（東京都中央区京橋

テンツ産業課

3-7-6）

TEL

03-3501-1511（内線4061）

■Dr.ナダレンジャーの防災科学教室

動画配信

＜内容＞解説付き映画上映など。要事前申込。

開始

詳細は、下記を参照のこと。

防災教育を推進している国立研究開発法人防災

https://www.nfaj.go.jp/learn/kids/

科学技術研究所では、家庭でも防災を学べるよう

＜問い合わせ先＞国立映画アーカイブこども映画

標記動画を作成、公開した。

館係
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TEL

050-5541-8600
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志望者で日本でのデビューを目指す方○CGアニ

研究会情報

メコンテスト CGアニメクリエーター志望者で日

■情報教育セミナー2020
（公財）学習情報研究センターでは、「AI時代の

本でのデビューを目指す方またはプロの方でも自
主制作作品を応募される方。

教育の実現」をテーマに標記セミナーを開催する。

＜賞＞全応募作品の中から大賞１作品。各部門賞

＜日時＞令和２年７月30日（木）９：15～16： 45

に優秀賞、準優秀賞、入選ほか。

＜会場＞一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2学

＜締切＞令和２年７月31日（金）17：00（日本時

術総合センター2F）

間）まで。

＜内容＞基調講演、学習デジタル教材コンクール

＜問い合わせ先＞京都市産業観光局クリエイティ

表彰式、AI時代の教育学会総会等。

ブ産業振興室

＜問い合わせ先＞（公財）学習情報研究センター

■第17回日本e-Learning 大賞 事例募集

TEL

03-6205-4531

コンクール情報
■第40回「地方の時代」映像祭2020 作品募集

TEL

075-222-3337

日本工業新聞社、（一社）e-Learning Initiative
Japan主催による標記大賞では、eラーニングを活
用した優れた事例を顕彰することを目的に、事例
を募集している。

吹田市、関西大学、日本放送協会、日本民間放

＜応募について＞応募テーマは自由。企業・自治

送連盟、日本ケーブルテレビ連盟主催による標記

体・団体・学校などから広く募集。審査共通評価

映像祭の高校生（中学生）部門において作品を募

基準をもとに、応募作品の中から教育ICTの発展

集している。

を予感させるコンテンツ、サービス、ソリュー

＜応募について＞高校生、高等専門学校生、中学

ション、導入事例などへの日頃の取組を評価する。

生のグループまたは個人が対象。応募本数制限無

＜賞＞日本e-Learning大賞１点、経済産業大臣賞、

し。中学生、高校生の視点で「学校生活」や「地

文部科学大臣賞、総務大臣賞、厚生労働大臣賞各

域」、「時代」をとらえた映像作品が対象。60分以

１点ほか。

内の収録をめどとする。2018年７月１日～2020

＜締切＞令和２年７月31日（金）

年７月31日までに制作された作品。放送もしく

＜問い合わせ先＞（一社）e-Learning Initiative

は発表の実績有無は問わない。参加費無料。

Japan内 第17回日本e-Learning大賞事務局 MAIL

＜賞＞全参加作品の中から１点をグランプリ、各

info@elearning-initiative.com

部門ごとに優秀賞、奨励賞

■統計データ分析コンペティション2020 論文募

＜締切＞令和２年７月31日（金）消印有効。

集

他部門については、下記を参照のこと。

総務省統計局では、統計リテラシーの向上を図

https://www.chihounojidai.jp/
＜問い合わせ先＞「地方の時代」映像祭実行委員
会事務局

TEL

06-6363-3874

■京都国際マンガ・アニメ大賞 作品募集
京都市及び京都国際マンガ・アニメフェア実行

るため公開している、地域別の統計をまとめた
「教育用標準データセット（SSDSE）」を広く一般
に提供している。このSSDSEに基づいた統計分
析のアイデアと技術を競うコンペティションとし
て論文を募集する。

委員会では、クリエイターの発掘、育成を目指し

＜応募について＞〇高校生の部 高等学校及び高

た国際コンテスト開催にあたり、作品を募集して

等専門学校（１～３年次）の生徒 〇大学生・一般

いる。

の部

＜応募について＞○マンガコンテスト 日本でのプ

攻科）、大学、大学院生、及び一般（統計分析等の

ロデビューを目指すマンガ家志望者またはプロの

学習を目的とする方）グループ応募及び教諭の指

方で現在商業誌に掲載されてない方○イラストコ

導も可。詳細は、下記を参照のこと。

ンテスト プロのマンガ家またはイラストレーター

https://www.nstac.go.jp/statcompe/call.html

短期大学、高等専門学校（４、５年次、専
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イベント
2020（令和２）年度視聴覚教育関係行事予定（2020／６／25現在）
名
称
文化庁令和２年度著作権セミナー

期

青森県
宮城県
秋田県
群馬県
埼玉県
新潟県
愛知県
鳥取県
香川県
高知県
北九州市
佐賀県
第 24 回視聴覚教育総合全国大会・第 71 回
放送教育研究会全国大会合同大会
＜教育コミュニケーションズ イン
ジャパン＞
学視連ブロック大会
関東甲信越
東海北陸
近畿 
第 24 回視聴覚教育総合全国大会・第
71 回放送教育研究会全国大会合同大
会として開催
九州
全放連ブロック大会
北海道
東北
関東甲信越
東海北陸
近畿 
第 24 回視聴覚教育総合全国大会・第
71 回放送教育研究会全国大会合同大
会として開催
中国
四国
九州
日本教育情報学会 第 36 回年会
日本教育工学会 2020 年秋季全国大会
第 27 回 日本教育メディア学会年次大会

日

場

一般財団法人日本視聴覚教育協会調べ
所

主 催 等
文化庁、開催地都道府県教育委員
会他

12 月９日
12 月 22 日
令和３年１月 22 日
9 月４日
９月 30 日
８月 28 日
９月 11 日
10 月 21 日
8 月 24 日
９月３日
12 月 16 日
12 月 25 日

青森県観光物産館アスパム（青森県青森市）
宮城県庁（仙台市）
秋田県庁大会議室（第２庁舎８階）
（秋田県秋田市）
群馬会館（群馬県前橋市）
埼玉県県民健康センター大会議室 A・B（さいたま市）
新潟県立生涯学習推進センター（新潟市）
愛知県陶磁美術館（愛知県瀬戸市）
とりぎん文化会館第２会議室（鳥取県鳥取市）
香川県庁ホール（香川県高松市）他
高知市文化プラザかるぽーと大ホール（高知県高知市）
北九州国際会議場（北九州市）
佐賀県勤労者総合福祉センター（メートプラザ佐賀）（佐賀県佐賀市）

11 月 13・14 日

オンライン開催を検討中

紙面開催
紙面開催
11 月 13・14 日

研究紀要・資料等送付
研究紀要・資料等送付
オンライン開催を検討中

視聴覚教育総合全国大会連絡
協議会、全国放送教育研究会連
盟､ NHK
日本学校視聴覚教育連盟他

令和３年２月 12 日 大分市立松岡幼稚園（大分県大分市）他
11 月６日
11 月 27 日
11 月 20 日
８月 25 日
11 月 13・14 日

むかわ町立鵡川中央小学校（北海道勇払郡むかわ町）他
秋田市立土崎南小学校（秋田県秋田市）他
学校法人畠山学園はまの幼稚園（千葉市）他
ウインクあいち（名古屋市）
オンライン開催を検討中

８月 21 日
10 月 23 日
令和３年２月 12 日
８月 22・23 日
９月 12・13 日
10 月 17・18 日

山口県セミナーパーク（山口県山口市）
認定こども園杉の子せと幼稚園（高知県高知市）他
大分市立松岡幼稚園（大分県大分市）他
年会論文集発行・札幌学院大学での当日発表等中止
オンライン開催
岩手県立大学（岩手県滝沢市）現地開催とオンラ
イン開催を検討中
オンライン開催

第 46 回 全日本教育工学研究協議会全国 11 月６・７日
大会（鹿児島大会）
e ラーニングアワード 2020
11 月 11 ～ 13 日

オンライン開催

Inter BEE2020
11 月 18 ～ 20 日 幕張メッセ（千葉市）
本欄掲載のイベント開催等の最新情報は、主催者にご確認ください。

＜賞＞総務大臣賞、優秀賞、統計数理賞、統計活

全国放送教育研究会連盟他

日本教育情報学会
日本教育工学会
日本教育メディア学会
日本教育工学協会

（一社）e-Learning Initiative
Japan 他
（一社）電子情報技術産業協会

文部科学省選定作品

用奨励賞ほか。
＜締切＞エントリーは、令和２年８月11日（火）
まで。論文は、〇高校生の部 令和２年９月10日
（木）〇大学生・一般の部

同年９月１日（火）と

■５月選定
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、文部科
学省内での５月の審査会はすべて中止。

もに、18：00

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＞統計データ分析コンペティショ

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

ン事務局（独）統計センター情報技術センター技

main9_a1.htm

術研究開発課

※本欄掲載のイベント開催等の最新情報は、主催

MAIL statcompe_atmark_nstac.

go.jp
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者＜問い合わせ先＞にご確認ください。

