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ニュースクリップ & 映像教材
＜問い合わせ先＞（株）日経イベント・プロ内ケー

協会情報

ブル技術ショー事務局

■第24回 視聴覚教育総合全国大会
教育研究会全国大会

第71回 放送

合同大会（大阪大会）オ

TEL

03-6812-8653

■2020年度放送文化基金助成先募集
（公財）放送文化基金では、放送文化の発展向上

ンライン開催

に寄与することを目的として、放送に関連する調

テーマ「ネットワーク社会におけるメディアと

査・研究、事業に対する助成を行っており、その

ヒューマンコミュニケーション
自らを見つめ

情報と向き合い、

ともに学びともに育つ

新たな創

助成先を募集する。
＜対象＞○技術開発／放送技術に関する研究・開

造」として、令和２年11月13日（金）・14日（土）

発─映像・音響にかかわりある基礎的研究および

に開催予定の全国放送教育研究会連盟、NHK、

人間の生理・心理等に関する研究など。○人文社

視聴覚教育総合全国大会連絡協議会主催による

会・文化／放送に関する人文・社会科学的な調査・

（第77回近畿学校視聴覚教育研究大会

第69回近

研究、および文化的な事業─放送の社会的、文化

畿放送教育研究大会を兼ねる）標記合同大会が、

的、教育的な役割、影響、効果に関する調査・研

オンラインにより開催されることとなった（P.21

究など。

参照）。詳細は、下記を参照のこと。

＜内容＞令和３年４月から令和４年３月に実施す
る研究・開発・事業。助成金は、6,000万円を予定

http://www.javea.or.jp/soutai/

（1件あたり申請限度額500万円）。

AV情報
■ケーブル技術ショー2020

＜申請期間＞令和２年９月1日（火）～30日（水）
オンライン展示会

開催中
（一社）日本 CATV 技術協会、（一社）日本ケー
ブルテレビ連盟、（一社）衛星放送協会主催により、

＜問い合わせ先＞（公財）放送文化基金
TEL

03-3464-3131

■第18回広島国際アニメーションフェスティバル
広島市、広島国際アニメーションフェスティバ

「ケーブル技術イノベーションが拓く、新たな社

ル実行委員会、（公財）広島市文化財団による標記

会－地域を創る、ひとりひとりの豊かな社会を目

フェスティバルが新型コロナウイルス感染を考慮

指して－」をテーマに、標記展示会がオンライン

し、縮小してオンライン開催される。

開催されている。

＜日程＞令和２年８月20日（木）～24日（月）

＜日程＞令和２年８月31日（月）まで。

＜内容＞オンライン会議によるコンペティション

＜内容＞「バーチャルブース」「コンテンツサー

審査、受賞作品インターネット公開を検討中。

チ」
「オンラインテックセミナー」等、ケーブルテ

＜問い合わせ先＞広島国際アニメーションフェス

レビの最新製品について静止画・動画による紹介。

ティバル実行委員会事務局 TEL 082-245-0245
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■「2020年度子どもたちの“こころを育む活動”」
募集

AV Material

名（任意でアシスタントコーチ１名を追加可）等。
＜部門＞○中学生の部

（公財）パナソニック教育財団は、家庭、地域、

&

○高校生の部

＜応募について＞作品は、Webブラウザで閲覧で

学校、企業などが、子どもたちのこころを育むた

きるものとし、第23回コンテスト開催年度期間

めに献身、努力している活動を募集している。

中に制作された未発表作品に限る。以下の２つの

＜対象となる活動＞家庭、地域、学校、企業など

区分から選択すること。①Web教材

の さまざまなグループで、継続している活動。

たちがそのテーマについて学習できるようになっ

＜賞＞全国大賞１件（50万円）、優秀賞５件（20

ているWeb教材。②問題解決

万円）程度。

決すべき問題を取り上げ、問題点とその解決策、

＜締切＞令和２年９月11日（金）17：00

解決に至るまでのプロセスなどを資料やデータ等

＜問い合わせ先＞（公財）パナソニック教育財団

に基づき論理的に提示。

実際に存在する解

作品テーマは、科学・数学、芸術・文学、社会

内こころを育む総合フォーラム事務局
TEL

ほかの生徒

科学、スポーツ・保健、学際（複数の分野にまた

03-5521-6100

がるもの）の５つのカテゴリーから選択すること。

コンクール情報

＜賞＞最優秀賞・文部科学大臣賞、総務大臣賞、

■ICT夢コンテスト2020 実践事例募集
（一社）日本教育情報化振興会は、全国的にICT

経済産業大臣賞ほか。
＜締切＞参加申込

令和２年９月10日（木）17：00

を有効に活用した教育活動が実践されるようにな

作品提出

ること目的とした標記コンテストにおいて、教育

＜問い合わせ先＞NPO法人学校インターネット

の実践事例を募集している。

教育推進協会

＜対象＞学校の教職員（ICT支援員などの外部職

局

員を含む）、教育委員会・教育センター、保護者、

■第16回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリ

地域のボランティア、大学、企業、NPO法人等。
＜テーマ＞例 ICTを活用した効果的な授業、児

MAIL

同年11月24日（火）17：00
全国中学高校Webコンテスト事務

sec@japias.jp

ティコンクール」2020作品募集
（独）情報処理推進機構（IPA）では、標記コン

童生徒の情報活用能力育成、ICT活用に関する校

クールの作品を募集している。

内教員研修、学校の授業や行事に対するICTを活

＜テーマ＞情報モラルおよび情報セキュリティ

用した支援活動など。

＜応募資格＞国内の学校。小学生、中学生、高校

＜賞＞文部科学大臣賞（学校／地域）、総務大臣

生・高専生

賞、NHK賞ほか。

＜部門＞標語、ポスター、4コマ漫画、書写（硬

＜締切＞令和２年９月30日（水）

筆）、活動事例

＜問い合わせ先＞（一社）日本教育情報化振興会

＜表彰＞活動事例

ICT夢コンテスト事務局

動事例賞

TEL 03-5575-5365

■全国中学高校Webコンテスト 作品募集
NPO法人学校インターネット教育推進協会で

文部科学大臣賞１校、優秀活

10校以内。最優秀賞３作品（標語、ポ

スター、４コマ漫画の各部門１作品）、優秀賞９
作品（同各部門３作品）ほか。

は、学校におけるインターネット活用を推進する

＜締切＞令和２年９月18日（金）必着。

ことにより、将来を担う人材育成に資することを

＜問い合わせ先＞IPAセキュリティセンター「コ

目的に、標記コンテストを開催。中高生がチーム

ンクール事務局」TEL 03-5978-7508

を組んでWeb作品を作り、その制作過程と成果を

■「高校生のためのeiga world cup」作品募集

競うコンテストとして、Web作品を募集している。

NPO 法 人 映 画 甲 子 園 主 催 に よ る 標 記 の コ ン

＜参加資格＞令和２年４月２日現在、12～18才以

クールでは、高校生による自主製作映画を募集し

下であること（中学１～３年生、高校１～３年生が

ている。

該当）。チーム構成は、生徒３～５名＋コーチ１

＜制作者＞制作者の中核メンバー（企画、監督、
視聴覚教育

2020.8 ｜ 27

脚本、撮影、編集、美術、音楽、録音の担当者。

クール構想を安全に実現するための学校体制を考

ただし、出演者を除く）が平成14年４月２日～平

える」をテーマに標記セミナーを開催する。

成15年４月１日の間に生まれた者が制作した作

＜日時＞〇令和２年９月26日（土）13：00～

品であること。制作団体は、学校が公認した部活

16：00

動でない、友人や仲間同士による任意のグループ

＜会場＞ロイトン札幌パールホールAB（20階）

でもかまわない。

（札幌市中央区北1条西11）

＜部門＞○自由部門テーマは、自由、45分以内。

＜内容＞基調講演「GIGAスクール構想で学校の

〇地域部門テーマは、地域を題材とし、今年の参考

日常はどう変わるのか」、特別講演「GIGAスクー

テーマ「コロナと故郷（ふるさと）
」
。ファンタジー、

ル時代の先生に必要な情報活用能力とは」
「GIGA

青春ドラマ、恋愛ドラマ、PV、SF、アニメ、時代

スクール構想と働き方改革」
、パネルディスカッ

劇等、さまざまなスタイルの10分以内の映像作品。

ション「学校現場での情報セキュリティの実際とこ

エントリー料金１作品1,000円。

れからの学校体制」
。要事前申込。

＜賞＞最優秀作品賞、優秀賞ほか。

＜問い合わせ先＞広島県教科用図書販売（株）広

＜締切＞令和２年10月20日（火）

島支店ITソリューション事業部

＜問い合わせ先＞NPO法人映画甲子園事務局

TEL

MAIL

nishimura@eigakoushien.com

082-291-1088

文部科学省選定作品

学会情報

■６月選定

■日本教育工学会2020年秋季全国大会

オンラ

イン開催

紙

紙しばい

D

DVD

「アオバズクのおうちさがし」 紙 12枚＜小学校／
幼児・少年、教養＞（株）童心社

日本教育工学会は、標記全国大会を開催する。

「Fly to the World！」 D 30分＜中学校、社会＞

＜日時＞令和２年９月12日（土）９：00～17：

（株）放送映画製作所東京支社

00・ 13日（日）９：30～17：00

「中学校の現代的なリズムのダンス授業～レク

＜内容＞キーノート・シンポジウム、一般研究（ポ

チャームービー～」＜少年、健康・スポーツ（健

スター発表）、企画セッション、企業展示。

康・体力づくり）＞（株）LDH JAPAN

＜問い合わせ先＞日本教育工学会大会企画委員会

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

（秋季全国大会）MAIL

a-taikai2020@jset.gr.jp

■第45回教育システム情報学会全国大会

オン

ライン開催
（一社）教育システム情報学会は、「学びのサス
ティナブル化に向けた教育システムの現状と未
来」をテーマに 標記全国大会を開催する。
＜日程＞令和２年９月２日（水）～４日（金）
＜内容＞プレカンファレンス、企業ランチョンセ
ミナー、一般・企画セッション、インタラクティ

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

短信
■令和２年６月、公益社団法人映像文化製作者連
盟会長に、善方隆氏が就任した。
■令和２年６月、一般社団法人日本教育情報化振
興会長に、山西潤一氏が就任した。
■株式会社エルモ社は事務所を移転し、令和２年

ブセッションほか。

６月15日（月）より営業を開始した。新住所お

＜問い合わせ先＞（一社）教育システム情報学会

よびTEL、FAXは以下のとおり。

全国大会委員会 MAIL jsise-desk@bunken.co.jp

〒108-0075東京都港区港南２－16－４

各地の情報
■学校情報セキュリティセミナー2020
（一社）日本教育情報化振興会では、「GIGAス
28 ｜ 視聴覚教育 2020.8

TEL

03-3471-4577、FAX

03-3471-4433

※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。

