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ニュースクリップ & 映像教材
■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
（大阪大会）オンライン開催申込開始

初のオンライン開催となる全国放送教育研究会
連盟、視聴覚教育総合全国大会連絡協議会、NHK
主催による標記全国大会の申込が開始された。
公開授業、ワークショップ・セミナー、全体
会等をZoomにより公開する。申込は、下記URL
より。https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/
zenkokutaikai/（P.13二次案内参照）
＜日程＞令和２年11月18日（水）～20日（金）

ＡＶ情報

＜内容＞映像、音響、放送、通信の業界関係者が

■第40回「地方の時代」映像祭
「試練の先に未来を拓く」をサブテーマとした標

最新情報を発信。基調講演、ゲストトーク等。要
事前申込。詳細は、下記を参照のこと。

記映像祭が吹田市、関西大学、日本放送協会、日

https://www.inter-bee.com/ja/privacy/

本民間放送連盟、日本ケーブルテレビ連盟の共同

＜問い合わせ先＞（一社）電子情報技術産業協会

主催により開催される。

https://www.inter-bee.com/ja/contact/ よ り、 問

＜日程＞令和２年11月14日（土）～20日（金）

い合わせのこと。

＜会場＞関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田

■2020年度「下中科学研究助成金」募集

市山手町3-3-35）

（公財）下中記念財団は教育実務者を対象に研究

＜内容＞贈賞式、グランプリ作品上映、シンポジ

助成を行っており、その助成先を募集している。

ウム、ワークショップ、受賞作品上映会等。詳細

＜応募資格者＞全国小・中・高等学校、中等教育

は、下記を参照のこと。

学校、特別支援学校、高等専門学校の教員、教育

https://www.chihounojidai.jp

センターや教育委員会等にあって教育実務を行う

＜問い合わせ先＞「地方の時代」映像祭実行委員

方を対象とし、研究は個人、共同を問わない。た

会事務局

だし、応募は、１人１点に限る。

TEL

06-6363-3874

■2020国際放送機器展（InterBEE2020）オンライ
ン開催

＜対象分野＞算数・数学、理科教育、技術・家庭、
国語、地歴・公民、外国語、図工・芸術、保健体

（一社）電子情報技術産業協会主催により、音と

育、特別活動、道徳、特別支援教育、生活・総合

映像と通信の標記国際展示会がオンライン開催さ

学習、情報教育、国際理解教育等。

れる。

＜助成金額＞総額900万円。１件あたり、30万円、

28 ｜ 視聴覚教育 2020.10

28_30_NewsClip_10月_2k.indd

28

2020/09/28

13:26:52

News Clip

&

AV Material

30件を予定。

＜内容＞基調講演「GIGAスクール構想で学校の

＜締切＞令和２年12月10日（木）消印有効。

日常はどう変わるのか」、特別講演「GIGAスクー

＜問い合わせ先＞（公財）下中記念財団事務局

ル時代の先生に必要な情報活用能力とは」
「GIGA

TEL

スクール構想と働き方改革」等。要事前申込。定

03-5261-5688

■「インターネットトラブル事例集」追補版公開
総務省では、実例に基づき、青少年のインター

員各回100名。詳細は、下記を参照のこと。
https://www.hirokyou.co.jp/seminar2020/

ネットトラブルを防ぐための標記手引書の追補版

＜問い合わせ先＞広島県教科用図書販売（株）広

を公開している。

島 支 店 IT ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 部

＜内容＞本事例集の指導案では、学習指導要領に

291-1088

沿って、情報モラル教育を行えるよう、学習展開

082-

コンクール情報

や質問用紙などを掲載。解説集では、事例集で取
り上げた内容や予防法など紹介。今回の追補では、

TEL

■映文連アワード2020受賞作品決定

インターネット上の誹謗中傷に関する学びのヒン

（公社）映像文化製作者連盟が主催する標記ア

ト、注意事項や対処方法がまとめられている。考

ワードには、「コーポレート・コミュニケーション

え方や解説とともに、削除依頼の流れや、各種相

部門」、「ソーシャル・コミュニケーション部門」、

談窓口へのリンク等も記載。「インターネットト

「パーソナル・コミュニケーション部門」の３つの

ラブル事例集」は、以下より、ダウンロードでき

部門があり、本年度は３部門を合わせて144作品

る。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_

の応募の中から、最優秀作品賞（グランプリ）
「ご

tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html

ん

＜問い合わせ先＞総務省総合通信基盤局消費者行

他）、文部科学大臣賞「つつんで、ひらいて」
（「つ

政第一課青少年担当

つんで、ひらいて」製作委員会）等を決定した。

TEL

03-5253-5867

■「アニメシリーズ制作における制作進行のマ
ニュアル」WEB無償公開

GON,THE LITTLE FOX」（太陽企画（株）

他受賞作品は、下記を参照のこと。
http://www.eibunren.or.jp/

（一社）日本動画協会では、アニメ制作をめざす

なお、令和２年11月18日（水）13：30～国立新

学生やアニメ業界を支える人材育成の一環として、

美術館講堂（東京都港区六本木７-22-２）にて実

標記マニュアルを公開している。

施予定の表彰式は、人数制限のためWebでのライ

＜内容＞日本のアニメの特徴と形式、制作進行と

ブ配信を予定している。

は、アニメ制作の基本工程、アニメに関わるス

＜問い合わせ先＞（公社）映像文化製作者連盟

タッフ、制作進行の実務。下記より、ダウンロー

TEL

ド の こ と。https://aja.gr.jp/download/tv-anime_

■令和２年度SNSトラブル防止動画コンテスト

03-3662-0236

seisakushinko_manual

作品募集

＜問い合わせ先＞（一社）日本動画協会人材育成

東京都では、SNS利用によるトラブル増加に

委員会

MAIL

m.anime＠aja.gr.jp

対し、若者が被害の問題に関する動画等を自ら作
成することで問題に対する意識啓発を図るきっか

研究会情報
■学校情報セキュリティセミナー2020

けとすることを目的に、標記コンテストを実施す
オンラ

イン開催

るにあたり、作品を募集している。
＜テーマ＞「SNSを使うときに気を付けたいこ

（一社）日本教育情報化振興会では、「GIGAス

と」

クール構想を安全に実現するための学校体制を考

＜部門＞動画作品のほか静止画作品（写真、イラ

える」をテーマに標記セミナーを開催する。

スト等）

＜日時＞令和２年11月14日（土）、12月５日（土）

＜応募資格＞東京都内在住・在学・在勤の13～29

共に14：00～15：30

歳までの方（個人、団体は問わない）。
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＜賞＞最優秀賞（ギフト券10万円相当）１作品、
優秀賞（ギフト券３万円相当）ほか。

「でてきて

おつきさま！」紙 ８枚＜幼稚園等／幼

児、教養＞（株）童心社

＜締切＞令和２年11月24日（火）

「よわむしさんぺい

おばけたいじ」 紙 12枚＜幼

＜問い合わせ先＞SNSトラブル防止動画コンテ

稚園／小学校低学年／幼児・少年、教養＞（株）

スト事務局

童心社

TEL

042-794-9995

■「多言語音声翻訳コンテスト（第３回）」
総務省と情報通信研究機構（NICT）は、世界
の「言葉の壁」をなくし、グローバルで自由な交

「わたしたちのくらしと情報」 D 17分＜小学校高
学年、社会＞（株）放送映画製作所東京支社
「新・心とからだの健康

DVDシリーズ

健康な

流を実現するため、「グローバルコミュニケー

からだのために」 D 20分＜中学校、技術・家庭＞

ション計画2025」を推進し、多言語音声翻訳技術

開隆堂出版（株）

の開発・普及に取り組んでおり、一環として、多

「シリーズ・人権を考える

考えてみよう

差別の

言語音声翻訳技術の新たな活用方法を募集する標

歴史③

記コンテスト開催にあたり作品を募集している。

＜中学校、社会／高等学校、地理歴史／青年・成

＜応募部門＞「アイデア」と「試作品（PoC）」の

人、地域社会生活（人権）＞（株）映学社

２部門。

近世の差別と被差別民のくらし」 D 22分

「シリーズ・人権を考える

考えてみよう

差別の

＜応募資格＞中学生以上（個人、チームいずれも可）
。

歴史①

古代の身分と差別」 D 24分＜高等学校、

＜コンテスト対象作品＞多言語音声翻訳技術を活

地理歴史／青年・成人、地域社会生活（人権）＞

用したハードウェア、ソフトウェア。詳細は、下

（株）映学社

記を参照のこと。https://tagen.go.jp/

「シリーズ・人権を考える

考えてみよう

差別の

※新型コロナウイルス感染症の影響により、コン

歴史②

中世のケガレ観と差別」 D 21分＜高等学

テストの開催方法を変更する可能性がある。

校、地理歴史／青年・成人、地域社会生活

＜賞＞優秀作品には総務大臣賞、NICT賞等。

（人権）＞（株）映学社

＜締切＞令和２年11月27日（金）

「フクロウ人形の秘密」 D 30分＜少年・青年・成

＜問い合わせ先＞総務省情報流通行政局情報流通
振興課多言語ライン

TEL

03-5253-5748

人、地域社会生活（人権）＞（株）映学社
「漆濾紙（吉野紙）製作

昆布尊男」 D 33分＜青

年・成人、教養＞（株）CNインターボイス関西支

学会情報

社

■第15回デジタルアーカイブ研究会

オンライ

「国選定保存技術

烏梅製造

中西喜久

邦子」D

ン開催

29分＜青年・成人、教養＞（株）CNインターボイ

デジタルアーカイブ学会では、標記研究会をオ

ス関西支社

ンラインにより開催する。

「奈良県指定無形文化財

日本刀製作技術

蒼く

＜日時＞令和２年11月23日（月・祝）13：30～

冴えた鉄を鍛える

16：30（予定）

人、教養＞（株）CNインターボイス関西支社

＜発表内容＞デジタルアーカイブの基礎理論研究、
実践研究、人材養成、地域・コミュニティーアー
カイブの振興について等。

河内國平」 D 24分＜青年・成

「奈良県指定無形文化財
精鐵

日本刀製作技術

百錬

月山貞利」 D 30分＜青年・成人、教養＞

（株）CNインターボイス関西支社

＜問い合わせ先＞デジタルアーカイブ研究会研究

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

実施事務局

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

内

TEL

岐阜女子大学文化情報研究センター
058-267-5301

main9_a1.htm

文部科学省選定作品
■８月選定

紙

紙しばい

※本欄掲載のイベント開催等の最新情報は、主催
D

DVD

者＜問い合わせ先＞に、ご確認ください。
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