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News Clip
AV Material
ニュースクリップ & 映像教材
■第47回「日本賞」グランプリ日本
賞を決定
NHKによる標記国際コンクールにおいて、グ
ランプリ日本賞が、令和２年11月５日（木）に
決定し、授賞式がオンラインで行われた（写真）
。
グランプリ日本賞の栄に輝いたのは、映画「テ
ロの街の天使たち～ブリュッセル６歳児日記
～」
。入賞作品の詳細、期間中に行われたイベン
トについては、下記を参照のこと。
https://www.nhk.or.jp/jp-prize/index.html
要事前申込。詳細は下記を参照のこと。

ＡＶ情報

https://www.nfaj.go.jp/exhibition/v4kids2020/

■大学ICT推進協議会2020年次大会

＜問い合わせ先＞国立映画アーカイブ

「なにわなくともICT」オンライン開催

TEL

（一社）大学ICT推進協議会では、標記大会をオ

■公開シンポジウム「科学的知見の創出に資する

03-3561-0823

ンラインにより開催する。

可視化(5)

＜日程＞令和２年12月９日（水）～11日（金）

研究を支援する可視化」

＜ 内 容 ＞ 基 調 講 演、 全 体 会、 一 般 セ ッ シ ョ ン

日本学術会議総合工学委員会主催の標記シンポ

（ICTを活用した事業実践、システム構築等）、企

ICT／ビッグデータ時代の文理融合

ジウムが、オンラインにより開催される。

業・展示セミナー等。詳細は、下記を参照のこと。

＜日時＞令和２年12月12日（土）13：00～16：30

https://axies.jp/conf/conf2020/

＜オンライン配信会場＞立命館大学びわこ・くさ

＜問い合わせ先＞大学ICT推進協議会2020年次大

つキャンパス（滋賀県草津市野路東1-1-1）

会事務局

＜内容＞講演、パネル討論「ICT／ビッグデータ

MAIL

conf2020-sec@axies.jp

■V4中央ヨーロッパ子ども映画祭
国立映画アーカイブ他では、
標記映画祭を開催する。

時代の文理融合研究を探る」等。要事前申込。詳
細は、下記を参照のこと。

＜日時＞令和２年12月12日（土）14：00～15：15

http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/297-s-1212.html

＜会場＞国立映画アーカイブ小ホール（地下１階）

＜参加費＞無料

（東京都中央区京橋3-7-6）

＜問い合わせ先＞立命館大学情報理工学部

＜内容＞ポーランド、ハンガリー、スロバキア、

田中

チェコの４つの国のアニメーションを上映。中学

■第47回実践研究助成募集

生以下を対象。定員150名。定員に達し次第締切。
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MAIL

stanaka@is.ritsumei.ac.jp

（公財）パナソニック教育財団では、ICTを活用

News Clip

&

AV Material

した実践研究の助成先を募集している。

＜日時＞令和２年12月19日（土）13：00～17：00

＜対象＞小学校、中学校、義務教育学校・小中一

※オンライン・エクスカージョン10：00～11：30

貫校、高等学校、中等教育学校・中高一貫校、特

＜内容＞教育機関と地域の組織や団体が連携する

別支援学校、在外教育施設（日本人学校、補習授

学びやメディアの位置づけ、実践のデザイン等。

業校、日本の私立学校の現地校）※幼稚園、高等

オンライン・エクスカージョンは、愛知県児童総合

専門学校、大学を除く。教育委員会・教育セン

センターの施設めぐり、現地との意見交換を予定。

ター・教育研究所

＜問い合わせ先＞日本教育メディア学会事務局

＜内容＞遠隔・オンライン教育、個別に最適で効

兵庫教育大学永田研究室内 MAIL office@jaems.jp

果的な学びや支援、個々の状況を客観的・継続的

■2020年度LET関西支部秋季研究大会

オンラ

に把握・共有する実践、STEAM教育、校務の効

イン開催

率化等についての実践。

外国語教育メディア学会（LET）関西支部は、

＜助成＞○一般（１年間）50万円×60～70件程度。

標記大会をオンラインにより開催する。

○特別研究指定校（２年間）150万円×３～５件程度。

＜日程＞令和２年12月19日（土）

＜締切＞令和３年１月15日（金）17：00まで。

＜内容＞基調講演「外国語教員のためのインスト

＜問い合わせ先＞（公財）パナソニック教育財団

ラクショナルデザイン」、ワークショップ「教育工

TEL

学者の視点から外国語教育を考える」「GIGAス

03-5521-6100

コンクール情報
■教師の魅力向上プロジェクト「教師冥利に尽き

クール構想が学びに与えるインパクトとは何か」、
研究発表等。先着250名。要事前申込。詳細は、
下記を参照のこと。http://www.let-kansai.org/

るエッセイ」募集中

＜問い合わせ先＞

大阪教育大学では、教師という職業のやりがい

MAIL

を発信する標記プロジェクトにおいて、エッセイ

LET関西支部事務局

kansailet@gmail.com

■学会創立70周年記念大会

記念講演会

を募集している。

オンライン開催

＜応募資格＞教職等経験者（幼稚園、認定子ども

映像情報メディア学会は、標記大会において

園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

「映像情報メディアのグランドチャレンジ」をテー

中等教育学校、特別支援学校、大学（短大・大学

マに講演会をオンラインにより開催する。

院含)、高等専門学校、専修学校、保育所、各種

＜日時＞令和２年12月23日（水）14：00～17：15

学校の現職及び退職された教員、養護教諭、栄養

＜内容＞記念講演、情報センシング・放送技術・

教諭、司書教諭、保育士）

メディア工学の各研究委員会による報告等。要事

＜応募方法＞エッセイ（本文800～1,600字程度）

前申込。詳細は、下記を参照のこと。

を、アンケートフォームにアクセスし、送信。詳

https://www.ite.or.jp/

細は、下記を参照のこと。

＜問い合わせ先＞（一社）映像情報メディア学会

https://osaka-kyoiku.ac.jp/_essay/entry/

MAIL

＜締切＞令和２年12月31日（木）

■第25回情報知識学フォーラム「アフターコロナ

gyoji@ite.or.jp

＜問い合わせ先＞大阪教育大学総務課広報室

の学術研究分野におけるオープンサイエンスを

MAIL

考える」 オンライン開催

kouhou@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

学会情報
■2020年度第２回研究会「地域連携における学び

情報知識学会では、標記フォーラムをオンライ
ンにより開催する。
＜日時＞令和３年１月９日（土）13：00～17：30

とメディア／一般」 オンライン開催

＜内容＞招待講演「未来で『歴史』にするために：

日本教育メディア学会では、標記研究会をオン

コロナ禍におけるデジタルパブリックヒスト

ラインにより開催する。

リー」ほか、ディスカッション等。詳細は、下記
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を参照のこと。http://www.jsik.jp/

内閣府主催による標記フォーラムが開催される。

＜問い合わせ先＞第25回情報知識学フォーラム

＜日時＞令和２年12月19日（土）13：00～16：00

実行委員会

＜会場＞和歌山県立情報交流センター Big・u（和

MAIL

歌山県田辺市新庄町3353-9）

jsikforum25＠ml.kanazawa-u.ac.jp

＜内容＞県内情勢の説明、講演、基調講演、討議。

各地の情報

要事前申込。詳細は、下記を参照のこと。

■2020年度第３回「教育の情報化」実践セミナー
2021in宮城仙台

オンライン開催

https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_
use/r02/forum/index.html

日本教育工学協会と東北大学大学院情報科学研

なお、フォーラムの模様は、ライブ配信する。配

究科主催により、「令和時代の学習環境で行うべ

信については、和歌山県庁ホームページ（https://

き学校教育の在り方を考える」をテーマに標記セ

www.pref.wakayama.lg.jp/）より、青少年・男女共同

ミナーがオンラインにより開催される。

参画課を参照のこと。

＜日時＞令和３年１月９日（土）13：00～16：30

＜問い合わせ先＞青少年インターネット利用環境

＜対象＞教員、教育委員会、情報に関する行政担

づくりフォーラム事務局 （株）マルト内

当者、研究者、学生、企業

TEL

＜内容＞特別講演、企業×実践セッション、東北
からの発信セッション「プログラミング教育の先
にあるもの」等。先着100名。要事前申込。申込

03-5776-0376

文部科学省選定作品
■10月選定

紙

紙しばい

D

DVD

締切は、令和３年１月５日（火）。詳細は、下記を

「ぴょんたのいす」紙 ８枚＜幼稚園／幼児、教養＞

参照のこと。

（株）童心社

http://www.jaet.jp/katudou/20210109online.html

「ながいきしてね 七五三」紙 12枚＜幼児、教養＞

＜問い合わせ先＞日本教育工学協会 事務局

（株）童心社

TEL

「ズッコケ三人組のぼうはん教室 ゆうかい・連れ去

03-5575-0871

■「パフォーマンス評価におけるICTの活用」オ
ンライン開催
京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボ
レーション・センター主催による連続研究会「学

りから自分を守る」 D 17分＜小学校中・高学年、特
別活動／少年、地域社会生活（交通安全・防犯）
＞
（株）映学社
「本当はむずかしい

ネットの動画～動画投稿や

校教育におけるICT活用」第８回の標記研究会が

配信に潜む危険～」 D 15分＜小学校高学年、特別

オンラインにより開催される。

活動＞（有）鹿児島文化企画

＜日時＞令和２年12月18日（金）19：30～21：00

「知ってほしい、自転車加害事故の現実

自転車

＜対象＞教員、教育委員会関係者、教員志望学生

通学をする生徒・学生のみなさんへ」 D 18分＜中

＜内容＞趣旨説明、「パフォーマンス評価におけ

学校、特別活動／高等学校、特別活動／少年・青

るICTの活用」について、具体例とともに、基本

年、地域社会生活（交通安全・防犯）＞千葉エデュ

的な考え方を提示。ブレークアウト・セッション、

ケーショナル（株）

質疑応答、ディスカッション等。先着270名。要

「ズッコケ三人組のいじめをなくす作戦」 D 15分

事前申込。申込締切は、令和２年12月14日（月）。

＜少年、地域社会生活（人権）＞（株）映学社

詳細は、下記を参照のこと。

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

https://e-forum.educ.kyoto-u.ac.jp/

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

＜問い合わせ先＞京都大学大学院教育学研究科

main9_a1.htm

MAIL

e-forum@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

■第32回青少年のインターネット利用環境づく
りフォーラムin和歌山
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※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。

