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News Clip
AV Material
ニュースクリップ & 映像教材
■令和２年度版「視聴覚センター・ 
ライブラリー一覧」発行
（一財）日本視聴覚教育協会では、標記「視
聴覚センター・ライブラリー一覧」を昨年12月
に刊行した。平成31年４月１日現在の調査デー
タにより、設置状況や組織体制及び財政状況な
ど、視聴覚センター・ライブラリーの現況を示
す一覧となっている。A４判・81頁・2,750円。
本一覧についてのお問い合わせは、
（一財）日本
視聴覚教育協会 TEL 03-3431-2186 まで。

国立情報学研究所は、ネットワークを用いた

文部科学省情報

バーチャルイベントを開催できるWeb会議システ

■令和２年度ネット安全安心全国推進フォーラム
オンラインセミナー開催

ム「サイバー大講堂」環境を全国の教育研究機関
（高等教育機関に加え初等中等教育機関も含む）に

文部科学省では、「withコロナ時代の情報モラ

提供を開始した。詳細は、下記を参照のこと。

ルを考える！」をテーマに標記フォーラムをオン

https://www.nii.ac.jp/event/other/decs/ca.html

ラインにより開催する。

＜問い合わせ先＞国立情報学研究所サイバー大講

＜日時＞令和３年２月16日（火）13：00～17：00

堂担当

＜内容＞基調講演

■第13回恵比寿映像祭「映像の気持ち」

坂元章氏（お茶の水女子大学

MAIL

ca@nii.ac.jp

教授）、事業者の取組説明、パネルディスカッ

東京都、（公財）東京都歴史文化財団東京都写真

ション等。要事前申込。申込締切は、令和３年２

美術館・アーツカウンシル東京他主催により、標

月12日（金）。詳細等は、下記を参照のこと。

記映像祭が開催される。

https://www.mext.go.jp/a_menu/seisyounen/

＜日時＞令和２年２月５日（金）～21日（日）10：

keitai/netanzen/1331311.htm

00～20：00（最終日は18：00まで）※月曜日は休館。

＜問い合わせ先＞文部科学省総合教育政策局男女

＜会場＞東京都写真美術館（東京都目黒区三田

共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室

1-13-3恵比寿ガーデンプレイス内）他

TEL

＜内容＞展示、上映、パフォーマンス、トーク・

03-5253-4111（内線2966）

AV情報
■学校のバーチャルイベントのための「サイバー
大講堂」環境の提供開始
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セ ッ シ ョ ン 等。 詳 細 は、 下 記 を 参 照 の こ と。
https://www.yebizo.com/jp/
＜問い合わせ先＞東京都写真美術館
TEL

03-3280-0099

News Clip
■文研フォーラム

WEBによるライブ配信

&

AV Material

氏（文部科学省文部科学審議官）
、特別講演、模擬

NHK放送文化研究所では、「“コロナ時代”のメ

授業、パネルディスカッション、セミナー、教育

ディア～その役割を問う～」をテーマに標記

ICT製品展示等。要事前申込。申込締切は、令和

フォーラムをライブ配信により開催する。

３年３月２日（火）
。詳細は、下記を参照のこと。

＜日程＞令和３年３月３日（水）～５日（金）

https://www.japet.or.jp/event/forumedu2020/

＜内容＞研究発表＆シンポジウム「正確で信頼で

＜問い合わせ先＞（一社）日本教育情報化振興会

きる情報をわかりやすく

内

新型コロナ特設サイト

の取り組みと利用実態」、研究発表「“コロナ時代”

TEL

コンクール情報

の家庭学習とメディア利用」他。要事前申込。申
込締切は、令和３年２月24日（水）。

03-5575-5365

■2021年度「情報通信の安心安全な利用のための
標語」募集

詳細は、下記を参照のこと。
https://www.nhk.or.jp/bunken/forum

情報通信における安心安全推進協議会では、情

＜問い合わせ先＞ NHK放送文化研究所

報通信を安心・安全に利用するためのルールやマ

TEL

ナー、情報セキュリティに関する意識や知識の重

03-3465-1111

■令和３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

要性に気づき、考えるきっかけとすることを目的
に標語を募集している。

る教科書に関する研究の発展と日本教育の改善を

＜応募要領＞情報通信を安心・安全に利用するた

目的とし、教科書に関連する研究に奨励金を交付

めのルールやマナー、情報セキュリティの意識を

しており、その交付先を公募している。

啓発する標語。

＜助成対象＞日本および諸外国の学校またはその

＜応募資格＞○個人部門

他の教育機関で使用されている教科書についての

○学校部門

さまざまな研究。教科は問わない。教科横断的な

代表者が代表作品を選んで「学校名」で応募（１

研究、外国の教科書研究など。

校３作品まで）。募集で選考された標語は、2021

＜応募資格＞大学院生、大学教員、研究者。個人

年度総務省の情報通信月間における広報・啓発ポ

研究または共同研究。共同研究の場合は、代表者

スターをはじめ、全国各地で実施される各種啓発

１名が応募のこと。

事業・行事等で活用される。詳細は、下記を参照

＜交付金額＞１件につき20万円。

のこと。https://www.fmmc.or.jp/hyogo/

＜締切＞令和３年４月25日（日）

＜締切＞令和３年２月28日（日）必着。

＜問い合わせ先＞（公財）中央教育研究所

＜問い合わせ先＞情報通信における安心安全推進

TEL

協議会事務局（一財）マルチメディア振興センター

03-5390-7488

研究会情報
■教育の情報化推進フォーラム

内

TEL

どなたでも応募可。

児童生徒が作った作品の中から学校

03-5403-1090

■第１回情報活用授業コンクール
（公社）全国学校図書館協議会は、情報活用能力

（一社）日本教育情報化振興会では、「GIGAス

を身に付けることをねらいとした授業実践のすそ

クールで拓く学びの未来」をテーマに標記フォー

野を広げるために、創立70周年を記念して標記

ラムを開催する。

コンクールを創設し、実践を募集している。

＜日時＞令和３年３月５日（金）10：30～17：30、

＜応募資格＞国公私立小学校、中学校、高等学校、

６日（土）10：30～15：50

特別支援学校、義務教育学校、中等教育学校に勤

＜会場＞国立オリンピック記念青少年総合セン

務する教職員（教員、司書教諭、学校司書等）

ター国際交流棟（東京都渋谷区代々木神園町3-1）

＜対象実践＞過去３年間以内の単元の授業実践。

＜内容＞ICT夢コンテスト表彰式、基調講演「教育

教科・領域は、単一・複数・総合的な学習の時間・

の情報化の現状及び今後の展望について」丸山洋司

教科横断的なもの。詳細は、下記を参照のこと。
視聴覚教育
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https://www.j-sla.or.jp/news/cn/post-204.html

コンテスト、一般・学生セッション、各種表彰式

＜締切＞令和３年３月31日（水）当日消印有効。

等。要事前申込。詳細は、下記を参照のこと。

＜問い合わせ先＞（公社）全国学校図書館協議会

https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/83/index.html

研究調査部

＜問い合わせ先＞（一社）情報処理学会

TEL

03-3814-4317（代表）

■山形国際ドキュメンタリー映画祭YIDEF2021
インターナショナル・コンペティション作品募集
NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭で
は、映画祭開催にあたり、作品を募集している。

TEL

03-3518-8373

各地の情報
■我が国の伝統や文化に関する教育の充実に係る

＜応募条件＞製作者がドキュメンタリーを意図し

研究

ている作品。作品の完成形態が16ミリまたは35

京都教育大学附属桃山小学校では、「子どもの

ミ リ の フ ィ ル ム、 も し く は ビ デ オ ／ デ ジ タ ル

創造性を育む伝統・文化教育―誰もが取り組める

フォーマット（DCP、ブルーレイ、動画ファイル

伝統音楽の授業実践の充実を目指して―」を研究

など）。日本の劇場またはテレビ局で、一般公開

主題に、標記報告会をオンラインにより開催する。

されていない作品（日本の作品は除く）。令和元年

＜日時＞令和３年３月３日（水）15：00～16：50

４月１日以降に完成したもの。短編ではないこと。

＜内容＞伝統音楽演奏（児童による伝統音楽の演

＜応募作品＞映画祭指定のサーバーにアップロー

奏）、研究報告、研究成果報告（開発したデジタル

ドすること。DVDでの提出も可。詳細は、下記

コンテンツの紹介、動画による研究実践の提案）、

を参照のこと。http://www.yidff.jp/

研究実践、講演等。要事前申込。定員90名にな

＜賞＞ロバート＆フランシス・フラハティ賞（大

り 次 第 締 切。 申 込 締 切 は、 令 和 ３ 年 ２ 月24日

賞）賞金2,000,000円、山形市長賞（最優秀賞）賞

研究成果報告会

（水）。詳細は、下記を参照のこと。

金1,000,000円、優秀賞２本賞金300,000円、審査

http://www.kyokyo-u.ac.jp/MOMOSYO/img/

員特別賞 賞金300,000円

dentou_tirasi.pdf

＜締切＞令和３年４月15日（木）

＜問い合わせ先＞京都教育大学附属桃山小学校内

＜問い合わせ先＞山形国際ドキュメンタリー映画

担当

祭

TEL

023-666-4480

学会情報

髙橋

TEL

075-611-0138

文部科学省選定作品
■12月選定 紙 紙しばい D DVD

■日本教育工学会2021年春季全国大会
日本教育工学会では、ホスト校を関西学院大学
として標記大会をオンラインにより開催する。
＜日程＞令和３年３月６日（土）・７日（日）
＜内容＞研究発表、シンポジウム、学生セッショ

「うしになった

おとこのこ」 紙 12枚＜幼稚園・

小学校低学年／幼児・少年、教養＞（株）童心社
「おもちの

もっち」 紙 ８枚＜幼稚園／幼児、教

養＞（株）童心社
「道徳・人権教育アニメーション

くぅとしの

－

ン等。要事前申込。詳細は、下記を参照のこと。

あなたがそばにいるだけで－」 D 12分＜小学校低

https://www.jset.gr.jp/taikai38/index.html

学年・中学年・高学年、特別の教科道徳／少年、家

＜問い合わせ先＞日本教育工学会 大会企画委員

庭生活（家庭介護）＞東映（株）教育映像部

会

MAIL

s-taikai2021@jset.gr.jp

■情報処理学会第83回全国大会
（一社）情報処理学会では、「コロナ新時代の情

「香山美子さんと学ぶ特殊詐欺対策！「絶対大丈
夫」はあなたの過信」 D 30分＜成人、地域社会生
活（交通安全・防犯）＞（株）教配

報処理」をテーマに標記大会をオンラインにより

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

開催する。

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

＜日程＞令和３年３月18日（木）～20日（土）

※本欄掲載のイベント開催等の最新情報は、主催

＜内容＞特別講演、招待講演、中高生情報学研究

者＜問い合わせ先＞に、ご確認ください。
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