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AV情報

また、音楽著作権のパンフレットhttps://www.

■2021年度「あすチャレ！ジュニアアカデミー」

riaj.or.jp/f/leg/lovemusic/も併せて活用できる。

募集

＜問い合わせ先＞（一社）日本レコード協会

スポーツ庁では、パラアスリートを中心とした

TEL

障がい当事者講師によるレクチャーや、障がいの

03-5575-1301

■教育シンポジウム in 東京2021（第25回）

疑似体験を通じて「障がい」について知り、自分

（公財）中央教育研究所は、
「
『令和の日本型学校教

事として考える機会を子どもたちに提供するワー

育』は何を目指すのか～『個別最適な学び』と『協

クショップ型授業を実施する。

働的な学び』を中心に～」をテーマに標記シンポジ

＜対象＞小学校高学年（４～６年生）、中学校、高

ウムをオンデマンドによる動画配信で開催する。

等学校及び特別支援学校の児童生徒

＜配信期間＞令和３年３月６日（土）10：00～

＜内容＞授業の実施方法は「オンライン」と学校

21日（日）20：00

に訪問する「集合（対面）研修」の２パターンか

＜内容＞基調講演「学習指導要領改訂後の中教審

ら選べる。実施期間は、令和３年４月から令和４

での議論～『令和の日本型教育』を中心に～」市

年３月。詳細は、下記を参照のこと。

川伸一氏（東京大学名誉教授）、講演「深い学びへ

https://www.parasapo.tokyo/asuchalle/junioracademy/

とつながる協働的な学びに向けて」秋田喜代美氏

日本財団パラリンピックサ

（東京大学大学院教授）・「個別最適な学びの可能

ポートセンター「あすチャレ！ジュニアアカデ

性と今後の課題」奈須正裕氏（上智大学教授）、実

ミー」事務局

践報告、トークセッション等。要事前申込。申込

＜問い合わせ先＞
TEL

03-5500-0825

■中高生向け著作権啓発映像「ルールを守って音
楽を楽しもう！／レコード会社の仕事」公開
（一社）日本レコード協会は、
「音楽創造のサイク

締切は、令和３年３月18日（木）20：00、詳細は、
下記を参照のこと。https://www.chu-ken.jp/
＜参加費＞１,000円

ル」の大切さを伝え、著作権意識の向上を目的とし

＜問い合わせ先＞（公財）中央教育研究所

た著作権啓発映像を制作、協会サイトに公開した。

TEL

＜内容＞〇著作権解説アニメ編 「違法アップ

■ポーラ伝統文化振興財団助成先

03-5390-7488
募集

ロード」と「違法ダウンロード」
「違法音楽アプリ

（公財）ポーラ伝統文化振興財団では、日本の伝

の規制」「音楽創造のサイクル（HAPPY MUSIC

統文化の維持・向上に貢献するため助成先を募集

CYCLE）
」と「エルマーク」○レコード会社の仕

している。

事編 「ディレクター」「レコーディング・エンジ

＜対象分野＞伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸

ニア」
「プロモーター」
「音楽配信」下記URLより、

能・行事の各分野で保存・伝承・振興活動等で有

視聴可能。

効な成果が期待できる事業に対し、補助的な援助
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を行う。

和時代のCM」、「ACC年鑑」等。

＜助成期間＞１事業年度単位（４月１日〜翌年３

＜問い合わせ先＞（公財）放送番組センター放送

月31日までの１年間）、長期にわたる事業の場合、

ライブラリー

３年程度をめどに複数年助成を行うことがある。

■第５回 AI・人工知能 EXPO（春）

＜助成金額（目安）＞補助的な援助を実施するこ

TEL

045-222-2828

リードエグジビションジャパン（株）主催によ

とを前提に１件あたり、30～200万円程度。

る標記展示会が開催される。

＜締切＞令和３年３月31日（水）当日消印有効。

＜日時＞令和３年４月７日（水）～９日（金）10：

＜問い合わせ先＞（公財）ポーラ伝統文化振興財

00～18：00

団事務局

＜会場＞東京ビッグサイト青海展示棟（東京都江

TEL

03-3494-7653（10：00〜17：

00※土日祝祭日除）

東区有明3-11-1）

■（一財）三菱みらい育成財団

教育活動への助

成先募集

＜内容＞ディープラーニング、機械学習、エッジ
AI、自然言語処理、画像・音声認識、対話AIなど

（一財）三菱みらい育成財団では、未来を担う若者

AIに関する展示、セミナー等。要事前申込。詳細

の育成を目指す教育活動への助成先を募集している。

は、下記を参照のこと。https://www.ai-expo.jp/

＜プログラム（助成対象者）＞カテゴリー１「心の

＜ 問 い 合 わ せ 先 ＞ AI・ 人 工 知 能 EXPO 事 務 局

エンジンを駆動させるプログラム」（高等学校等）、

リードエグジビションジャパン（株）

カテゴリー２「 心のエンジンを駆動させるプログ

TEL

ラム」（教育事業者、大学等）、カテゴリー３「先
端・異能を発掘・育成するプログラム」（大学等、
研究機関、教育事業者等）、カテゴリー４「21世
紀型教養教育プログラム」（大学、教育事業等）、

03-3349-8507

学会情報
■AI時代の教育学会

第２回年次大会

AI時代の教育学会では、標記大会をオンライ

カテゴリー５「教員・指導者向けプログラム」
（教

ンにより開催する。

職系大学、研修期間、教育事業者等）。

＜日時＞令和３年３月20日（土）10：00～16：40

カテゴリー４・５は新設。助成期間は、1年間。

＜内容＞基調講演「構成主義から見るAI時代の教

取組の定着を目的に原則３か年まで継続助成（成

育とは？：ポストコロナ時代の学びを考える」久

果報告の内容次第では、継続助成しない場合もあ

保田賢一氏（関西大学名誉教授）、一般研究発表、

り）。金額、件数は、カテゴリーによる。詳細は、

パネルディスカッション「AI時代の教育について

下記を参照のこと。https://www.mmfe.or.jp/

考える−GIGAスクールにおける教育実践の可能

＜締切＞令和３年４月２日（金）17：00

性と課題−」等。詳細は、下記を参照のこと。

＜問い合わせ先＞（一財）三菱みらい育成財団

https://eduaiera.org/2020ai2/

TEL

＜問い合わせ先＞第２回大会事務局

03-6206-3435

■「テレビとCMで見る平成＋令和１～２ヒスト
リー展」開催

育学部 小林研究室
MAIL

（公財）
放送番組センターでは、
テレビ番組とCM

茨城大学教

ykobayashi0803@gmail.com

■日本STEM教育学会拡大研究会

で平成と令和を振り返る展示会を開催している。

日本STEM教育学会では、「STEM教育：新たな

＜会期＞令和３年４月11日（日）10：00～17：00

学びのスタンダードを目指して」をテーマに標記

まで。月曜休館

研究会をオンラインにより開催する、

＜会場＞放送ライブラリー展示フロア（横浜市中

＜日時＞令和３年３月28日（日）13：00～16：00

区日本大通11

＜内容＞対談「日本版STEM教育スタンダードの

＜内容＞〇テレビコーナー

各年紹介パネル、

考え方（仮）」、一般発表等。要事前申込。詳細は、

「TVガイド」展示、特別企画

寄稿「コロナ時代

下記を参照のこと。

の番組制作」〇CMコーナー

CM上映、寄稿「令

https://www.j-stem.jp/event/conference20210328
視聴覚教育

2021.3 ｜ 27

_20201225/

会をオンデマンド方式で配信する。

＜問い合わせ先＞日本STEM教育学会

＜日程＞令和３年３月20日（土）～27日（土）の

https://www.j-stem.jp/inquiry/より、問い合わせ

間で配信。

のこと。

＜対象＞教職関係者、教職をめざす学生
＜内容＞各教科における授業のようすや、その前

各地の情報

後の時間のようすを撮影したもの、また指導のポ

■令和２年度東京学芸大学附属学校現職教員研修

イント等を10～20分に編集、オンデマンド方式

講座「数学的活動を促す授業づくり」

で配信。要事前申込。申込締切は、令和３年３月

東京学芸大学附属高等学校では、標記講座をオ

15日（月）。詳細は、下記を参照のこと。

ンライン（Zoom）により開催する。

http://www.tennoji-e.oku.ed.jp/

＜日時＞令和３年３月26日（金）10：00～12：00

＜問い合わせ先＞大阪教育大学附属天王寺小学校

＜対象＞教員及び教員志望の学生300名程度。

研究部

＜内容＞数学的活動を促す教材と思考力・判断

■2020年度春の研究発表大会＆第23回デジタル

TEL

06-6621-0123

力・表現力の評価方法を提案する。要事前申込。

教材勉強会

開催

申込締切は、令和３年３月19日（金）。詳細は、

大阪私学教育情報化研究会・デジタル教材勉強

下記を参照のこと。

会は、標記大会をオフラインとオンラインにて開

http://www.gakugei-hs.setagaya.tokyo.jp/mathkensyu/

催する。

＜問い合わせ先＞東京学芸大学附属高等学校 数

＜日時＞令和２年３月20日（土）14：00～17：30

学科

佐藤亮太

TEL

03-3421-5151

■「奈良県のGIGAスクール構想の勉強会」 開催
奈良県立教育研究所では、保護者、地域を対象に

（予定）
＜会場＞大阪私学会館３F会議室（大阪市中央区
和泉町2-2-2）

県が目指すGIGAスクール構想についてオンライン

＜内容＞デジタルツールを使った授業方法につい

配信およびオンライン交流会を通じ紹介している。

ての情報交換、英語やICTを活用した授業力の向

＜日時＞令和３年３月４・11・18日（木）12：30

上を目指し実践共有を行う。「となりの学校はデ

～13：00（オンライン配信）
、令和３年３月６・13・

ジタル教材・ICTで何してる？」、「未来の教室

20日（土）11：00～12：00（オンライン交流会）

STEAMライブラリーいよいよスタート」、「高校

＜内容＞各回テーマ「ギガスクール構想って何？」

デジタル教材」
「ICT機器」デモ（オンライン）等。

「クロームブックって何？」「オンライン学習って

要事前申込。詳細は、下記を参照のこと。

どんなことするの？」
「プログラミング教育ってど

http://www.osaka-sigaku.net/20210320.html

んなことするの？」
「子どものインターネット利用

＜問い合わせ先＞研究会事務局

の注意点は？」、意見交流会。配信後も内容は録

国際中学高等学校

画され「奈良県立教育研究所YouTubeチャンネル」

TEL

で、GIGAスクール構想に関心のある方の視聴が
可能。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.e-net.nara.jp/kenkyo/index.cfm/17,0
,121,246,html
＜問い合わせ先＞奈良県立教育研究所
TEL

0744-33-8900

■令和２年度研修・研究発表会「教科横断的な学

アサンプション

岡本教諭

072-721-3080

文部科学省選定作品
■１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１月の審査会はすべて中止。
映像作品等選定については、下記を参照のこと。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/movie/

習としてのSTEAM教育の実現をめざしたカリ

main9_a1.htm

キュラム開発」

※本欄掲載のイベント開催等の最新情報は、主催

大阪教育大学附属天王寺小学校では、標記発表

者＜問い合わせ先＞に、ご確認ください。
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