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■ 音響と映像のアーカイブ−フランス国立視聴
覚研究所（INA）ダニエル・テルッジ氏講演会
　国立国会図書館では、ラジオ、テレビなどの視
聴覚資料のアーカイブ、コンテンツの収集、保存、
利用推進、調査研究活動や研修教育プログラムの
提供等を行っているINA研究部長のテルッジ氏に
よる標記講演会を開催する。

〈日時〉　平成23年10月18日（火）13：30（開場）
14：00 〜 17：00

〈会場〉　国立国会図書館東京本館新館講堂（東京
都千代田区永田町1-10-1）

〈参加費〉　無料。事前申し込みにより、定員300名。
定員になり次第締切。申し込みについては、下記
を参照のこと。
http://www.ndl.go.jp/jp/（イベント・展示会情報）

〈問い合わせ先〉　国立国会図書館総務部支部図書
館・協力課協力係　TEL 03-3581-2331（代表）
■ デジタルコンテンツEXPO 2011
　経済産業省、（財）デジタルコンテンツ協会主催
により、デジタルコンテンツ産業の５年、10年先

ＡＶ情報

■平成23年度優秀映像教材選奨入賞作品上映会
　�　学校教育・社会教育・産業教育の「市販教材」としての視点
から選ばれた標記選奨の本年度の文部科学大臣賞（最優秀賞）
２作品（写真）を、平成23年10月14日（金）10：30〜12：00、
東海大学校友会館（東京都千代田区）において上映する。詳細
については、http://www.javea.or.jp/festival/eizofes11.
htmlを参照のこと。

の将来像を描き出す国際的イベントが開催される。
〈日程〉　平成23年10月20日（木）〜 22日（土）
〈会場〉日本科学未来館（東京都江東区青海2-3-
6）

〈 内 容 〉　「ConTEX次世代コンテンツ技術展」
「ASIAGRAPH」「国際3DFair」等。詳細は、下記
を参照のこと。http://dcexpo.jp/

〈問い合わせ先〉　（財）デジタルコンテンツ協会デ
ジタルコンテンツEXPO2011事務局
TEL 03-3512-3901
■「鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金」
第６回研究助成募集
　メディア・リテラシー分野における若手研究者
を対象に、独創的で優れた研究活動を助成するこ
とによって、同分野における人材の育成を図ると
ともに、広くメディア社会を生きる能動的な力の
育成に貢献することを目的に、標記助成先を募集
する。

〈対象者〉　①年齢　原則として40歳以下。②職業、
所属を問わない。③国籍を問わない。ただし助成
期間中は、原則として日本で継続的に研究可能な
人。④１年を超える研究テーマ（ただし、今後の
研究予定期間が最大３年のものまで）あるいは少

「加賀象嵌　中川衛　美の世界　新
たな伝統を創る」DVD・39分・
（株）毎日映画社

「クリームパン」
DVD・36分・東映（株）
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トピックス
文部科学省主催「国内のICT教育活用好事例の
収集・普及・促進に関する調査研究事業」
地域ブロック研究発表会の開催

践映像の制作・公開を行う。また、これらの事例
について、全国の教育関係者による共有を図るた
め、６地域で研究発表会を開催する（下表）。

〈内容〉　公開授業／模擬授業／研究発表／ワーク
ショップ／教材・機材研究コーナー（展示）
※プログラムは、各地域ブロックによって異なる。
なお、プログラムは、下記ホームページに順次公開。

〈対象〉　全国の教育関係者（小学校・中学校・高等学
校及び特別支援学校等の教職員、教育委員会職員等）

〈参加費〉　無料。配布資料に限りがあるため、定
員になり次第、締切。

〈詳細・参加申し込み〉　http://www.eduict.jp/
〈問い合わせ〉　（財）日本視聴覚教育協会
TEL 03-3591-2186

　「教育の情報化ビジョン」（平成23年４月28日 
文部科学省）では、ICTを活用して、一斉指導に
よる学び（一斉学習）に加え、子どもたち一人一
人の能力や特性に応じた学び（個別学習）、子ど
もたち同士が教え合い学び合う協働的な学び（協
働学習）を推進することがあげられている。
　このため、各教科等の指導におけるICT活用の
一層の充実を図り、ICTの効果的な活用事例を収
集・共有していくことが求められている。
　この事業では、学校におけるICTの教育活用事
例を広く収集し、実践事例集の発行・配布及び実

ブロック 開催日 開催場所
北海道・東北 平成23年12月 9日（金） 仙台市立愛子小学校
関東甲信越 平成24年 1月16日（月） 千葉県総合教育センター
東海・北陸 平成23年10月13日（木） 石川県鹿島郡中能登町立鳥屋小学校
関西 平成23年12月 9日（金） 和歌山県和歌山市立有功東小学校
中国・四国 平成23年11月25日（金） 徳島県教育会館（徳島市）
九州・沖縄 平成23年12月 2日（金） 熊本県球磨郡山江村立山田小学校

表・６地域ブロックでの研究発表会日程

研究会情報

〈日程〉　平成23年11月５日（土）９：30（受付）
10：00 〜 17：40、６日（日）９：00（受付）９：30
〜 16：00。なお、４日（金）には、ワークショ
ップも開催される。

〈会場〉　国際基督教大学（東京都三鷹市大沢
3-10-2）

〈内容〉　特別対話「教育番組・コンテンツの最新
動向」小平さち子氏（ＮＨＫ放送文化研究所主任
研究員）、宇治橋祐之氏（日本放送協会制作局青少
年・教育番組部専任ディレクター）、基調講演「韓
国でのデジタル教科書の開発と実現」Hoseung 
Byun氏（Director of Center for Teaching and 
Learning, Chungbuk University, Korea）、シンポジ
ウム「教室を越えるテクノロジー」議長：佐々木輝
美氏（国際基督教大学教授）他。課題研究「デジ
タル教科書の現状と展望」「教育と放送のデジタル
化」「教育とソーシャルメディア」「持続可能な発展
のため教育とICT」等。詳細は、下記を参照のこと。
http://jaems.jp/contents/nenji/

〈参加費〉　会員6,000円、学生会員4,000円、非
会員7,000円（幼稚園〜高校の教員2,000円）

〈問い合わせ先〉　国際基督教大学教育研究科

数による共同研究テーマでも良い。 
〈助成金額・件数〉　原則として１テーマあたり
30万円、毎年３テーマ以内。

〈応募書類〉　所定様式の申込書「研究助成金申請
書」を研究所ホームページ（http://www.mlpj.
org/wn/index.shtml）よりダウンロードする。

〈締切・選考日程〉　平成23年11月10日（木）（消
印有効）。選考　平成23年12月、助成金支給対象
者への通知　平成24年１月末日（予定）、助成金
の支給　平成24年２月（予定）。

〈応募書類郵送先〉　NPO法人FCTメディア・リ
テラシー研究所（研究助成金担当）〒231-0001 
横浜市中区新港2-2-1横浜ワールドポーターズ６
階NPOスクエア内　MAIL h59633gt@tg.rim.or.jp

■ 第18回日本教育メディア学会年次大会
　日本教育メディア学会では、デジタル社会にお
ける諸問題について議論するための知識や経験を
分かち合う場として、標記大会を開催する。
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■ 山形国際ドキュメンタリー映画祭
　ドキュメンタリー映画に焦点をあて、世界中か
ら先鋭のドキュメンタリー映画を集め、ドキュメ
ンタリー映画の「現在」をプレゼンテーションす
ることを目指し、NPO法人山形国際ドキュメン
タリー映画祭の主催により、標記映画祭が開催さ
れる。

〈日程〉　平成23年10月６日（木）〜 13日（木）。
時間は、映画上映等による。下記サイトを参照。

〈会場〉　山形市中央公民館（山形県山形市七日町
1-2-39）他。

〈内容〉　インターナショナル・コンペティション
（世界各地より応募された中から15作品を上映）、
アジア千波万波（アジアの新進ドキュメンタリー
作家の作品を紹介）、おやこ・映画とアニメのワ
ンダーランド2011等。詳細、入場料については、
下記を参照のこと。http://www.yidff.jp/

〈問い合わせ先〉　NPO法人山形国際ドキュメン
タリー映画祭事務局　TEL 023-666-4480
■ 第50回長野県高等学校視聴覚教育研究大会
　長野県高等学校視聴覚教育研究会主催により、

「『情報化社会の中で未来を担う高校生の人間力育
成を目指して』─ICTメディアの活用で豊かな学
びを─」をテーマに、標記大会が開催される。

〈日程〉　平成23年10月14日（金）９：00 〜 16：40
〈会場〉　小諸市文化センター（長野県小諸市甲
1275-2）他。

〈内容〉　公開授業（小諸高等学校・小諸商業高等
学校）、講演会、課題別研究会（メディア教育／
映像教材／芸術鑑賞／情報・コンピュータ）等。
参加費無料。

〈問い合わせ先〉　長野商業高等学校内　長野県高
等学校視聴覚教育研究会事務局　TEL　026-
232-7823
■ 全国地域映像団体協議会フォーラム2011	
in　長野
　（社）全国地域映像団体協議会他主催により、「日
本を元気に！地域を元気に！『映像コンテンツで地
域振興』」をテーマに標記フォーラムが開催される。

〈日時〉　平成23年11月１日（火）10：15（開場）
10：30 〜 18：00

〈会場〉　JA長野県ビル アクティーホール（長野

MAIL jaems2011@icu.ac.jp 県長野市大字南長野北石堂町1177-3）
〈内容〉　講演「3D映像制作のこれから」、プレゼ
ンテーション（総務省コンテンツ振興課、経済産
業省文化情報関連産業課）、全映協グランプリ
2011表彰式等。参加費無料。詳細は、下記を参
照のこと。http://www.zeneikyo.jp/

〈問い合わせ先〉　（株）長野映像センター　全映協
グランプリ事務局　TEL 026-227-9502

■８月選定　紙紙しばい／ビビデオ／D DVD
特選「りゅうぐうのくろねこ」紙 12枚〈幼稚園・
小学校（低学年）／幼児・少年、教養〉（株）童心社
「実験！電気の不思議なしくみ　Part2」D 26分
〈小学校（中・高学年）、理科／少年、教養・情操（自
然科学）〉一般財団法人関東電気保安協会
「私たちの時代」D 110分〈少年・青年・成人、教
養〉（株）スターキャット・エンタープライズ
「モップと箒─大阪発の障がい者雇用─」D 55分
〈青年・成人、教養〉フルーク映像（株）

文部科学省選定作品

（金）19：25 〜 19：55 ／Ｅテレ　全国
（土）9：30 〜 10：00 ／再放送　ＮＨＫ総合　中部
７県

（土）12：30 〜 13：00 ／再放送　Ｅテレ　全国
（除く中部７県）

中学生日記

放送番組

■ 7 日	 中学生日記アンコール　（内容未定）
■14日　発掘！全国“ナイ中”図鑑２
■21日　	シリーズ・ウソ　オオカミ少女─ウソ

っていけないこと⁉─　前編
■28日　	シリーズ・ウソ　オオカミ少女─ウソ

っていけないこと⁉─　後編

※都合により番組内容が変更となる場合があります。

■日本ビクター株式会社は、平成23年10月1日か
ら、社名変更により株式会社ＪＶＣケンウッドと
なった。

短信

各地の情報


