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■「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」研究発表会
　学校におけるICTの教育活用事例を広く収集し、
共有していくことを目的に、文部科学省主催によ
る標記発表会が全国４か所で開催される。

〈日程・会場〉　○平成24年11月６日（火）パピ
ヨン24ガスホール（福岡市博多区千代1-17-1）、
○11月28日（水）ホテルアウイーナ大阪（大阪
市天王寺区石ヶ辻町19-12）、○平成25年１月25
日（金）札幌市男女共同参画センター（札幌市北
区８条西３）。なお、東京にても開催予定。

〈参加者〉　教育関係者（小・中学校、高等学校、
特別支援学校等の教職員、教育委員会職員等）。

〈プログラム〉　公開授業、模擬授業、研究発表、
ポスターセッション、ワークショップ、教材・機
材体験展示会等。詳細は、18・19頁を参照のこと。

〈問い合わせ先〉　（一財）日本視聴覚教育協会
TEL 03-3591-2186

文部科学省情報
■ 第９回文化庁映画週間
　文化庁では、日本映画の振興のためのイベント
を開催する。

〈日程〉　平成24年10月20日（土）〜 27日（土）
〈会場〉　シネマート六本木（東京都港区六本3-8-15）他。
〈内容〉　文化庁映画賞贈呈式、受賞記念上映会、
シンポジウム─MOVIE CAMPUS─、映画ナビゲ
ーターズ。なお、受賞記念上映会は、事前申し込
みにより、入場無料。詳細は、下記を参照のこと。
http://bunka-cho-filmweek.jp/

〈問い合わせ先〉　（公財）ユニジャパン
MAIL bfw2012@unijapan.org

■�「まなびピア2012　全国生涯学習ネットワークフォーラム
2012」ICT分科会
　�　全国生涯学習ネットワークフォーラム2012実行委員会（文部
科学省他関係団体等により構成）による標記フォーラムが、「学
びを通じた絆づくりと活力あるコミュニティの形成」をテーマに、
岩手県・宮城県・福島県の３県において順次開催される。他県に
さきがけ宮城県では、電子黒板やタブレットPCを活用した授業や、
新たな学びを体感できるICT分科会を実施する。詳細は、次頁ト
ピックスを参照のこと。

AV情報

■「芸術文化振興基金」助成対象活動〈映画〉の
募集
　（独）日本芸術文化振興会では、国内映画祭や映
画製作活動に対して、以下のように助成を行う。

〈内容〉　国内映画祭等の活動（国内映画祭、日本
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映画上映活動等）、映画製作への支援（劇映画、
記録映画、アニメーション映画）

〈応募書類提出期間〉　第１回平成24年11月28日
（水）〜 12月４日（火）、第２回平成25年５月29
日（水）〜６月４日（火）、いずれも当日消印有効。
簡易書留等、記録が残る方法で送付のこと。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/movie.html

〈問い合わせ先〉　（独）日本芸術文化振興会基金部
企 画 調 査 課　TEL 03-3265-6312（10：00 〜
18：00　土・日・祝日・年末年始（12月29日〜
１月３日）を除く）
■「鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金」
第７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、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して
いる。

〈対象者〉　年齢　原則として40歳以下。職業、
所属を問わない。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.mlpj.org/kk/index.shtml

〈助成金額〉　原則として１テーマあたり30万円、
毎年３テーマ以内。

〈締切〉　平成24年11月10日（土）消印有効。
〈問い合わせ先〉　NPO法人FCTメディア・リテ
ラシー研究所（研究助成金担当）
MAIL h59633gt@tg.rim.or.jp
■「シネマde文化財　─みる・しる・わかる歴
史体感教室─」
　凸版印刷（株）とTOHOシネマズ（株）は、文化
財に対する興味や知識を深めることができるバー
チャルリアリティ映像の上映会を開催する。

〈上映内容・期日〉　①世界遺産 古都奈良（10月
17日・11月14日）「唐招提寺　金堂の技と鑑真和
上に捧ぐ御影堂の美」、「よみがえる興福寺中金堂
／阿修羅像」
②世界遺産 海外（10月31日・11月28日）「故宮
─紫禁城 天子の宮殿─」、「ウスペンスキー大聖
堂」。

〈会場〉　TOHOシネマズ 六本木ヒルズ（東京都
港区六本木6-10-2）

〈料金〉　一般・大学生・専門学校生　1,000円、
高校生・中学校・小学校　800円。
詳 細 は、 下 記 を 参 照 の こ と。http://www.
tohotheater.jp/event/toppan_vr/index_ORG.html

〈問い合わせ先〉　TOHOシネマズ六本木ヒルズ
TEL 03-5775-6090

「まなびピア2012　全国生涯学習ネットワー
クフォーラム2012」ICT分科会

▲

トピックス
パネルディスカッション、展示・体験ブース等。
展示・体験ブース参加企業・団体は、（株）青井黒
板製作所、（株）内田洋行、エプソン販売（株）、（株）
エルモ社、ＮＴＴコミュニケーションズ（株）、（独）
科学技術振興機構、カシオ計算機（株）、シャープ
システムプロダクト（株）、Sky（株）、スズキ教育
ソフト（株）、大日本印刷（株）、大日本図書（株）、

（株）帝国書院、東京書籍（株）、東芝情報機器（株）、
（株）ナリカ、パイオニアソリューションズ（株）、
パナソニックシステムソリューションズジャパン

（株）、（株）日立ソリューションズ、プラス（株）、
（株）文溪堂、光村図書出版（株）、（株）ラティオイ
ンターナショナル、理想科学工業（株）、ローラン
ド（株）、（株）アイ・オー・データ機器。参加申込、
他分科会情報、及びICT分科会詳細情報について
は、下記を参照のこと。http://www.mext.go.jp/a_
menu/ikusei/shougaigakushu/1307857.htm

〈問い合わせ先〉　文部科学省生涯学習政策局生涯
学習推進課民間教育事業第二係
TEL 03-6734-2092

　全国生涯学習ネットワークフォーラムは、行政
や大学等の教育機関、NPOや民間団体、企業等
の関係者が抱えている課題について研究協議し、
その成果の発信と活動の全国展開を図り、生涯学
習社会の創造を目指すことを趣旨として、以下の
ような４つの分科会を開催する。 
　①ICT分科会 ｢ICTを活用した21世紀にふさわ
しい学びの創造｣　平成24年10月26日（金）・27
日（土）、宮城教育大学附属学校園／②宮城分科
会 ｢つながりを持った教育復興、復興教育と地域
創造｣ 平成24年11月３日（土）・４日（日）、宮
城教育大学／③福島分科会　｢若者達が活躍する

『持続可能なまち・地域・社会』｣ 平成24年11月
10日（土）・11日（日）、コラッセふくしま／④
岩手分科会 ｢まちづくりと人材養成｣　平成24年
11月17日（土）・18日（日）、岩手大学。
　①ICT分科会の内容については、公開授業、ポ
スターセッションコーナー、トークセッション、
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研究会情報

■ デジタルコンテンツEXPO 2012
　経済産業省と（一財）デジタルコンテンツ協会
主催により、「Beyond the boundary（境界線の向
こう側へ）」をテーマとした標記イベントが開催
される。

〈日程〉　平成24年10月25日（木）〜 27日（土）
〈会場〉　日本科学未来館（東京都江東区青海2-3-6）
〈内容〉　経産省「Innovative Technologies」選考
技術展示、デジタルコンテンツに関連する技術等
のシンポジウム・セミナー・ワークショップ、映
像上映など。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.dcexpo.jp/2012/

〈問い合わせ先〉　（一財）デジタルコンテンツ協会
デジタルコンテンツEXPO2012事務局
TEL 03-3512-3903
■ 第19回大阪ヨーロッパ映画祭
　大阪ヨーロッパ映像文化振興会主催により、日
本とヨーロッパとを結ぶ映像文化の祭典である標
記映画祭が開催される。

〈日程〉　平成24年11月３日（土）〜 12月８日（土）
〈会場〉　ホテルエルセラーン大阪エルセラーンホ
ール（大阪市北区堂島1-５-25）他。

〈内容〉　ヨーロッパ最新映画日本初上映、キッズ
イベント、世界CMフェスティバルin Osaka等。
詳細は、下記を参照のこと。http://www.oeff.jp/

〈問い合わせ先〉　第19回大阪ヨーロッパ映画祭
実行委員会事務局　TEL 06-6882-6211
■ 第32回「地方の時代」映像祭2012
　吹田市・関西大学・日本放送協会他の共同主催
により、標記映像祭を開催される。

〈日程〉　平成24年11月17日（土）〜 22日（木）
〈会場〉　関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田
市山手町3-3-35）

〈内容〉　作品上映会、シンポジウム、ワークショ
ップなど。詳細は、下記を参照のこと。
http://regionalism.jp/

〈問い合わせ先〉　「地方の時代」映像祭実行委員
会事務局　TEL 06-6363-3874

■ 第60回全国博物館大会
　（財）日本博物館協会では、「博物館の再生」を
テーマに標記大会を開催する。

〈日程〉　平成24年10月25日（木）・26日（金）
〈会場〉　秋田キャッスルホテル（秋田県秋田市中

通1-3-5）
〈内容〉　記念講演「これからの文化芸術の役割」
近藤誠一氏（文化庁長官）、シンポジウム「再生
を支えるネットワーク」、分科会「博物館のリス
クマネージメントを見直す」、「小中学校の来館へ
向けて」、「新しい博物館の取り組み」、見学会等。
詳細は、下記を参照のこと。http://www.j-muse.
or.jp/02program/projects.php?cat=2

〈問い合わせ先〉　（財）日本博物館協会
TEL 03-3591-7190
■「全国地域映像団体協議会フォーラム2012大
阪大会」第10回記念大会
　（一社）全国地域映像団体協議会他主催により、

「地域コンテンツで広がる新たな未来─集まれ映
像人！ 地域の力を今ここに！─」をテーマに標
記フォーラムが開催される。

〈日時〉　平成24年11月８日（火）10：00 〜 18：30
〈会場〉　大阪市中央公会堂（大阪市北区中之 
島1-１-27）

〈内容〉　優秀作品上映会、「全映協グランプリ
2012」 結果発表・表彰式、記念シンポジウム「地
域コンテンツで広がる新たな未来」、記念最新映
像セミナー等。参加費無料。詳細は、下記を参照
のこと。
http://www.zeneikyo.jp/topics/topics_00016.html

〈問い合わせ先〉　関西映像プロダクション協会
TEL 06-6292-3380
■第４回「映像活用セミナー」
　（株）JVCケンウッドビジネス・ソリューション
事業部では、4K高精細映像の可能性について考
える標記セミナーを開催する。

〈日時〉　平成24年11月10日（土）13：00 〜 15：00
（開場12：30 〜）
〈会場〉　（株）JVCケンウッド本社ビル（横浜市神
奈川区守屋町3-12）

〈内容〉　高画質高精細映像システムの歴史、最新
4Kコンテンツ上映、4K映像の新たな活用法につ
いての紹介など。事前予約が必要。詳細は、下記
を参照のこと。
http://www3.jvckenwood.com/pro/event/

〈問い合わせ先〉　（株）JVCケンウッドビジネス・
ソリューション事業部教育セミナー事務局
TEL 045-443-3136
■ 学術フォーラム「ICTを生かした社会デザイ
ンと人材育成」
　日本学術会議主催による、標記フォーラムが開
催される。
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「ティーンズプロジェクト　フレ☆フレ」

放送番組

　Eテレ（金）18：55 〜 19：25　再放送（土）
12：00 〜 12：30※都合により番組内容変更有。

〈10月のテーマから〉　○「お魚スイーツに挑む、
港町の女子高生！」、○「夢はチャンピオン！高校
生ムエタイファイター」番組詳細は、下記を参照
のこと。http://www.nhk.or.jp/teens/index.html

■ JICA　グローバル教育コンクール2012
　（独）国際協力機構（JICA）では、グローバル教
育を実践する際に活用できる作品を募集している。

〈応募部門〉○「写真・映像」部門、○「国際協
力レポート」部門。詳細は、下記を参照のこと。
http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/global_edu/
index.html

〈募集期間〉　平成24年10月22日（月）当日消印有効。
〈賞〉　個人賞・団体奨励賞等。結果発表は、平成
25年１月上旬にJICAホームページにて発表。

〈問い合わせ先〉　（公社）青年海外協力協会内「グ
ローバル教育コンクール2012」係
TEL 03-3556-5926（月〜金９：30 〜 17：30）
■ 「第24回丹波篠山ビデオ大賞」作品募集
　丹波篠山ビデオ大賞実行委員会・篠山市・篠山
市教育委員会主催の標記コンクールでは、「生き
る」をテーマにビデオ作品の募集を行っている。

〈部門別テーマ〉　○グランプリ部門（８分以内）、
○デビュー部門（３分以内）テーマ自由、○ショ
ート部門（１分以内）

〈応募条件〉　アマチュアであること。DV・
HDV・ DVD・BD・VHSのメディアで応募のこと。
他のコンクールにて入選以上の賞を受けていない
作品。他のコンクールに出品中でないこと等。な
お、過去の受賞作品は下記サイトより視聴可能。
http://edu.city.sasayama.hyogo.jp/video/
v-taishou/index.html

〈締切〉　平成24年11月30日（金）必着。
〈賞〉　ビデオ大賞（賞金20万円）、兵庫県知事賞
（賞金３万円）、篠山市長賞（賞金３万円）他。
〈問い合わせ先〉　丹波篠山ビデオ大賞実行委員会
事務局篠山市視聴覚ライブラリー内
TEL 079-590-1301

■８月選定　紙紙しばい／ビビデオ／D DVD
「かあさんワニのおくりもの」紙 12枚〈幼稚園／
小学校（低学年）／幼児〉（株）童心社
「モグラのかあさん」紙８枚〈幼稚園／幼児、教養〉
（株）童心社
「あらしのよるに　ひみつのともだち⑤」D 75分
〈幼稚園／小学校（低・中学年）、国語／幼児・少年、
教養・情操（童話・寓話）〉バンダイビジュアル

（株）
「自転車の交通ルールを覚えよう」D 15分〈小学
校（低・中・高学年）、特別活動／少年、地域社会
生活（交通安全・防犯）〉東映（株） 
「暮らしとゆたかな食生活１─暮らしを支える食生
活と栄養、食品の選択─」D 17分〈中学校、技術・
家庭〉（株）映学社
「高校入試面接対策シリーズ①自己PRの書き方は
…」D 20分、同「②面接マナーの基本を身につけ
る」D 18分〈中学校、特別活動〉（株）映学社
「あなたの乗り方、大丈夫！？」D 16分〈中学校・
高等学校、特別活動／少年、地域社会生活（交通
安全・防犯）〉東映（株）
「理学療法士の仕事　第３巻　急性期におけるリハ
ビリテーション」D 15分、同「第４巻　回復期に
おけるリハビリテーション」D 17分、同「第５巻
維持期におけるリハビリテーション」D 15分〈高
等学校、特別活動／成人、職業の知識技術（医療・
福祉）〉東京シネ・ビデオ（株）
「オオタカ・水を狩りの道具に使う」D 38分〈少年・
青年・成人、教養・情操（自然科学）〉（有）コア・
ティ・ナイン
「天心の譜（しらべ）」D 94分〈少年・青年・成人、
教養〉（株）ディレクターズシステム

コンクール情報

〈日時〉　平成24年11月16日（金）13：30 〜 17：10
〈会場〉　日本学術会議講堂（東京都港区六本木7- 
22-34）

〈内容〉　基調講演：岡村久道氏（弁護士・国立情
報学研究所客員教授）、パネル討論「クラウド時
代の法制度とイノベーション、人材育成」等。
詳細は、下記を参照のこと。
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html

〈問い合わせ先〉　日本学術会議事務局企画課学術
フォーラム担当　TEL 03-3403-6295

文部科学省選定作品


