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文部科学省情報

■文部科学省組織再編により情報教育・外国語教
育課が廃止、学校デジタル化プロジェクトチー
ム及び修学支援・教材課が新設
文部科学省の組織再編により、令和３年10月

１日、初等中等教育局情報教育・外国語教育課が

廃止され、学校デジタル化プロジェクトチーム及

び修学支援・教材課が新設された。

なお、学校デジタル化プロジェクトチーム及び

修学支援・教材課の主な所掌事務は、初等中等教

育の教材の基準の設定／教育用品の基準の設定／

学校における視聴覚教育メディアの整備／学校に

おける情報通信ネットワークの利用及び情報通信

の技術を活用した効果的な事務の処理に関する企

画及び立案並びに援助及び助言／地方公共団体の

機関その他の関係機関に対し、情報通信ネット

ワーク利用等に係る専門的、技術的な指導及び助

言／教育関係職員その他の関係者に対し、情報通

信ネットワークの利用等に係る専門的、技術的な

指導及び助言等がある。教育映像等審査は従来通

り、行うこととしている。

これにともなう学校デジタル化プロジェクト

チーム及び修学支援・教材課の令和３年10月１日

付による異動は以下のとおり。

○情報教育・外国語教育課長　板倉寛氏→大臣官

房文部科学戦略官・初等中等教育局学校デジタル

化プロジェクトチームリーダー（併）デジタル庁

統括官付参事官（併）学びの先端技術活用推進室

長（併）GIGA StuDX推進チームリーダー

○参事官（高等学校担当）　安彦広斉氏→課長（兼）

デジタル教科書基盤整備検討プロジェクトチーム

リーダー（併）デジタル庁統括官付参事官

全国 ICT教育首長協議会情報

■全国ICT教育首長協議会「ICT教育地域サミッ
ト」開催される

　去る10月15日、熊本県山江村において、「教育

の情報化」への取組10年を記念して、小中学校を

会場に研究発表会がオンラインにて300名を超え

る参加者を得て開催された。

　この発表会を機に全国ICT教育首長協議会の

「ICT教育地域サミット」が実施された。サミット

では、会長の横尾俊彦市長（佐賀県多久市）の挨

拶に続き、文部科学省の学校デジタル化プロジェ

クトリーダー板倉寛氏も加わり、「GIGAスクー

ル構想における自治体の役割」と題して、協議会

特別顧問の毛利靖氏の進行により、林正之市長

（富山県氷見市）、市瀬直史村長（長野県喬木村）、

二場公人市長（福岡県田川市）、内山慶治村長（熊

本県山江村）が、教育環境整備へのこれまでの取

組や今後の展望について熱く語り、先進事例の共

有が行われた。

＜問い合わせ先＞全国ICT教育首長協議会事務局

（一財）日本視聴覚教育協会内　

TEL　03-3431-2186

AV情報

■「先生のための金融教育セミナー」新作動画公開
　金融広報中央委員会では、標記セミナーとして、

金融教育に係わる実践事例をオンデマンド配信し

ており、この10月に新作動画を公開した。
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＜内容＞小中高等学校における生活設計・家計管

理に関する分野、金融や経済の仕組みに関する分

野、 キ ャ リ ア 教 育 に 関 す る 分 野 に お い て、

「キャッシュレス決済」「SDGs」「資産運用」「金

融の基礎」等のテーマを扱った事例の公開。また、

令和３年12月11日（土）には、オンライン意見交

換会も開催が予定されている。

＜問い合わせ先＞「先生のための金融教育セミ

ナー」事務局　TEL　03-3554-4453（平日10：00

～18：00）

■図書館総合展2021_ONLINE_plus
　図書館総合展運営委員会主催による標記展示会

がウェブサイトと小会場群（サテライト会場）で

行うハイブリッド形式により開催される。

＜会期＞令和３年11月１日（月）～30日（火）

＜内容＞オンライン上のバーチャルブース、

フォーラム、ポスターセッション等。要事前登録。

＜問い合わせ先＞（株）カルチャー・ジャパン 

TEL　03-3357-1461

■学級力向上プロジェクトオンラインフォーラム
　（公財）理想教育財団では、「子どもたち主体の

新しい学級づくり」をテーマに標記フォーラムを

開催する。

＜日時＞令和３年11月13日（土）13：00～16：30

＜内容＞イントロダクション、実践発表等。定員

250名。要事前登録。

＜問い合わせ先＞（公財）理想教育財団

TEL　03-3575-4313

■InterBEE2021
　（一社）電子情報技術産業協会主催により、音と

映像と通信の標記国際展示会がオンラインにより

開催される。

＜日時＞令和３年11月17日（水）～19日（金）10：

00～17：30　※19日は、17：00まで。なお、オン

ライン視聴は、12月17日（金）まで。

＜会場＞幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）

＜内容＞「プロオーディオ部門」「映像制作／放送

関連機材部門」「映像表現／プロライティング部

門」「ICT／クロスメディア部門」の展示、体験で

きる特別企画等。要事前申込。

＜問い合わせ先＞（一社）電子情報技術産業協会　

TEL　03-5218-1053

■番組アーカイブの意義と未来への活用2021～
ポストコロナ時代の番組アーカイブの利活用～

　（公財）放送番組センターおよび上智大学メディ

ア・ジャーナリズム研究所の主催により、標記を

テーマとしたオンラインセミナーが開催される。

＜日時＞令和３年11月20日（土）14：00～16：00

＜内容＞番組アーカイブの意義やその活用方法、

また放送番組センターの利活用サービスの今後の

展望と可能性などについて、番組保存や利活用に

取り組む研究者や制作者、大学教授による講話。

定員200名。要事前申込。

＜問い合わせ先＞（公財）放送番組センター放送

ライブラリー　TEL　045-222-2828

■2022年度共同研究公募
　国立情報学研究所では、情報学研究の推進と他

学問分野との連携による研究の開拓を進めるため、

標記研究の公募を行っている。

＜応募要件＞国内の大学・短期大学・高等専門学

校及び大学共同利用機関等に所属する研究者並び

にそれらに準ずる研究者、大学院生（社会人大学

院生に限る）や民間企業等に所属する研究者。

＜募集研究と助成＞戦略研究公募型（年間上限

150万円）、研究企画会合公募型（年間上限80万

円）、自由提案公募型（年間上限100万円）。

＜申請書提出期限＞令和３年12月１日（水）

＜問い合わせ先＞国立情報学研究所総務部企画課

社会連携推進室公募型共同研究担当

TEL　03-4212-2139

■「第60回（令和３年度）下中科学研究助成金」
助成先募集

　（公財）下中記念財団は教育実務者を対象に研究

助成を行っており、その助成先を募集している。

＜応募資格者＞全国小・中・高等学校、中等教育

学校、特別支援学校、高等専門学校の教員、教育

センターや教育委員会等にあって教育実務を行う

方を対象とし、研究は個人、共同を問わない。た

だし、応募は、１人１件に限る。

＜対象分野＞算数・数学、理科教育、技術・家庭、

国語、地歴・公民、外国語、図工・芸術、保健体

育、特別活動、道徳、特別支援教育、生活・総合

学習、情報教育、国際理解教育等。

＜助成金額＞総額900万円。１件あたり、30万円、
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30件を予定。

＜締切＞令和３年12月10日（金）当日20：00まで

に発信されたメールを有効とする。

＜問い合わせ先＞（公財）下中記念財団事務局

TEL　03-5261-5688

研究会情報

■「情報教育コンファレンス」開催
　（公財）学習情報研究センターでは、標記コン

ファレンスをオンライン開催する。

＜日時＞令和３年12月10日（金）13：20～15：50

＜内容＞講演「ICT活用による“主体的・対話的

で深い学び”」（仮）、「GIGAスクール構想を実際

の活用に繋げるために」定員100名。要事前申込。

参加費無料。

＜問い合わせ先＞（公財）学習情報研究センター

TEL　03-6205-4531

コンクール情報

■「東京ビデオフェスティバル2022」作品募集
　NPO法人市民がつくるTVFによる標記フェス

ティバルでは、映像作品を募集している。

＜募集作品＞20分以内の作品、ジャンル、テー

マは自由。プロ・アマ・年齢・国籍は問わない。

＜賞＞TVF2022アワード、ビデオ大賞ほか。

＜締切＞令和３年11月30日（火）

＜問い合わせ先＞NPO法人市民がつくるTVF

TEL　070-4150-2167

■「第13回座・高円寺ドキュメンタリーフェス
ティバル」コンペティション部門　作品募集

　座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル実

行委員会では、標記部門の作品を募集している。

＜応募規定＞ドキュメンタリー映画、文化映画、

記録映画、科学映画、教育映画、TV番組等。作

品尺は問わない。制作年次が過去３年以内（2018

年以降に制作）のものに限る。応募形態は、DVD。

応募料は、作品１点につき2,000円。

＜賞＞大賞 賞金10万円

＜締切＞令和３年11月30日（火）当日消印有効。

＜問い合わせ先＞座・高円寺ドキュメンタリー

フェスティバル実行委員会「コンペティション部

門」事務局（株）ドキュメンタリー・ジャパン

TEL　03-5570-3551

学会情報

■日本教育情報学会「第17回デジタルアーカイブ
研究会」

　日本教育情報学会デジタルアーカイブ研究会・

著作権等研究会では、標記研究会をオンラインに

より開催する。

＜日時＞令和３年11月23日（火・祝）15：00～

17：00（予定）

＜発表内容＞デジタルアーカイブの基礎理論研究、

実践研究、人材養成、地域・コミュニティーアー

カイブの振興について等。

＜問い合わせ先＞デジタルアーカイブ研究会研究

実施事務局岐阜女子大学文化情報研究センター内

TEL　058-267-5301

■日本教育工学会研究会
　日本教育工学会では、「高等教育の質保証／一

般」をテーマに標記研究会をオンラインにより開

催する。

＜日程＞令和３年12月４日（土）

＜内容＞高等教育の質保証に関する研究報告、お

よび教育工学一般に関する発表報告等。要事前登

録。参加費1,000円。

＜問い合わせ先＞日本教育工学会研究会幹事

MAIL　study-group-core@jset.gr.jp

■学習分析学会「2021年度JASLA第２回研究会」
　Learning Analyticsに関する調査・研究・普及啓

蒙を目的として設立した学習分析学会では、標記

研究会をハイフレックスまたはオンラインにより

開催する。

＜日時＞令和３年12月11日（土）午後

＜会場＞上智大学（ハイフレックスの場合の対面

会場・東京都千代田区紀尾井町7-1）

＜内容＞基調講演、学習履歴データの取得・分

析・利活用に関する発表。参加費無料。要事前申

込。申込締切は、令和３年12月11日（土）12：00。

＜問い合わせ先＞学習分析学会　

MAIL　info@jasla.jp

■2021年度日本教育メディア学会「第28回年次大
会」

　日本教育メディア学会では、標記年次大会をオ
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ンラインにより開催する。

＜日時＞令和３年12月18日（土）13：00～17：00、

19日（日）９：30～16：40

＜内容＞総会、大会企画「オープニングセッショ

ン　あたらしい学校と教育メディア」「シンポジウ

ム　教育改革と教育メディア研究」、一般研究発

表、課題研究等。要事前申込。非会員の現職教員

は無料。

＜問い合わせ先＞第28回年次大会実行委員会事

務局　MAIL　jaems.taikai2021@gmail.com

各地の情報

■令和３年度山梨大学教育学部附属幼稚園公開研
究会

　山梨大学教育学部附属幼稚園では、「『子どもの

声』から保育を問い直す」（２年次）を研究主題に

標記研究会を動画配信する。

＜配信期間＞令和３年12月４日（土）～12月19日

（日）

＜内容＞本園の研究について（概要説明）、講演 

「子どもの声から保育を問い直す」等。要事前申込。

申込締切は、令和３年11月25日（木）12：00まで。

＜問い合わせ先＞山梨大学教育学部附属幼稚園

TEL　055-220-8320

■令和３年度第69回金沢大学附属中学校教育研
究発表会

　金沢大学附属中学校では、「Society5.0を主体

的に生きるための資質・能力の育成（２年次）－

新設教科「創造デザイン科」の提言とSTEAM教

育を踏まえた教科等横断的プロジェクトの作成を

目指して－」を研究主題に標記研究発表会をオン

ラインにより開催する。

＜日程＞令和３年11月23日（火・祝）

＜内容＞全体会、創造デザイン科実践報告会、教

科等別分科会、講演会等。

＜問い合わせ先＞金沢大学附属中学校

TEL　076-226-2121

■三重大学教育学部附属小学校「第40次公開研究
会」

　三重大学教育学部附属小学校では、「学びに向

かう力を育む授業～ 各教科等の特質を生かした

授業改善 ～」を主題に標記研究会をオンラインに

より開催する。

＜日時＞令和３年11月17日（水）～24日（水）オ

ンデマンド配信。24日（水）15：00～17：00ライ

ブ配信。

＜内容＞研究授業20本を360°カメラVRシステム

でオンデマンド配信、研究協議会、特別企画（連

携授業、情報交換会）等。参加費1,000円。申込締

切は、令和３年11月15日（月）まで。

＜問い合わせ先＞三重大学教育学部附属小学校

TEL　059-227-1295

■第５回情報セミナーin おかやま～芽生える学
び・つながる未来～

　（一社）日本教育情報化振興会では、2021年度

情報教育対応教員研修全国セミナーとして標記セ

ミナーをハイブリッド（オンラインと現地）によ

り開催する。

＜日時＞令和３年11月26日（金）・27日（土）９：

50～15：00

＜会場＞おかやま未来ホール（イオンモールオカ

ヤマ５F・岡山市北区下石井1-2-1）

＜内容＞基調講演、パネルディスカッション、

トークセッション、事例紹介等。要事前申込。申

込締切は、令和３年11月25日（木）。

＜問い合わせ先＞（株）ラインズオカヤマ

MAIL　seminar@lins.co.jp

文部科学省選定作品

■９月選定　紙紙しばい
「ぱっくり　そっくり　くーりくり」紙８枚＜幼稚

園／幼児、教養＞（株）童心社

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

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

main9_a1.htm

短信

■NHKサービスセンターは、令和３年11月より、

下記へ移転する。

〒158-8711東京都世田谷区用賀4-10-1世田谷ビ

ジネススクエアタワー16Ｆ

TEL　03-5797-6706　FAX　03-5797-6708

※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。
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