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News Clip
AV Material
ニュースクリップ & 映像教材
■提言書「高等学校１人１台PC端末・
校内通信環境整備について」
ICT教育推進４団体である、大久保昇 日本
視聴覚教育協会会長、横尾俊彦 全国ICT教育
首長協議会会長、山西潤一 日本教育情報化
振興会会長、赤堀侃司 ICT CONNECT21会
長は、令和３年12月16日（木）
、デジタル庁
にて、小林史明 デジタル副大臣に「高等学
校１人１台PC端末・校内通信環境整備につ
いて」の提言書を手渡した
（写真）
。提言書は、
https://www.javea.or.jp/を参照。

写真・左から、横尾俊彦会長、大久保昇会長、小林史
明デジタル副大臣、赤堀侃司会長、山西潤一会長

申込。申込締切は、令和４年２月７日（月）。

協会情報

＜申込先＞国立教育政策研究所 ホームページ

■令和３年度版「視聴覚センター・ライブラリー
一覧」発行

（https://www.nier.go.jp/）
「イベント情報」の特設
サイト

（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
発行した。令和３年４月１日現在の調査データに

AV情報
■CP＋（シーピープラス）2022

より、設置状況や組織体制及び財政状況など、視

（一社）カメラ映像機器工業会では、標記総合カ

聴覚センター・ライブラリーの現況を示す一覧と

メラ映像機器ショーを会場とオンラインによりハ

なっている。A4判・81頁・2,750円（税込）。本一

イブリッド開催する。

覧についてのお問い合わせは、（一財）日本視聴覚

＜日時＞会場イベント

教育協会

～27日（日）10：00～18：00（最終日のみ17：

TEL

03-3431-2186まで。

文部科学省情報
■国研「令和３年度教育研究公開シンポジウム」
国立教育政策研究所は、「高度情報技術が教育

令和４年２月24日（木）

00）。
オンラインイベント

令和４年２月24日（木）～

27日（日）なお、２月22日（火）～23日（水）は、
プレ・イベントを開催予定。

にもたらすインパクト～教育実践・教育研究・教

＜会場＞パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみら

育行政の観点から～」をテーマにシンポジウムを

い1-1-1）

オンラインにより開催する。

＜内容＞カメラ・映像機器展示等。要事前申込。

＜日時＞令和４年２月15日（火）13：00～15：15

＜問い合わせ先＞CP＋事務局

＜内容＞報告、招待講演等。定員600人。要事前

MAIL
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News Clip
■NHK「文研フォーラム2022」
NHK放送文化研究所では、「メディアは変われ

&

AV Material

校だより・校長だよりの部、③ その他の通信の部、
④ 電子媒体を使った通信の部

る か？～ 問 わ れ る 未 来 像 ～ 」 を テ ー マ に 標 記

＜賞＞ひろば賞（35作品）、新人賞（３作品）。

フォーラムをライブ配信により開催する。

＜締切＞令和４年３月31日（木）当日消印有効。

＜日時＞令和４年３月２日（水）～４日（金）10：

＜問い合わせ先＞（公財）理想教育財団

30～15：30（４日は、17：50まで）
。

「プリントコミュニケーションひろば」作品募集係

＜内容＞シンポジウム、研究発表他。要事前申込。

TEL

申込締切は、令和４年２月23日（水）。

■第２回情報活用授業コンクール

＜問い合わせ先＞NHK放送文化研究所
TEL

03-3465-1111

研究会情報
■2021年度教育の情報化推進フォーラム

第17回

03-3575-4313

（公社）全国学校図書館協議会は、情報活用能力
を身に付けることをねらいとした授業実践のすそ
野を広げるため、標記コンクールにおいて、実践
を募集している。
＜応募資格＞国公私立小学校、中学校、高等学校、

（一社）日本教育情報化振興会では、「GIGAス

特別支援学校、義務教育学校、中等教育学校に勤

クールで築く学びのみらい」をテーマに標記

務する教職員（教員、司書教諭、学校司書等）。

フォーラムを開催する。

＜対象実践＞過去３年間以内の単元の授業実践。

＜日時＞令和４年３月11日（金）10：30～17：30、

教科・領域は、単一・複数・総合的な学習の時間・

12日（土）10：30～15：45

教科横断的なもの。

＜会場＞国立オリンピック記念青少年総合セン

＜表彰＞優秀賞、情報活用推進校等。

ター国際交流棟（東京都渋谷区代々木神園町3-1）

＜締切＞令和４年３月31日（木）当日消印有効。

＜内容＞基調講演、特別講演、総括パネルディス

＜問い合わせ先＞（公社）全国学校図書館協議会

カッション、ICT夢コンテスト表彰式、ICT活用

研究調査部

実践事例発表、最新教育ICT展示会等。要事前申

■「JPPA AWARDS 2022」学生の部

込。申込締切は、令和４年３月８日（火）。

TEL

03-3814-4317（代表）
作品募集

（一社）日本ポストプロダクション協会による標

＜問い合わせ先＞（一社）日本教育情報化振興会

記アワードは、高品質の映像・音響作品の創造と編

内

集技術の質的向上を目指し、作品を募集している。

TEL

03-5575-5365

コンクール情報
■「第17回プリントコミュニケーションひろば」

＜応募資格＞大学、専門学校、高等学校に在学中
または募集対象期間内に在学していた学生。
＜募集部門＞映像技術部門、音響技術部門。ジャ

作品募集

ンルは、ともに、ドラマ／映画、ドキュメンタ

学校におけるよりよいコミュニケーション環境

リー／その他、CG／アニメーション。令和３年

の醸成を目指した、（公財）理想教育財団による標

３月１日～令和４年２月28日までに制作、発表

記ひろばでは作品を募集している。

された作品。なお、出品には、出品審査料が必要。

＜応募資格＞小学校・中学校・高等学校、義務教育

＜賞＞最優秀賞、優秀賞、奨励賞。

学校、中等教育学校および特別支援学校の教職員。

＜締切＞令和４年３月４日（金）

＜応募作品の条件＞ 教職員が編集・制作し、定期

＜問い合わせ先＞（一社）日本ポストプロダクショ

的に継続して発行された通信で、令和３年４月以

ン協会

降に制作発行されたもの。 新聞・雑誌・コンクー
ル等で未発表のもの。児童・生徒、保護者、地域
社会に実際に配布、またはホームぺージに掲載し

TEL

03-3355-6420

学会情報
■日本教育メディア学会「2021年度

第２回研究

たり、PCやスマートフォン等に配信したもの。

会」

＜応募部門＞① 学級通信・学年通信の部、② 学

日本教育メディア学会では、「１人１台端末環
視聴覚教育
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境での新たな学びとメディアリテラシー／一般」

和４年２月19日（土）～27日（日）まで。

をテーマに標記研究会を開催する。

＜内容＞全体提案、課題別部会、講演会等。要事

＜日程＞令和４年２月27日（日）

前申込。申込締切は、令和４年２月９日（水）。参

＜会場＞中村学園大学７号館7501・ 7502・7503教

加費

室（福岡市城南区別府5-7-1）

＜問い合わせ先＞お茶の水児童教育研究会

＜内容＞１人１台端末環境での新たな学びやメ

TEL

ディアリテラシーに関しての実践・開発、家庭で

■京都教育大学附属桃山小学校「研究発表会」

の利活用も含めての議論。

2,000円、学生1,000円。
03-5978-5875

京都教育大学附属桃山小学校では、「自立・共生、

＜問い合わせ先＞日本教育メディア学会事務局

そして創造へ」を研究主題に、標記発表会をオン

明星大学今野研究室内

ラインにより開催する。

MAIL

office@jaems.jp

■情報処理学会「第84回全国大会」

＜日時＞令和４年２月26日（土）10：00～12：10

（一社）情報処理学会では、「変わる社会と情報

＜内容＞全体会、分科会１～３。要事前申込。申

処理」をテーマに標記大会を現地とオンラインに

込締切は、令和４年２月20日（日）。参加費500円

よりハイブリッド開催する。

（一般の方）。

＜日時＞令和４年３月３日（木）～５日（土）９：

＜問い合わせ先＞京都教育大学附属桃山小学校

30～17：30

MAIL

なお、３日は、17：20まで。

＜会場＞愛媛大学城北キャンパス（愛媛県松山市
文京町3）

momosyo@kyokyo-u.ac.jp

■令和３年度 大阪教育大学附属池田小学校研修会
大阪教育大学附属池田小学校では、「子供とつ

＜内容＞特別講演、招待講演、セッション、第４

くる学び（２年次）～教科等における見方・考え

回中高生情報学研究コンテスト等。要事前申込。

方を働かせるために～」をテーマに研修会をオン

＜問い合わせ先＞（一社）情報処理学会事業部門

ラインにより開催する。

大会担当

＜日時＞令和４年２月26日（土）８：30～12：30

MAIL

ipsjtaikai@ipsj.or.jp

■日本教育工学会「2020年春季全国大会」
日本教育工学会では、ホスト校を鳴門教育大学

＜内容＞公開授業、実践報告、安全講話等。要事前
申込。申込締切は、令和４年２月18日（金）18：00。

として標記大会をオンラインにより開催する。

＜問い合わせ先＞大阪教育大学附属池田小学校

＜日時＞令和４年３月19日（土）８：45～17：20、

研究会事務局 担当 馬場 TEL 072-761-3591

20日（日）９：00～17：00
＜内容＞研究発表、シンポジウム、学生セッショ
ン等。要事前申込。
＜問い合わせ先＞日本教育工学会 大会企画委員
会

MAIL

s-taikai2022@jset.gr.jp

各地の情報
■お茶の水女子大学附属小学校「第84回教育実際

文部科学省選定作品
■12月選定
「みんなで

紙

紙しばい

げんき

D

DVD

ななくさがゆ」 紙 8枚＜幼児、

教養＞（株）童心社
「将棋

初心者向け動画」 D 77分＜少年、教養＞

（公社）日本将棋連盟関西本部
令和３年７月文部科学省選定「ベルの音が聞こ

指導研究会」

える～長島、隔離の青春物語～」は、申請者から

お茶の水女子大学附属小学校では、「学びをあ

取り下げの申請により、令和３年12月に文部科

む－新領域『てつがく創造活動』を中核とする教

学省選定を取消した。

育課程の開発」をテーマに標記研究会をオンライ

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

ンにより開催する。

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

＜日時＞令和４年２月19日（土）10：00～16：30

main9_a1.htm

なお、オンデマンドによる授業場面の公開は、令

※本欄掲載のイベント開催等の最新情報は、主催

和４年２月11日（金）～20日（日）、講演会は、令

者＜問い合わせ先＞に、ご確認ください。
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