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AV Material
ニュースクリップ & 映像教材
■全国ICT教育首⻑サミット開催される
全国ICT教育首長協議会主催による「全国ICT
教育首長サミット｣ が６月２日、｢New Education
Expo2022」東京会場において開催され（写真）
全国から約300名が参加した。横尾俊彦佐賀県
多久市長の会長挨拶、板倉寛文部科学省初等中
等教育局学校デジタル化プロジェクトチーム
リーダーによる基調講演に続き、シンポジウム
では参加の首長により事例発表・ディスカッ
ションなど活発な議論が展開された。
央区京橋3-7-6）

AV情報

＜内容＞「時をかける少女」上映など。要事前申込。

■日本銀行オンライン授業実施先募集中

＜問い合わせ先＞国立映画アーカイブ

日本銀行本店では、オンライン学習プログラム
「教室で、にちぎん」を実施。その実施先を募集し

TEL

050-5541-8600

■夏休み特別企画2022「ラジオ・DJ」
「アナウン
サー」体験教室開催

ている。
＜対象＞小学５年生から大学生まで。

（公財）放送番組センターでは、標記の体験教室

＜内容＞授業（45分）の一例①日本銀行の仕事に

を開催する。

ついての説明（15～20分）、②重要文化財の本館

〇ラジオ体験教室（対象

内をリモート見学（15～20分）、③職員への質問

＜日時＞令和４年８月11日（木・祝）14：00〜

タイム（５～10分）等。

15：00／15：00～16：00／16：00～17：00。各

＜問い合わせ先＞日本銀行見学担当

TEL

03-

小学４〜６年生）

回４人。

3277-2815

＜内容＞FMヨコハマのスタッフがラジオの魅力

■解説付上映会「こども映画館」を開催

や番組作りの裏側を解説。

国立映画アーカイブは、中学生以下を対象に、
映画鑑賞を通し、豊かな情操と高い映像理解能力
（リテラシー）を育むことなどを目的に、夏休み期
間中に標記イベントを開催する。
＜日時＞令和４年７月29日（金）・30日（土）、８

〇DJ体験教室（対象

中学生）

＜日時＞令和４年８月11日（木・祝）10：00〜
11：30／11：30～13：00。各回６人。
＜内容＞ミニ番組を作ってDJに挑戦。
上 記 の ２ つ の 教 室 の 希 望 者 は、 メ ー ル

月５日（金）・６日（土）、各日13：30～

（radioodj@bpc.j.or.jp）にて、令和４年８月１日

＜会場＞国立映画アーカイブ小ホール（東京都中

（月・必着）までに応募のこと。
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＜会場＞はともに、FMヨコハマ（横浜市西区み

吹田市、関西大学、日本放送協会、日本民間放

なとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F）
。

送連盟、日本ケーブルテレビ連盟主催による標記

〇アナウンサー体験教室（対象

映像祭では、高校生（中学生）部門において作品

小学４年生～中

学３年生）

を募集している。

＜日時＞令和４年８月19日（金）10：00〜12：30

＜応募について＞高校生、高等専門学校生、中学

／14：00～16：30。各回20人。

生のグループまたは個人が対象。応募本数制限無

＜会場＞情文ホール（横浜市中区日本大通11）

し。中学生、高校生の視点で「学校生活」や「地

＜内容＞アナウンサーの秘密を解説。

域」、「時代」をとらえた映像作品が対象。60分以

希望者は、メール（radioodj@bpc.j.or.jp）にて、

内の収録をめどとする。2020年８月１日～2022

令和４年８月８日（月・必着）までに応募のこと。

年７月31日までに制作された作品。

すべての教室において応募者多数の場合は抽選。

＜賞＞全参加作品の中から１点をグランプリ、優

＜問い合わせ先＞横浜情報文化センター放送ライ

秀賞、選奨、奨励賞を数点ずつ。

ブラリー

＜締切＞令和４年７月31日（日）消印有効。

TEL

045-222-2828

＜問い合わせ先＞「地方の時代」映像祭実行委員

研究会情報

会事務局

■情報教育セミナー2022
（公財）学習情報研究センターでは、「AI時代の
教育の充実に向けて」をテーマに標記セミナーを
会場とオンラインにより開催する。

TEL

06-6363-3874

各地の情報
■九州放送機器展2022
（一社）日本ポストプロダクション協会主催によ

＜日時＞令和４年７月29日（金）９：50～15：45

り、標記展示会が開催される。

＜会場＞アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区九

＜日程＞令和４年７月21日（木）・22日（金）

段北4-2-25）

＜会場＞福岡国際センター（福岡市博多区築港本

＜内容＞基調講演、学習デジタル教材コンクール

町2-2）

表彰式、企業展示、パネル討議等。要事前申込。

＜内容＞映像、オーディオ、照明等の機器展示、

＜問い合わせ先＞（公財）学習情報研究センター

セミナー等。

「情報教育セミナー係」 TEL

03-6205-4531

■第15回全国高等学校情報教育研究会全国大会
全国高等学校情報教育研究会では、「教科『情
報』第３ステージ～『情報Ⅰ』の実践～」をテー
マに標記大会をオンラインにより開催する。

＜問い合わせ先＞九州放送機器展事務局
（株）スタッフ内

TEL

092-711-2266

文部科学省選定作品
■５月選定

D

DVD

紙

紙しばい

＜日時＞令和４年８月９日（火）・10日（水）

「どんなうんちかな？」 紙 12枚＜幼児、教養＞

＜会場＞工学院大学新宿キャンパス
（東京都新宿

（株）童心社

区西新宿1-24-2）
にてパブリックビューイング予定。

映像作品等選定一覧の詳細は、下記を参照のこと。

＜内容＞基調講演、分科会、ポスターセッション、

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

企業展示等。要事前申込。参加費無料（資料代

main9_a1.htm

2,000円）
。
＜問い合わせ先＞全国高等学校情報教育研究会
事務局 東京都立小平高等学校
TEL

小松一智

042-341-5410

コンクール情報
■第42回「地方の時代」映像祭2022 作品募集

訃報

元日本学校視聴覚教育連盟会長の丸山昌哉氏
が、去る６月７日逝去された。享年67歳。

※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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イベント
2022（令和４）年度視聴覚教育関係行事予定（2022／６／20現在）
名
文化庁

称

期

日

場

一般財団法人日本視聴覚教育協会調べ

所

令和４年度著作権セミナー

教職員・ICT支援員著作権講習会

８月25日

図書館等職員著作権実務講習会

９・10月頃開催予定 東京・京都の２会場予定

著作権セミナー

11・12月頃開催予定 オンライン２回

催

東京都下

第26回視聴覚教育総合全国大会・
11月12日
第73回放送教育研究会全国大会合同大会・
教育の近代化展

オンライン開催

eスクールステップアップ・キャンプ

11月25日
つくば市・ハイブリッド開催
令和５年１～２月予定 オンライン開催

第６回全国ICT教育首長サミット

11月17日

KFCホール国際ファッションセンター（東京都
墨田区）

北海道

11月５日

オンライン開催

関東甲信越

12月８日

オンライン開催

近畿

11月10日

和歌山県民文化会館・和歌山市立和佐幼稚園他

学視連ブロック大会

（一財）日本視聴覚教育協会

視聴覚教育総合全国大会連絡
協議会、全国放送教育研究会
連盟､ NHK
（一財）日本視聴覚教育協会、
日本視聴覚教具連合会
全国ICT教育首長協議会
日本学校視聴覚教育連盟他

全放連ブロック大会

全国放送教育研究会連盟他

北海道

11月５日

オンライン開催

東北

10月20日

オンライン開催

関東甲信越

12月８日

オンライン開催

東海北陸

８月26日

ウィンクあいち（名古屋市）
・オンライン開催

近畿

11月10日

和歌山県民文化会館・和歌山市立和佐幼稚園他

中国

７月29日

島根県安来市立第一中学校

四国

11月22日

徳島県小松島市南小松島小学校・ハイブリッド開催

九州

10月28日

オンライン開催

11月12日

秋田市芸術劇場（秋田市）

北海道･東北･関東･甲信越地区
（SBC信越放送主幹）

11月５日

JAアクティホール（長野市）

中部・北陸・関西・中国地区
（山陰放送主管）

10月１日

米子文化ホール（鳥取県米子市）

民教協全国・地区大会
全国大会（秋田放送主管）

四国・九州・沖縄地区（西日本放送主管）10月15日
第38回年会

（公財）民間放送教育協会、
開催地民間放送局他

かがわ国際会議場（高松市）

８月20・21日

十文字学園女子大学（埼玉県新座市）

日本教育情報学会

９月10・11日

カルッツかわさき（川崎市）
・オンライン開催

日本教育工学会

第48回 全日本教育工学研究協議会
全国大会（愛知・春日井大会）

10月28・29日

愛知県春日井市民会館、春日市立勝川小学校他

日本教育工学協会

Inter BEE2022

11月16～18日
※11月１日～12月
23日

幕張メッセ（千葉市）
※オンライン開催

日本教育メディア学会第29回年次大会

11月26・27日

椙山女学園大学（名古屋市）

日本教育工学会
（第41回）

等

オンライン配信

令和４年度
（第68回）
教育映像祭中央大会・ ９月予定
表彰式
令和４年度（第48回）全国自作視聴覚教
材コンクール表彰式・発表会

日本教育情報学会

主
文化庁

2022年秋季全国大会

本欄掲載のイベント開催等の最新情報は、主催者にご確認ください。
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（一社）電子情報技術産業協会

日本教育メディア学会

