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報道関係者各位
平成 21 年 12 月 24 日
財団法人つくば科学万博記念財団

つくば市から 3 名が入賞
「第 8 回全国こども科学映像祭」入賞作品発表のご案内
財団法人つくば科学万博記念財団（理事長：木阪崇司，所在地：茨城県つくば市吾妻 2−
9，TEL：029-858-1100）は，財団法人日本視聴覚教育協会，独立行政法人科学技術振興機構，
財団法人ニューテクノロジー振興財団とともに「全国こども科学映像祭」を主催しています。
平成 21 年 12 月 11 日（金），
「第 8 回全国こども科学映像祭」の運営委員会で，11 本の入
賞作品が決定しました。
本映像祭は，全国の小中学生を対象に，こども達の“科学する心”を育てることを目的に
毎年開催しているもので，応募のあった 39 作品（小学生部門 26 作品，中学生部門 13 作品）
の中から文部科学大臣賞の黒崎萌（くろさきもえ）さん，服部篤彦（はっとりあつひこ）君
の作品を始め，優秀作品賞 5 点，佳作 4 点を選出しました。
つくば市からは，服部篤彦君（並木中学校 3 年），井出竜鳳君（いでりゅうほう君，竹園
西小学校 4 年），井出麟君（いでりん君，竹園西小学校 2 年）の 3 名が，それぞれ「文部科
学大臣賞」「優秀作品賞」「佳作」に入賞しました。
当財団は，平成 19 年から科学リテラシーの向上を目的に科学映像の撮影・編集テクニッ
クをプロの講師が指導する「科学映像撮影編集教室」を行っています。受賞した 3 名は，今
年行った撮影編集教室の参加者で，一生懸命講師の話に耳を傾けていた姿が印象的でした。
入賞者の表彰式は，平成 22 年 1 月 10 日（日），日本科学未来館（東京都江東区青海 2-3-6）
で行います。
＜添付資料＞
・第 8 回全国こども科学映像祭表彰式・講演会スケジュール
・第 8 回全国こども科学映像祭入賞作品
＜問い合わせ先＞
■本リリースに関する問い合わせ
財団法人つくば科学万博記念財団 企画調整室 小林／小岩井
TEL：029-858-1100（代），FAX：029-858-1107
URL：http://www.expocenter.or.jp/
■全国こども科学映像祭並びに表彰式等に関する問い合わせ
全国子ども科学映像祭運営委員会事務局 隈本
TEL：03-3591-2186，FAX：03-3597-0564
URL：http://www.javea.or.jp/
1/3

資料配布
【参考資料】
1.入賞者一覧
■文部科学大臣賞（2 点）
・小学生部門
作品名：
「カマキリ」（9 分 27 秒）
作者名：
黒崎 萌（埼玉県川口市立芝西小学校 6 年）
大井 忠（祖父）
・中学生部門
作品名：
「空気砲と僕の七年間」（7 分 3 秒）
作者名：
服部 篤彦（茨城県つくば市立並木中学校 3 年）
■優秀作品賞（5 点）
・小学生部門
作品名：
「カマキリのふ化」（7 分 33 秒）
作者名：
鈴木 菜々子（静岡県藤枝市立南小学校 5 年）
鈴木 辰夫（祖父）
作品名：
「ミミズの謎」（9 分 30 秒）
作者名：
愛知県岡崎市立竜美丘小学校 科学部
作品名：
「アブラゼミの準備運動と羽化」（9 分 27 秒）
作者名：
井出 竜鳳（茨城県つくば市立竹園西小学校 4 年）
井出 洋子（母）
・中学生部門
作品名：
「早寝 早起き お昼寝 カタバミ part3」（5 分 24 秒）
作者名：
杉山 竜也（愛知県岡崎市立竜海中学校 1 年）
作品名：
「中尊寺ハスは紡ぐ‐800 年前の奥州藤原氏浄土思想と世界遺産‐」
（8 分
10 秒）
作者名：
西村 伊代（神奈川県日本女子大学附属中学校 2 年）
■佳作（4 点）
・小学生部門
作品名：
「アブラゼミの幼虫をうまく羽化させるには？」（9 分 41 秒）
作者名：
井出 麟（茨城県つくば市立竹園西小学校 2 年）
井出 洋子（母）
作品名：
「松が泣いている」（3 分 30 秒）
作者名：
石井 拓実（愛知県岡崎市立井田小学校 6 年）
石井 大六（父）
・中学生部門
作品名：
「ドブ川に輝くアユ〜早川に何が起きたのか〜」（9 分 56 秒）
作者名：
愛知県岡崎市立福岡中学校 パソコン部
作品名：
「イネの一生」（10 分）
作者名：
兵庫県姫路市立菅野中学校 生物・理科研究班
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2.全国こども科学映像祭について
「全国こども科学映像祭」は，財団法人日本視聴覚教育協会，独立行政法人科学技術振興
機構，財団法人ニューテクノロジー振興財団及び財団法人つくば科学万博記念財団が主催す
るもので，こども達の科学への関心を喚起するとともに，カメラの目を通して科学の楽しさ，
素晴らしさを理解させ，こども達の“科学する心”を育てることを目的に毎年開催していま
す。
この映像祭は，小学生，中学生が制作する“科学ビデオ作品のコンクール”としては，我
が国で初めての試みで，特に小学生部門は，保護者（父母，祖父母，教師等）がコンビを組
んで映像制作を行うまったく新しいスタイルが特徴です。
＜第 8 回「全国こども科学映像祭」概要＞
対象
全国の小・中学生
応募締切
平成 21 年 10 月 31 日
作品のテーマ
小学生部門「みぢかな生きもののふしぎ」
中学生部門「科学の不思議を見つめると」
作品について
1 制作者 1 作品。上映時間は，3 分以上 10 分以内。
小学生部門は，父母，祖父母または教師などの保護者と一緒に制作し
た作品。
中学生部門は，個人またはグループで制作した作品（教師の指導可）。
賞
・文部科学大臣賞
・優秀作品賞
・選外佳作と特別賞
表彰式
平成 22 年 1 月 10 日（日）13 時 30 分〜（13：00 開場）
主催
財団法人日本視聴覚教育協会
独立行政法人科学技術振興機構
財団法人ニューテクノロジー振興財団
財団法人つくば科学万博記念財団
後援
文部科学省，東京都教育委員会，埼玉県教育委員会，
千葉県教育委員会，神奈川県教育委員会，愛知県教育委員会，
福岡県教育委員会，兵庫県教育委員会，茨城県教育委員会，
財団法人日本科学技術振興財団，NHK，朝日新聞社，朝日学生新聞社，
株式会社バンダイナムコゲームス
問い合わせ
財団法人日本視聴覚教育協会
申し込み先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 19-5（虎ノ門 1 丁目森ビル B1）
TEL：03-3591-2186，FAX：03-3597-0564
URL：http://www.javea.or.jp/
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