仙南地域広域行政事務組合 視聴覚教材センター

2013 年 10 月号

№422

宮城県柴田郡大河原町字新青川１－１ Tel 0224-52-3433
Fax 0224-52-2660
E-mail:kyouiku@az9.or.jp URL:http://www.az9.or.jp/kyouiku/sicyokaku/index.php

10/31 締切

☆プレゼンテーション講座☆

◆Microsoft PowerPoint(パワーポイント)を使用し、スライドの作成や編集、イラ
ストや図形の作成・編集など視聴覚教材制作に必要な知識や技術を習得できます。
対

象：仙南圏域内にお住まいの方または勤務されている方で、簡単なパ
ソコンの操作ができ、文字入力が確実にできる方

開催期日：平成２５年

１１月 ７日（木）９：００～

★液晶プロジェクター出前講座★

随時受付して
います！

◆液晶プロジェクターの操作のしかたを学べる講座です。パソコンやビデオデッ
キ、ＤＶＤプレーヤーとの接続方法などを習得することができます。時間は１
時間程度、開催場所を準備していただき、３名以上の申し込みでＯＫ！
（※平日（月～金曜日）の１０時から１５時まで）

講座・研修会のすべて受講料は 無料

です。

定員になり次第締め切りますので、お早目のお申し込みをお待ちしています！
＊申し込みいただいた情報に関しましては、講座の申込以外の目的には使用しません。

TEL ５２－３４３３ FAX ５２－２６６０

ファックスでお申し込みの場合
は住所、氏名、年齢、確実に連絡
可能な電話番号、所属等を書
いてお申し込みください。
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D0151

キッパリことわる 薬物乱用に‘NO’
（19 分）

V1447

なくした自由（薬物乱用防止教育ビデオ）
（22 分）

V1371

HELP ME 覚せい剤の恐ろしさを知っていますか（31 分）

3R


D0230

地球と環境Ⅱ ゴミ・リサイクル（28 分）

V1245

うっかり奥さまの PET ボトルリサイクル（18 分）

V1246

資源が生きる PET ボトルリサイクル（16 分）

D0403

中高年のための健康教室（17 分）


D0303～D0306

ＤＶＤで脱メタボ！！第１巻～第４巻（25～27 分）

D0107

防ごう！メタボリックシンドローム（20 分）

V1860

元気で長生きするヒント①誰にでもできるニコニコペース運動
（16 分）

V1861

元気で長生きするヒント②
誰にでもできるヘルシーなメニュー選びと食べ方（19 分）
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絵本読み聞かせ おうちで実践①
たっぷり！読み聞かせの楽しみ方（35 分）

D0044

絵本読み聞かせ おうちで実践②ぴったり！絵本の選び方
（35 分）

V1831

楽しい読書活動シリーズ 本の楽しさを伝えよう
～ブックトーク～（24 分）

V1832

楽しい読書活動シリーズ 読書ゲームにチャレンジ
～アニマシオンゲーム～（24 分）

V1833

楽しい読書活動シリーズ 声に出して読んでみよう
～朗読、群読、詩のボクシング～（24 分）

プロジェクターとは？
プロジェクターとは簡単にいえば、スクリーンに映像を映す機械のことです。最近は、映写機の
代わりにプロジェクターが多く使われるようになってきています。
プロジェクターを利用すれば、ＩＴ関連機器のパソコンや DVD や VTR、そしてビデオカメラなど
に保存しているデータをスクリーンに映し出すことが出来ます。プロジェクターを使えば、広い会場
で大きな画面の画像や映像にして見ていただくことが可能になります。

視聴覚教材センターで保有している主なプロジェクター
当視聴覚教材センターでは１１台のプ
ロジェクターを所有しております。明るさ
は２０００ルーメンから４０００ルーメ

２ ０ ０ ０ ルーメン

２ ５ ０ ０ ルーメン

ンまでです。使いかたの目安としては、小
さな会議室等で暗くすることができる環
境でお使いになる場合には、２０００ルー
メンの明るさでも十分にその画像を見る
ことができます。大きな会場でお使いにな
る場合は、より明るさの大きいものがお勧
めです。

３ ５ ０ ０ ルーメン

また、映画会でお使いになる場合は、あ
わせてスピーカーやスクリーン、DVD プレ
ーヤー・ビデオデッキの貸し出しも行って
おりますので、映画会等を予定している方
はぜひご検討の上、ご予約お願いします。
なお、
「機械が苦手で・・・」という方

３ ５ ０ ０ ルーメン

３ ７ ０ ０ ルーメン

には、接続の仕方や使い方について、貸出
しの際に職員がご説明させていただきま
す。機材の中にも使い方の説明書が入って
おりますので、安心してご利用下さい。ぜ
ひ一度、プロジェクターを使ってみてくだ

４ ０ ０ ０ ルーメン

４ ０ ０ ０ ルーメン

さい。その良さがお分かりいただけます！

全国自作視聴覚教材コンクール

小学校部門 入選 受賞おめでとうございます
先月号でもお知らせいたしました全国自作視聴覚教材コンクールの受賞式が
去る９月２０日（金）に行われ、制作者である柴田町立東船岡小学校の大脇賢次
先生が出席され、賞状と盾を授与されましたことをここにお知らせいたします。

制作者の大脇先生と受賞作品

◇社会科
小学校３年

教材番号の頭についているアルファベットはＤがＤＶＤ教材、Ｖがビデオ教材です。

D0249 みるみる社会科映像資料集 スーパーマーケットを見てみよう（9 分）
V1692 はたらく人のしごとシリーズ スーパーマーケットのひみつ（13 分）
D0289 古い道具とくらしのうつりかわり（14 分）

小学校４年

D0180 角田用水（20 分）
D0178 川崎町の歴史 水を求めた人々 ～ケヤキ沢用水～（15 分）

小学校５年
小学校６年

D0370 みるみる社会科 DVD 工業と情報通信（59 分）
D0073 小学校社会科ビデオシリーズ 日清・日露 ふたつの戦争（16 分）
D0280 学徒動員～第一海軍火薬廠と青春の日々～ （12 分）
V1873 日本の位置と領域（14 分）
V1784 中学校社会科ビデオ 地理 第 6 巻 世界から見た日本～人口～（15 分）

中学校

V1177 太平洋戦争と沖縄（35 分）
V1643 民主主義を考える ②三権分立―行政（20 分）

◇理科
小学校３年

V1808 小学校理科シリーズ かげの動きと太陽（15 分）
V1365 学年別・環境教育（理科）シリーズ 太陽の暖かさ（13 分）
D0027 小学校理科シリーズ（Ⅱ）生き物のくらしと季節（20 分）

小学校４年

D0029 小学校理科シリーズ（Ⅱ）ものの温度とかさ、もののあたたまり方（18 分）
V1573 小学校理科ビデオシリーズ「季節と生きもの」
（17 分）

小学校５年

小学校６年

D0125 小学校理科 DVD シリーズ 流れる水のはたらき①（15 分）
V1651 小学校理科 天気の変化（15 分）
D0127～D0130 小学校理科 DVD シリーズ 土地のつくりと変化①～④（15 分）
V1825 小学校理科ビデオシリーズ 6 年生 いろいろな地層（12 分）
D0374 中学校理科移行教材 DVD 第 1 巻 物理エネルギー編（50 分）

中学校

D0313 中学理科第 2 分野 第 6 巻 「地球と宇宙」
（20 分）
D0087～D0089 中学校理科ビデオ/DVD「月と月の満ち欠け」①～③（15 分）

主なものを掲載しています。DVD 教材、録画教材の詳しい内容は、視聴覚教材センターのホームページ
「教材一覧（PDF ファイル）
」でご覧いただけます。

