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平成 26 年度の視聴覚教材センター主催の講座と研修会を紹介します。

☆プレゼンテーション講座☆
 マイクロソフト・パワーポイントを使用して、プレゼンテーションを作成する講座。
写真の貼り付けで自分だけのスライドショーができます。

★ウェブページ作成講座★
 「ホームページビルダー17」を使ったウェブページの作成講座。
写真を貼りつければオリジナルの作品に大変身！

☆パソコンを使った写真・ビデオ編集講座☆
 写真や動画を編集してオリジナルのビデオ作品を作成します。
完成した作品はＤＶＤプレーヤーで観賞できます。ソフトはウィンドウズ７で使える Windows
ムービーメーカー2012 を使用。

★液晶プロジェクター出前講座★
 液晶プロジェクターの使い方講座。パソコンやビデオ・ＤＶＤデッキとの接
続方法などを習得できます。（３名以上の応募で随時開催）

☆教育メディア研修（映像教材）☆
 デジタルカメラとビデオカメラの使い方の研修会です。それぞれ 1 日コースになっていま
す。どちらか一方だけの受講もＯＫ。

★１６ミリ映写機操作講習会★
 １６ミリ映写機の操作方法と、操作資格を習得できます。
映画会などに活用できます。

◎ 研 修 会 ・ 講 座 の 日 程 ◎
※講座の受付は各講座の開催期日の３ヵ月前から開始となります。
先着順で定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
開催期日

研修・講座名

定員

申込締切日

５月１８日（日）

第１回パソコンを使った写真・ビデオ編集講座

５月１２日（月）

６月１１日（水）

第１回プレゼンテーション講座

６月１７日（火）

第２回パソコンを使った写真・ビデオ編集講座

７月 ４日（金）

１６ミリ映写操作技術講習会

７月２９日（火）

第１回ウェブページ作成講座

８月 ７日（木）

教育メディア研修会（映像教材）

デジタルカメラ応用編

８月 ８日（金）

教育メディア研修会（映像教材）

ビデオ編集編

８月１９日（火）

第２回プレゼンテーション講座

８月１２日（火）

８月２０日（水）

第２回ウェブページ作成講座

８月１３日（水）

９月 ５日（金）

第３回パソコンを使った写真・ビデオ編集講座

８月２９日（金）

９月 ７日（日）

第３回プレゼンテーション講座

９月 １日（月）

８名

６月 ４日（水）
６月１０日（火）

１０名

６月２７日（金）
７月２２日（火）
７月３１日（木）

８名

１０月１６日（金）

第３回ウェブページ作成講座

１０月３０日（木）

第４回パソコンを使った写真・ビデオ編集講座

１０月２３日（木）

１１月 ６日（木）

第４回プレゼンテーション講座

１０月３０日（木）

１２月１３日（土）

第４回ウェブページ作成講座

１２月 ８日（月）

平成２７年
１月２３日（金）

第５回ウェブページ作成講座

平成 2７年
１月１６日（金）

１月２４日（土）

第５回パソコンを使った写真・ビデオ編集講座

２月 ６日（金）

第５回プレゼンテーション講座

通

年

平日１０時～１７時

液晶プロジェクター出前講座

１０月 ９日（木）

１月１９日（月）
１月３０日（金）
３名
以上

※

※液晶プロジェクター出前講座は場所を準備していただく必要があります。講座の所要時間は１～２時間程度で
す。

□研修会・講座の申込方法□


電話またはファックスにて、視聴覚教材センター（☎52‐3433 Fax 52‐2660）までお申し込
み下さい。



なお、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。



講座の時間は液晶プロジェクター出前講座を除き、すべて９時から１６時までです。

＊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。

小学校 3 年

V1339

小学理科ビデオ 3 年-１ モンシロチョウを育てよう（１５分）

D0026

小学校理科シリーズ（Ⅱ）こん虫のそだち方とからだのつくり（２０分）
小学校理科 DVD②こん虫をそだてよう～チョウのそだち方～（１５分）

D0５３6

小学校 4 年

小学校 5 年

小学校 6 年
中学校 1 年

中学校 2 年

中学校 3 年

V1768

ガリレオ工房のいろいろオドロキ実験室
第２巻電気の回路、直列・並列のオドロキ実験（２５分）

D0２１７

あしたをつかめ平成若者仕事図鑑 警察官（２４分）…（６月）

D0２５７

みるみる社会科映像資料集 警察の仕事を見てみよう（９分）…（６月）

V1810

小学校理科シリーズ 発芽の条件（１５分）

D0431

植物の花のつくりと実や種子（１５分）

D0373

世界の国々と日本の国土シリーズ 日本の国土の特色～地形と気候～（１６分）

Ｄ0035

小学校理科シリーズ（Ⅱ）ものの燃え方、水よう液の性質、電磁石のはたらき（２０分）

D0528

よくわかる歴史と人物 国のはじまり～武士の世の中 聖武天皇と都の文化（２４分）

D0207

中学理科第２分野 第１巻「植物の体のつくりとはたらき」（３２分）

V1873

日本の位置と領域（１４分）

D0449

中学校社会地理 ①世界各地の人々の生活と環境（２０分）

V1686

古代の文化②奈良時代の文化（１５分）

Ｄ0375

中学校理科移行教材 DVD 第２巻 化学粒子編（５０分）

D0247

中学校社会科 地理 ２．マレーシア（２０分）…（中学校１年）

D0248

中学校社会科 地理 ３．フランス（２０分）…（中学校１年）

V1873

中学校社会科ビデオ地理 日本の位置と領域（１４分）

Ｄ0290

近代・現代の日本シリーズ 新しい日本と世界（１９分）

Ｄ0312

中学理科第 2 分野 第 5 巻「植物の殖え方」（２４分）

中学校社会科ビデオ 第６巻 近世の文化１ 江戸時代前期の文化（１５分）
V1691
中学校社会科ビデオ 第７巻 近世の文化２ 江戸時代後期の文化（１５分）
＊主なものを掲載しています。このほかにもございますので、視聴覚教材題名一覧等をごらんください。
V1690

小学校 国語
★D0447 ⑬伝統的な言語文化資料１－能・狂言－
（２０分）
★D0448

⑭伝統的な言語文化資料２－歌舞伎・人形浄瑠
璃・落語－（２０分）

中学校 国語
中学生向けコミュニケーション学習ビデオ
★D044０ 自分の考えを伝えよう スピーチの仕方(２２分)
★D044１ 話し合って考えよう ディスカッションの仕方
(２０分)
指導者向け
★D044２ 話す力・聞く力を育てる（19 分）

らいむ・ネットは視聴覚教育情報提供システムの愛称です。
管内で 161 の団体様にご登録いただいております。
（平成 26 年 4 月 1 日現在）

★らいむ・ネットを利用すると、

教材・機材の情報、検索、貸出しの予約（機材は検索のみ）ができます。
★らいむ・ネットを利用するためには、
ユーザーID とパスワード の登録が必要になります。

◎こんなに便利！らいむ・ネット

予約をするとき、借りたい教
材があいているかどうかの確
認ができます。

使いたい場面に応じた教材を検
索できます。また、教材の詳しい
内容を知ることができます。

もちろん、 24 時間いつ

でもどこでも予約をする
ことが可能 です。

＊らいむ・ネットを利用した教材検索の仕方については先月、特別号として関係施設に配布をさせてい
ただいております。また、ホームページでもご覧になることができます。

★ユーザーID とパスワードの新規登録は、視聴覚教材センター（☎52‐3433 Fax 52‐2660）
までお問い合わせください。随時受け付けを行っております。

ぜひこの機会にご登録を検討いただきますようよろしくお願いします！

