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１０月開催の講座受講者募集中！！
10/9 締切

★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です。写真やイラ
スト等を貼りつけて、自分のページを制作します。
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 ２６年 １０月１６日（木）９：００～
10/23 締切

☆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
maru プレーヤーやパソコンで観賞することができます。
aru
編集ソフトは Windows ムービーメーカー2012 を使用します。
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 ２６年 １０月 ３０日（木）９：００～

随時受付
しています！！

★液晶プロジェクター出前講座★

◆液晶プロジェクターの使用方法についての講座です。パソコンやビデオデッキ、Ｄ
ＶＤプレーヤーとの接続の仕方などを習得できます。時間は１時間程度、開催場所
を準備いただき、３名以上の申し込みでＯＫ！（２名以下要相談）
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、早目にお申し込み願います！
＊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。

・・・AZ9 ジュニア・アクターズからのお知らせ・・・
AZ9 ジュニア・アクターズ地域公演開催！
丸森町で

10 月 26 日（日）無料公演！

今年の 2 月、えずこホール（大ホール）に多くの方々に
ご来場いただいた「丸森キャッツ」が、新キャストで丸
森町に甦ります。今回はなんと、入場無料！！豪雪で会
場に来られなかった方、まだ見ていない方、もう一度見
たい方、お友達、ご家族を誘ってご来場ください。この
機会をお見逃しなく！
小さな猫神様たちが今年で合併 60 周年を迎えた丸森町
で、大暴れします。
「ニャンニャン…♪」と一緒に歌い踊りましょう♪
日時：平成 26 年 10 月 26 日（日）開演 14 時～
（開場 13 時 30 分）
会場：丸森まちづくりセンター（伊具郡丸森町字鳥屋 120）
丸森町役場の隣りの建物です。
10 月 25 日（土）10:00～12:00 と 26 日（日）11:00～16:00
は、大集会室で「丸森キャッツ」のダンス・歌・セリフ
を体験できるワークショップも開催。
AZ9 ジュニア・アクターズに興味がある小学生の参加をお
待ちしております。さあ、一緒に楽しく体験しよう！！
平成２６年度全国自作視聴覚教材コンクールが８月１３日・１４日に行われましたが、仙南地
区から出品した作品は、惜しくも入賞を逃しました。今後とも引き続き自作視聴覚教材の制作
ならびに自作視聴覚教材発表会への参加等にご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
下表は、昨年までの全国コンクール入賞作品です。様々な機会に、ぜひご利用ください。
年度

番号

タイトル

H25

D0690

船岡用水と六沼干拓

H24

K0082
～
K0088

蔵王町 ふるさとのむかしばなしシリーズ
蔵王町教育委員会
（A）
・
（B）
（紙しばい）
（７巻）

H23

D0413

蔵王連峰湿原物語

H22

D0335

神になった侍～山家清兵衛と宇和島～

D0280

学徒動員 第一海軍火薬廠と青春の日々

D0281

仙南地方の絵馬 ～託された願い～

H21

制作者
柴田町立東船岡小学校
大脇賢次

大河原町自作視聴覚教材制作グル
ープ 大浦利昭
大河原町自作視聴覚教材制作グル
ープ 及川義行 大浦利昭
大河原南小学校視聴覚教育部
齋藤和志
大河原町自作視聴覚教材制作グル
ープ 及川義行

見れば決まる！知りたい仕事ライブラリー

わかりあえる明日のために 福祉にかかわる



V1791 動物看護士・トリマー・動物訓練士



V1751 介護福祉士



V1792 歯科衛生士・歯科技工士



V1752 ホームヘルパー



V1793 介護福祉士・理学療法士・作業療法士



V1753 養護学校の先生



V1794 美容士・リフレクソロジスト



V1754 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

スポーツインストラクター


V1795 フードコーディネーター・パン職人
料理人

あしたをつかめ 平成若者仕事図鑑


D0216 保育士



V1796 CG クリエイター・Web デザイナー



D0217 警察官



V1797 一級建築士・測量士・鳶職



D0218 プログラマー



V1798 コンシェルジェ・ウエイター・フロント



D0219 レスキュー隊員



V1799 フラワーコーディネーター



D0220 声優

ブライダルコーディネーター



D0221 市役所職員

V1800 エディター・ミキサー・フォトグラファー



D0222 救急救命士



D0223 美容師

プロフェッショナル仕事の流儀



D0224 パティシエ



D0133 リゾート再生請負人 星野佳路の仕事



D0225 大工



D0134 小児心臓外科医 佐野俊二の仕事



D0293 小児科医



D0135 パティシエ 杉野英実の仕事



D0294 消防官



D0136 アートディレクター 佐藤可士和の仕事



D0295 薬剤師



D0137 弁護士 宇都宮健児の仕事



D0296 ホテル料理人



D0138 量子物理学者 古澤明の仕事



D0297 介護職員



D0139 WHO 医師 進藤奈那子の仕事



D0140 左官 挟土秀平の仕事



D0141 英語講師 竹岡広信の仕事



D0142 スタジオジブリ 鈴木敏夫の仕事



D0292

働くということ

フリーターについて考え

る

こちらをご覧ください。よくわかります！！

D0051 アニメーションシリーズ 年中行事 Ｐａｒｔ1
こどもの日・母の日・七夕さま・敬老の日・お月見
●日本の年中行事の由来をアニメーションで分かりやすく伝えます。
9 月の行事については、
『敬老の日』
・
『お月見』 が収録されています。

◇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。

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）
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）

小学校４年

Ｖ1508 ごみ博士になろう！～ごみとわたしたちのくらし～（1４分）
D0070 小学校社会科ビデオシリーズ けんこうなくらしを守るために（15 分）
D0075 みるみる社会科映像資料集第２期 びんのリサイクルを見てみよう（1０分）
D0288 住みよいくらしをささえるシリーズ ごみはどこへ行くの？（14 分）

小学校５年

V 1775 小学校社会科ビデオ 変わる水産業（15 分）

小学校６年

D0144 小学社会科ビデオシリーズ 江戸幕府と町人の文化（16 分）
D0145 小学社会科ビデオシリーズ 明治維新と文明開化（15 分）

中学校

V1685～1687 中学校社会科ビデオ古代文化（飛鳥・奈良・平安）①～③（15 分）
D0450～Ｄ0455 中学校社会科地理 （アジア州・ヨーロッパ州・アフリカ州・
北アメリカ州・南アメリカ州・オセアニア州）②～⑦（20 分）
V0650～V 0656 新日本地理体系①～⑦（15～20 分）
V1852 日本国憲法誕生（23 分）

◇理科
小学校３年

V1572 小学理科ビデオシリーズ 「草花のそだち方とからだのつくり」
（16 分）
V1808 小学校理科シリーズ かげの動きと太陽（15 分）

小学校４年

V1572 小学理科ビデオシリーズ「草花のそだち方とからだのつくり」
（16 分）
V1573 小学理科ビデオシリーズ「季節と生きもの」
（17 分）
V1574 小学理科ビデオシリーズ「月と星の動き」
（13 分）
D0122～Ｄ0124

小学校５年

小学校理科 DVD シリーズ 星や月①～③（15 分）

V1649 小学校理科 植物の成長（17 分）
Ｖ1651 小学校理科 天気の変化（15 分）

小学校６年

V1341 小学校理科ビデオ６年-⑨生物のくらしと食べ物・水（15 分）
V1342 小学校理科ビデオ６年-⑩生物のくらしとかんきょう（15 分）
D0436～Ｄ0437 小学校理科 月と太陽①～②（15 分）

中学校

V1848 ニューサイエンスビューシリーズ 第３巻 力と圧力（15 分）
V1850 ニューサイエンスビューシリーズ 第９巻 物質と化学反応の利用（15 分）
D0531 水溶液の性質（20～60 分）

主なものを掲載しています。DVD 教材、ビデオ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。

