仙南地域広域行政事務組合 視聴覚教材センター

2014 年 12 月号

№436

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

「自作教材」は市販教材からは得られない独自の学習効果があると言われています。
それは、身近な地域・地区を対象としたことによる興味・関心の高まりと、実際の調べ学
習や体験学習に活かせる点などが挙げられます。また、制作する側にとっても、ねらいや
内容を学習者の実態に合わせて組み立てることができるという利点があります。

◇開催期日

◇会

場

（仙南地域広域行政事務組合総合庁舎３階研修室）

※作品応募締切は２月１２日(木)です。

昨年度（第３６回）の

◇出品部門

受賞者のみなさん

（録画、スライド、コンピュータソフト、
トランスペアレンシー、紙芝居）
出品条件、発表時間等詳しくは視聴覚教材センターホームページをご覧いただくか、視聴覚教材セン
ター（０２２４-５２-３４３３）までお問い合わせください。

日時：平成２７年３月１日（日）１０：００～
会場：仙南芸術文化センター（えずこホール）
内容については裏面をチェック！！

フェスティバルの内容については・・・こちらをご覧ください。

いま、ゲームの世界の“裏側”で“悪役キャラ”ラルフの冒険が始まる！

「シュガー・ラッシュ」
を、①１０：００～ ②１３：００～の２回上映します。入場料は無料！

視聴覚教材センター所有のＤＶＤ（アニメーション）を上映します。上映作品は、

「ミッキーマウス、トムとジェリー、銀河鉄道の夜、他」
を予定しています。もちろん入場料は無料！その他の作品名と詳しいタイムテーブル
は、平成２７年１月・２月の視聴覚教材センターだよりをご覧ください。

①仙南地域の自作視聴覚教材の視聴ブース ②視聴覚教材センター所有の紙芝居展示
と読み聞かせ ③お絵かき（ぬりえ）コーナー ④太陽望遠鏡（柴田町星を見る会）
体験コーナー（正面玄関前）

 世界人権デー（12 月 10 日） 人権週間（1２月４日～１０日）
D0398 ボクとガク

42 分

少年

D0299

18 分

青年

D0298 みんないちばん

13 分

少年・幼児

D0404 声を聞かせて

40 分

D0402 虹色のビー玉

50 分

Ｄ0676 マザーズハンド～お母さんの仕事～

19 分

毎日がつらい気持ちわかりますかゆるせない！ネットいじめ

一般
少年・青年

 国際障害者デー（12 月 3 日） 障害者週間（1２月３日～９日）
D0269 風の旅人

30 分

D0077 小学生の体験学習シリーズ 障害のある人との交流

19 分

小学生

V1845 みんなで跳んだ～城北中学 2 年1 組の記録～ 28 分
V1840 ノーマライゼーションを考えるシリーズ
～1842 ①知的障害者 ②身体障害者 ③視覚障碍者
V1595 お年寄り・障害のある人を守る防火・防災対策

22 分

中学校

21 分

一般

 クリスマス・お正月
D0052

◇社会科
小学校３年
小学校４年

小学校５年

アニメーションシリーズ 年中行事 Part2
七五三・クリスマス・お正月・節分・桃の節句

54 分

少年
幼児

Ｖ0760 クリスマスキャロル

29 分

D0342 仙南地方の年中行事 ～お正月～

20 分

少年

Ｄ0607 ふるさとのお正月～きえゆく家々のまつり～ 20 分

一般

小・中学校

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）
Ｄ0250 みるみる社会科映像資料集 パン工場を見てみよう（9 分）
V1899 新しい社会②くらしと土地の様子（34 分）
V1756 おいしい梨ができるまで（10 分）
D0146
Ｄ0147
Ｄ0370
Ｄ0643
Ｄ0645

小学校社会科ビデオ 自動車工業とわたしたちのくらし（10 分）
小学校社会科ビデオ 放送局ではたらく人びと（8 分）
みるみる社会科映像資料集 工業と情報通信（59 分）
小学校社会ＤＶＤ⑨情報化した社会とわたしたちのくらし（16 分）
小学校社会ＤＶＤ⑱わたしたちの生活と政治（25 分）

D0371 みるみる社会科 DVD 政治の働き（35 分）
小学校６年

D0179 第一海軍火薬廠 ～学徒動員～（20 分）
V1774 世界の中の日本の役割 第 3 巻 戦後の復興・発展と国際貢献（15 分）

中学校

Ｄ0525 中学校社会 公民⑤裁判と人権（20 分）
Ｄ0526 中学校社会 公民⑥くらしと経済（20 分）

◇理科
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）
小学校４年

Ｄ0539 小学校理科 DVD⑥自然の中の水（15 分）
V1363 小学校理科 空気中の水の変化（15 分）

小学校５年
小学校６年

Ｄ0030 小学校理科シリーズ（Ⅱ）動物のたんじょう （19 分）
Ｄ0379 小学校理科 DVD５年生③人のたんじょう（15 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（15 分）
D037５ 中学校理科移行教材 DVD 第２巻 化学粒子編（50 分）
D0313 中学校理科第 2 分野 第 6 巻 「地球と宇宙」
（20 分）

中学校

D0087～D0089 中学校理科ビデオ/DVD「月と月の満ち欠け」①～③（15 分）
D0665 DVD 宇宙大百科ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｺｽﾓｽ第１集 太陽系の神秘（130 分）
D0665 DVD 宇宙大百科ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｺｽﾓｽ第３集 天空への道しるべ（1５0 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。

受講者募集中！
1/16 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２７年 １月２３日（金）９：００～
1/19 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２７年 １月２４日（土）９：００～

1/30 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２７年 ２月 ６日（金）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名以下は要相談）
講座・研修会の受講料はすべて 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。

