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ご応募いただいた171作品の中から厳正な審査を行い、以下の愛称
を採用することになりました。たくさんのご応募ありがとうございました。

【AZnavia】AZ9とnavigationとaudio-visualからの造語。
仙南地域に視聴覚の各種活用方法をナビゲートし、その新しい可
能性探る機関との意味が込めました。また、viaには、…を経て，…
経由で.の意味があることから、教材センターを経由して仙南地域
の情報が集約発信されていくというイメージも表現しています。

愛称が決定しました愛称が決定しました

移転後のご利用について
平成28年１月より視聴覚教材センターは、仙南地域広域
行政事務組合総合庁舎からえずこホール内へ移転します。
移転後、ご利用方法が変更になる部分についてご案内い
たします。

12月末は移転に伴う作業のため、一時的にセンター
の一部の機能が使えなくなる場合があります。ご迷
惑をおかけしますが、お急ぎの件につきましては、
えずこホール（TEL:0224-52-3004）へご連絡くださ

教材・機材の貸出について

原則として、平日の8：30～17：30。
E-mail･FAXは24時間受信しますが、翌営業日に
受付となります。 

●受付時間

直接来所・電話にてご予約を受け付けます。
FAX・E-mailでも受付可能です。受付完了の連絡
が届かない場合は電話等でご確認ください。

●受付方法

※事情により、らいむネットでの予約は休止となり
ます。ご了承ください。

※１ 来所は、受付カウンターでの受け渡しになります。
※２ 視聴覚教育指導員のいる公民館へお届けします。

●貸出・返却の方法

・教材のみの場合

ご来所での受け渡しのみとなります。
機材倉庫（左図参照）付近に駐車後、受付カウン
ターへお越しください。

・機材の場合

・ホールでの催し物によっては、正面玄関ドアや駐車
場付近で、スタッフがお声掛けさせていただく場合
がございます。その際は、視聴覚教材センターご利
用の旨をお申し付けください。

・えずこホールの休館日は、施設の一部を閉鎖してお
ります。

・楽屋口やその付近の通路は、保安上の面からご利用
いただけません。ご面倒ですが、正面玄関をご利用
ください。

ご注意いただきたいこと

移転にともなうお願い

あずなびああずなびあ
（大河原町・匿名希望さんの作品）

名前の意味・由来

以下の３通りからお選びください。

来所※1 宅配 公民館※2へお届け



12月の教材 主なものを掲載しています。他の教材については視聴覚教材題名一覧などをご覧ください。
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Ｖ1768 ガリレオ工房のいろいろオドロキ実験室
　　②電気の回路、直列･並列のオドロキ実験　
Ｖ1293 畑作に生きる人々　-野菜と果物-

Ｄ0539 小学校理科DVD ⑥自然の中の水
Ｖ0295 稲作のさかんな地域

～宮城県仙台平野～
Ｖ1899 新しい社会　②くらしと土地の様子

Ｄ0030 小学校理科 動物のたんじょう
Ｄ0379 小学校理科DVD ③人のたんじょう
Ｄ0643 小学校社会DVD

⑨情報化した社会とわたしたちのくらし

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　

Ｄ0645 小学校社会DVD
⑱わたしたちの生活と政治

　Ｄ0701 中学理科 ⑥いろいろな力
Ｖ1517 理科第２分野 気象シリーズ

空気の重さ～大気圧～

Ｄ0374 中学校理科 移行教材DVD
　　　　　　　　　　　①物理エネルギー編
＜ガリレオ工房のいろいろオドロキ実験室＞
　Ｖ1768 ②電気の回路、直列･並列
　Ｖ1769 ③発熱のしくみ　　Ｖ1770 ④磁石と電気

教材利用のご予約は、らいむネットが便利です。ぜひご活用ください。
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Ｄ0099 名前…それは燃えるいのち
Ｄ0157 ホームタウン 朴英美のまち
Ｄ0298 みんないちばん
Ｄ0398 ボクとガク
Ｄ0402 虹色のビー玉
Ｄ0676 マザーズハンド～お母さんの仕事～
　Ｄ0723 ココロ屋

人権週間（世界人権デー）４

※ＤはＤＶＤ、Ｖはビデオ、Ｋは紙しばい教材です。

日

クリスマス･お正月

新　　は、今年度新たに購入した教材です。

新

＜中学校理科ビデオ/DVD「月と月の満ち欠け」＞
　Ｄ0087①月の観察　Ｄ0088②月の動きと満ち欠け
　Ｄ0089③地球の衛星-月
Ｄ0313 中学校理科 第２分野 ⑥地球と宇宙
Ｄ0526 中学校社会 公民 ⑥くらしと経済

～
10

（18分）
（54分）
（13分）
（42分）
（50分）
（19分）
（25分）

Ｄ0052 ｱﾆﾒｰｼｮﾝｼﾘｰｽﾞ年中行事 part2
　　　　　七五三･ｸﾘｽﾏｽ･お正月･節分･桃の節句

Ｄ0324 リトルモンスター②クリスマスは中止ほか

Ｄ0362 トムとジェリー⑤メリークリスマスほか

Ｋ0025 クリスマスシリーズ

どうぶつやまのクリスマス･サンタのすずほか

Ｄ0342 仙南地方の年中行事～お正月～
Ｄ0558 座敷祈祷の芸能～蔵王山伏神楽～

Ｄ0575 神々が舞う伊具の里～蔵王山伏神楽～

Ｄ0607 ふるさとのお正月～きえゆく家々のまつり～

（54分）
（30分）
（60分）

（20分）
（20分）
（20分）
（20分）

Ｄ0229 地球と環境Ⅱ①地球温暖化･オゾン層の破壊

Ｄ0401 未来を変えるあなたの選択CO2ﾀﾞｲｴｯﾄ生活

Ｖ1890 地球が熱を出している

地球温暖化防止月間
（29分）
（23分）
（20分）

（25分）
（20分）

（15分）
（20分）

（34分）

（19分）
（15分）
（16分）

（20分）
（25分）

（21分）
（13分）

（50分）
（各25分）

（各15分）
（20分）
（25分）

◎開催日：平成28年1月17日（日）9：00～16：00
◎会　　場：視聴覚教材センター（あずなびあ）
◎使用ソフト：Windows Live ムービーメーカー
◎受講料：無　　料　　　　　　◎定　　員：８名

思い出の写真を楽しく簡単にムービーに編集できます。

パソコンを使った
　写真・ビデオ編集講座
パソコンを使った
　写真・ビデオ編集講座

プレゼンテーション講座プレゼンテーション講座プレゼンテーション講座

◎開催日：平成28年3月6日（日）9：00～16：00
◎会　　場：視聴覚教材センター（あずなびあ）
◎使用ソフト：Microsoft Power Point
◎受講料：無　　料　　　　　　◎定　　員：８名

地区会やサークルの発表、会議に活躍！

寒冷時の機材使用について寒冷時の機材使用について
気温や機材自体の温度が低いとき、プロジェクターには
ウォームアップ時間が必要になり、その間は操作を受け
付けません。５分程度お待ちいただき、再度お試しください。
また、車内など寒い場所から移動する際は、急激な気温
差により結露が発生する恐れがあります。ご注意ください。

作品
募集

◎応募締切／平成28年２月5日（金）

◎出品部門／ ・学校教育部門
・社会教育部門

◎作品の種類／

録画・スライド・コンピューター学習ソフト・
ＴＰ・パネルシアター・紙しばい

◎発表時間／20分以内

平成28年2月9日（火）9：30開始
会場：えずこホール・１階 会議室 入場無料

＝＝＝ 出品条件など詳細は、お問い合わせください。 ＝＝＝

第38回 仙南地区自作視聴覚教材発表会仙南地区自作視聴覚教材発表会仙南地区自作視聴覚教材発表会

地域の人の手によってつくられた、
伝統や風景を次世代に伝える
映像作品。児童や生徒に接す
る先生自らがつくる、視聴覚教材。
今年も力作が並ぶ発表会です。
ぜひご覧ください。

第38回第38回第38回

新


