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視聴覚教材センターだより

視聴覚教材センターだより　2016年3月号 №451

おすすめ教材紹介おすすめ教材紹介 今月は、今年度から導入したエプロンシアターとパネル
シアターをご紹介。もうすぐ、待ち遠しい桜の季節。自作
教材DVDで地元の桜の歴史を見直してみませんか？

あなたもつくってみませんか？

サポートします！自作視聴覚教材制作
地域の貴重な写真や資料、ご自宅に眠っていませんか？

視聴覚教材としてまとめれば、たくさんの人に活用いただ

けます。映像や教材制作に興味のある方、これからチャレ

ンジしてみたい方、あずなびあが支援します！

お問い合わせ

TEL：0224-52-3433 E-mail:kyouiku@az9.or.jp

最優秀賞

白石歴史探検マップ 【ＰＣソフト】

制作者：平間晃（白石市立大鷹沢小学校）

白石市内にある史実や昔話と、実際の史跡とを関係づけ
て学ぶ地図教材。豊富な画像・文字情報とともに、グーグ
ルマップとの連動によるスマートフォン等での利用、英語で
の音声案内など多様な活用方法と発展性のある教材。

学  校  教  育  部  門

優秀賞

青い目の人形ローズマリーちゃん
【スライド】制作者：齋藤良治（丸森町）

奨励賞

木の命を活かす 【録　画】

制作者：大脇賢次（柴田町立東船岡小学校）

奨励賞

真田喜平太
　～時代のはざまで志を貫く～
制作者：鈴木哲也（蔵王町立永野小学校）

【スライド】

社　　会  教  育  部  門

優秀賞

【録　画】

制作者：及川義行
　　　　　　　　（大河原町自作視聴覚教材制作グループ）

大高山神社の文化財
　　～その軌跡と調和～

優秀賞

【録　画】

制作者：大浦利昭（大河原町）

宮大工の技（宮造りの家）

６作品全て全国自作視聴覚教材コンクールに
推薦されました。あずなびあ（仙南視聴覚教材センター）

　2月9日（火）に仙南地区の自作視聴覚教材発表会を行
いました。学校教育部門に４作品、社会教育部門に２作品
の計６作品が発表されました。

　作品上映とともに、制作者から各作品に込めた想いや制
作過程などの紹介もあり、終了後には、審査員から総評と
ともに各賞の発表があり、出品作品全てが全国自作視聴
覚教材コンクールへ推薦されました。

　満席となった会場からは、「近隣に住んでいても知らな
かった史跡や職人さんについて知ることができ、興味深
かった」、「制作者の郷土愛が感じられ、ぜひ子どもたちに
見てもらいたいと思った」などの感想が寄せられました。

各作品は、準備が整い次第、あずなびあ（仙南視聴覚教材

センター）で貸出を行います。ぜひ、ご覧ください。

第38回　仙南地区

自作視聴覚教材発表会
第38回　仙南地区

自作視聴覚教材発表会

パネルシアター

エプロンシアター
はらぺこかいじゅう

【食育指導に】かいじゅうくんが、あんなものま
でパクリ！ケーキからひこうきまで何でも食べて
しまうはらぺこかいじゅうくん。
とうとうおなかがいたくなってしまい、お医者
さんになおしてもらいます。
聴診器も付いて、楽しく演じていただけます。

たべものかくれんぼ
【食育指導に】大人気絵本『かくれんぼしまし
ょ』のエプロンシアター。乳児から楽しめるか
わいいお話です。おにぎり、ハンバーガー、サ
ンドイッチにケーキ。それぞれにキャラクター
がかくれています。「だれがかくれているか
な？」と、やりとりを楽しみながら演じられます。

◎セット内容：
　イーゼル×１、プレート×２、
　パネルボード（白/黒）×１、
　（専用バッグに入っています）
◎重量：3.3ｋｇ
◎ボードの大きさ：110cm×80cm

もっと本格的にパネルシアターを楽しみた
い方にオススメ。演じる使いやすさを考え
て作られた、パネルシアター用のステージ
です。大きな画面で、ダイナミックなお話を
展開させることができます。

パネルシアター用ステージ

いっぽんばしにほんばし
大人気のあそびソングパネルです。
おはなしの主人公は、たぬきのぼうや。みん
なで歌って手あそびをしながらおはなしが
展開します。カラフルでポップな絵人形たち
と一緒に楽しいひと時を！

さかながはねて
楽しくて覚えやすい遊び歌「さかながはね
て」に合わせて演じる作品です。
かわいいさかなたちがピョン！とはねて、おめ
めやほっぺにくっついて・・・変身するよ！
解説書（楽譜・振付・脚本）が付いています。

ねこざかな

海を散歩中のねこざかなは、ひょんなことか
ら空を飛んでしまいます。
さて、その方法は？
いつも通りちょっぴり恐い目と楽しい目にあ
ったねこざかなのお話。

おばけマンション
チーズとトマト、キャットフードを持って
「おばけマンション」探検ツアー出発！
長いすべり台や、狭い廊下を進んで
いくと…さて、ドアの向こうには誰が
住んでいるのかな?

おばけマンション２

今度の探検は、カボチャ頭になって
しまったデーテルにかけられた魔法
を解くお手伝い。おどろきの結末が
待っている…かも！？ 
楽しさを詰め込んだ作品です。

パネルでマジック　かくれんぼカード
ウサギ、ネコ、パンダ、ゾウ、４匹の動物たちが
仲良くかくれんぼを始めます。
カードの裏にかくれているのはだれかな？
演じ方もマジックのタネも、とてもシンプルで
簡単なので、どなたでも演じていただけます。

この他に『にんじんさんだい
こんさんごぼうさん』、『くいし
んぼおばけ』がございます。

ステージとセットでも、絵人形
のみでも貸し出し可能です。

自作教材
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夢の遺産　～大河原一目千本桜～
大河原の堤防の桜並木は、いつ、誰が、何のために植えたのでしょ
うか。並木にまつわる歴史や思い出を紹介する。並木を守ることの
大切さを感じられる作品。

D0600

桜並木の夢乗せて

老化が進む桜並木を誰がどのように守り育てているか。知られざる
桜の保護活動を学び、桜や郷土への愛着を育てる作品。

D0602

根返しの桜
蔵王町にある１本の桜の由来を紹介し、現在、桜が弱り始め、根の
掘り返しや枯れ枝の選定をしながら、樹勢回復作業を進めている
様子を紹介する。

D0603

故郷を桜並木で

桜風景の父、高山開治郎さんの人柄、人生、行動を、ご子息である
豊太郎さんのお話でつづり、その想いを未来に語り継ぐ作品。

D0616



Aコース

５月　９日(月)

５月１６日(月)

５月２３日(月)

５月３０日(月)

６月　６日(月)

６月１３日(月)

内　　　容

①デジタルカメラの基礎／撮影のコツ、教えます！

②編集する前に･･･パソコンの基礎知識

③ムービーメーカーを使って／写真をビデオにしてみよう

④ムービーメーカーを使って／動画を編集してみよう

⑤自作視聴覚教材にふれてみよう！

⑥制作した作品のミニ発表会

Bコース

７月２５日(月)

８月　１日(月)

８月　８日(月)

８月２２日(月)

８月２９日(月)

９月　５日(月)

〒989-1267　宮城県柴田郡大河原町字小島１－１　えずこホール（仙南芸術文化センター）内

TEL：0224-52-3433　FAX：0224-51-1130　E-mail：kyouiku@az9.or.jp

お申し込み・お問い合わせ （仙南視聴覚教材センター）あずなびあ

視聴覚に関する各種講座を地域にお届け。ご希望の日時にお
近くの会場へ講師がお伺いします。初心者から上級者まで対
象の方に合わせた内容とペースで学ぶことができます。
講座で使用するパソコンの貸し出しも可能です。

細かな要望にお応えします！

プ レ ゼ ン
テーション

ビ デ オ ・
写真編集

チ ラ シ
作 成

デ ジ タ ル
カ メ ラ

ビ デ オ
カ メ ラ

プ ロ ジ ェ
ク タ ー

1 6 ミ リ
映 写 機 そ の 他

※３名以上の団体でお申し込みください。

出前deあずなびあ

「写真や動画の編集に興味があるけど難しくて･･･」

「デジタルカメラを持ってはいるけど使いこなせない」

そんな皆さんにぴったりのビデオ講座。

６回シリーズで基礎からじっくり・ゆっくり学べます！

プライベートもお仕事も、ぐっと楽しく豊かになること
間違いなし。仲間と一緒にワイワイ楽しくチャレンジし
てみませんか？

ゆっくりペースで初心者も安心！

※編集用パソコンは貸し出し・持ち込みが選べます。

かんたん！

ビデオ講座

◎会　場：えずこホール（仙南芸術文化センター）会議室

◎対　象：50歳以上。経験不問。

◎定　員：８名程度（先着順）

◎参加費：無　料（一部実費負担あり）

シニアにやさしい

◎日　程：全６回シリーズ・２コース。時間は各日とも午後１時～午後４時

平成28年度 あずなびあ主催講座平成28年度 あずなびあ主催講座

パソコンの苦手な方も大丈夫！
講師が基礎から丁寧に教えます。

座学の後は、実践！
外に出て撮影してみましょう。

▶

▶

ホームページが新しくなりました！ホームページが新しくなりました！

新しくなったところ・その２

教材・機材の予約、出前講座のお申し込みがメールフォームから可能に！

ご希望の日時や内容、ご連絡先等を入力いただき、送信してください。
予約の可否は、翌営業日に電話やメール等にて連絡いたします。
24時間365日、いつでもどなたでもご利用いただけます。

新しくなったところ・その１

教材の検索が簡単にできるようになりました！

Microsoft Excelを利用した教材
検索システムを作成しました。
教材番号からの検索はもちろ
ん、内容やメディア、対象者
からも検索ができます。
※各教材の空き状況はあずなびあまで

お問い合わせください。

http://www.az9.or.jp/kyouiku/sicyokaku/index.php
あずなびあ（仙南視聴覚教材センター）のホームページ、ぜひご利用ください！ 検索あずなびあ

教材・機材の返却にご協力をお願いします教材・機材の返却にご協力をお願いします

職場の異動等で慌ただしいこの時期、前の職場にそのまま
置いてきたり、引っ越しとともに紛失するなど教材・機材
の返却が滞る場合がございます。お忙しいことと思います
が、再度ご確認をお願い申し上げます。
こちらから確認の連絡をさせていただくこともありますが、
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

年度末になりました。今年度も視聴覚教材・機材のご利用ありがとうございました。

来年度もたくさんのご利用をお待ちしております。

ご利用者様からの声ご利用者様からの声
◎授業で実際に見ることが難しい星空や人体の中、

昆虫の成長の様子などを見せることができ、子ど
もたちの理解の助けになりました。（小学校）

【DVD教材について】

◎短時間で新しいものだったため、子どもたちも集
中して見ることができました。（幼稚園）

◎とてもスペックの高い機器で、明るいところでも投
影でき、大変良かった。（少年スポーツ団体）

【液晶プロジェクター（EB-1940）4200ルーメンについて】

◎日中、明るいところでもよく鑑賞できるので、とても
使いやすいです。（高齢者施設）

◎交通安全について視覚的に捉えさせ、どのような
危険があるのかわかりやすかった。（小学校）

貴重なご意見、ありがとうございます。


