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あ ず
Navi
視聴覚教材センターだより

あずなびあ【AZnavia】：AZ9 と navigation と audio-visual からの造語。仙南地域に視聴覚教材・機材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を込め名付けられました。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。

あずなびあ（仙南地域広域行政事務組合 視聴覚教材センター）

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！
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※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
あずなびあ

フェスティバル
◎日時：9月１9日（月・祝）午前10時～午後3時30分
◎会場：えずこホール、はねっこアリーナ

上映会 かえっこ
バザール

その他
いろいろ

視聴覚機材
体感コーナー

詳細は、チラシ・ポスター等でお知らせします。

入場
無料

「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！
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！

※詳細は同封のチラシをご覧ください。

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。定員８名程度（先着順）
◎日　時：【Ａ日程】5月9日～6月13日　【Ｂ日程】7月25日～9月5日（8月15日を除く）

　　　　　毎週月曜日　午後１時～午後４時（全６回）

シニアにやさしい

短編アニメ、
地域映像など

（仮）

平成28年度 あずなびあ主催事業

教育委員会通算１５年目
突入！出前講座や映像編
集など「わかりやすく、て
いねいに」をモットーに、こ
れからも頑張ります！よろ
しくお願いいたします。

スタッフ紹介

今年で教育委員会３年目を
迎えた大内です。貸出教材
や機材、パソコンについて気
になることがあれば、いつで
もお気軽にお問い合わせくだ
さい。お困りの際は大内まで！

隣の事務所より異動して
きました三ツ澤です。三歩
歩くと忘れる酉女ですが、
早く仕事を覚えられるよう
頑張りますのでどうぞよろ
しくお願いします。

ごあいさつ

あずなびあ（視聴覚教材センター）　 所長　水戸  雅彦

視聴覚教材センターは、１月からえずこホールに移転、愛

称があずなびあに決定して新しい歩みを始めました。視

聴覚教育、情報教育、そしてＩＣＴを巡る状況は目まぐるし

く様変わりを続けています。新しい流れにいち早く対応し

ながら、旧来の優れた教材、地域の貴重な記録映像を

最大限に活用し、地域の皆様にさまざまな教材と事業

を提供していきたいと考えています。今後ともより一層

親しまれ、愛される施設となるよう日々邁進していきます。お気軽にご利用いた

だき、いつでも、どんなことでもご質問、ご意見をいただければ幸いです。

み つ さ わ 　 ね ね三ツ澤 音々NEWおおうち れんたろう大内 連太郎く ろ さ わ 　り ょ う黒澤  良

み と  ま さ ひ こ

視聴覚教材センターだよりは今月から
「あずNavi」としてリニューアル！
フレッシュな情報と読みやすい紙面を
目指します。
ご意見・ご感想をお待ちしています。



あ ず
N a v i 今月のおすすめ教材 ご予約はお早めに！

あずなびあ（仙南地域広域行政事務組合 視聴覚教材センター）
〒989-1267　宮城県柴田郡大河原町字小島 1-1　Tel：0224-52-3433　Fax：0224-51-1130
E-mai l：kyouiku@az9.or . jp   　URL：http://www.az9.or . jp/kyouiku/sicyokaku/index.php

Ｄ0026 こん虫のそだち方とからだのつくり

Ｄ0536 こん虫をそだてよう

～チョウのそだちかた～

Ｖ0994 地図に親しむ

（20分）

（15分）

（20分）

小さな世界はワンダーランド

小さな生きものにスポットを当て、
彼らが生きている小さな世界を、
最新特殊カメラを駆使した驚異の
映像で、ドラマチックに描き出し

たネイチャー・エンタテインメント・ムービー。
「ミニミニ大作戦」「秘密の森」「コンクリー
ト・ジャングル」収録。

（①98分･②50分）Vol.1＆２

全社員･職員で学ぶ！マイナンバー漏洩対策

マイナンバー漏洩対策には情
報システムのセキュリテイ強
化だけではなく、全社員・職
員への基礎知識やセキュリテ
ィ意識を高める研修が必要です。本DVDは取り
扱いの注意点を短時間で解説。理解度テストを
利用することで研修効果がさらに上がります。

（26分・特典映像約5分含む）

中学生･高校生のための
自転車交通ルール
危険な自転車運転がもたらす結末
は…。一瞬にして起きる自転車事
故の怖さをリアルな再現映像で印
象づけるとともに、正しい自転車

の乗り方を明快なハウツー映像で解説。自転車通
学の指導に最適な中高生向け自転車交通安全DVD
です。(一財)全日本交通安全協会 推薦

人物 日本の歴史 （各15分）

⑦徳川家康／徳川家光

コンプリートコスモス
②人類と宇宙
鮮明なコンピュータグラフィック
スをNASAの最新映像と組み合わせ、
太陽系･銀河系、さらに宇宙の最果
ての領域について解説する最新の

宇宙シリーズ。テーマ別の検索視聴、英語･米語･
スペイン語･ドイツ語･フランス語･オランダ語･日
本語の７か国語の音声･字幕選択も可能です。

（120分）

（19分）

小学校の歴史学習上、不可欠な重要
人物を紹介しながら、それぞれの時
代の歴史的背景や特色、文化等を分
かりやすく興味深く描き、歴史に対
する理解と関心を深めます。

⑧杉田玄白と本居宣長／伊能忠敬

･･･ 新年度購入教材 ･･･

※上記は全てＤＶＤ教材です。
※準備が整い次第、貸し出しを開始します。

･･･ ４月の学校教育教材 ･･･

※ＤはＤＶＤ、Ｖはビデオ教材です。
※主なものを掲載しています。詳細はＨＰから検索ができます。

小学校３年生

Ｄ0027 生き物のくらしと季節

Ｄ0536 天気と気温

Ｄ0256 みるみる社会科映像資料集

消防署の仕事を見てみよう

（20分）

（15分）

（10分）

小学校４年生

Ｄ0431 植物の花のつくりと実や種子

Ｄ0432 転機と情報①天気の変化

Ｄ0071 小学校社会科 日本の気候のようす

Ｄ0373 日本の国土の特色-地形と気候-

Ｄ0372 世界のおもな国と日本の位置･領土

（15分）

（15分）

（14分）

（16分）

（16分）

小学校５年生

Ｄ0035 ヒトや動物の体

Ｄ0035 ものの燃え方、水よう液の性質ほか

Ｄ0165 台町古墳～古墳にほうむられた人々～

Ｄ0341 縄文土器を作ってみませんか

（19分）

（20分）

（17分）

（17分）

小学校６年生

Ｄ0207 植物の体のつくりとはたらき

Ｄ0449 世界各地の人々の生活と環境

（32分）

（20分）

中学校１年生

Ｄ0702 化学変化と原子･分子

Ｄ0375 中学校理科 移行教材DVD ②粒子編

Ｖ1783 世界から見た日本～自然～

Ｖ1871 世界から見た日本の地形

Ｖ1872 世界から見た日本の気候

（71分）

（50分）

（15分）

（14分）

（13分）

中学校２年生

Ｄ0703 化学変化とイオン

Ｄ0699 第一次世界大戦と日本

Ｄ0700 日本がアジアで行った戦争

（54分）

（20分）

（20分）

中学校３年生


