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あ ず
Navi

みる、きく、まなぶ。こころにとどく。

これは便利！機材紹介
した！
おまたせしま
NEW

視聴覚教材センターだより

新入り機材紹介

利用者の皆さまから要望が多かった”小さくて明るい”液晶プ
ロジェクターを今年度も新しく整備しました。また、プロジェクター
と一緒に使うことが多いスクリーンや、ICT教育で役立つビジュア
ルプレゼンター（書画カメラ）を整備しましたので、ぜひご活用く
ださい。

視聴覚教材センターだよりは「あず
Navi」としてリニューアル！
ご意見・ご感想をお待ちしています。

液晶プロジェクター

(No.454)

【ＰＴ-ＶＷ355ＮＪ（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ製）】

当センター最高の
コントラスト比‼

上に引き上げるだけで
使えるスクリーンも
ご一緒にどうぞ
（80インチを追加しました！）

特 長
①大きな会場や明るい会場でも使える 4,000ルーメン 。
②非常に高いコントラスト比で くっきり 映せます。
明るさ 4,000ルーメン
コントラスト比 12,000：1
寸法 352×279×98［mm］
本体重量 3.4㎏

ビジュアルプレゼンター

③スクリーンに合うように、サイズや形を 自動調整 します。
④本体重量 3.4㎏ 。キャスター付きケースで持ち運びに便利。
⑤高画質・高音質で再生できる HDMI端子対応 。

【ＭＯ-1（エルモ製）】

活 用 例
お手元の資料をプロジェクターや大型モニター、電子黒板
で大きく映し出し、学習者（子どもたち）に見せることがで
きます。さらに、その資料に直接ペンで書き込みながら説
明もできます。

アームを展開すると…

国 語
原稿用紙 の書き方を 拡大

社 会
画素数 500万画素
フルハイビジョン出力（1080i）
寸法 101×226×28［mm］
本体重量 550ｇ

地図の注目する箇所を拡大

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）

算 数
コンパスや 分度器の使い方を拡大

理 科
電子顕微鏡で見えるものを 拡大

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
Navi

今月のおすすめ教材

･･･ 新規購入教材 ･･･
ＢＢＣアースとピクサーの協同作品
Ｄ0751

小さな世界はワンダーランド Vol.1
（ミニミニ大作戦、秘密の森）（98分）

NEW

小さな動物たちの世界
には、彼らの命を狙うク
マやオオカミ、ハンター
だけでなく、厳しい自然
環境が待ち受けています。
初めて勇気をふりしぼり、
確かな一歩を踏み出す、
小さいけれど世界一大き
な成長ものがたり。

実話から生まれた、父娘の愛の物語
NEW

Ｄ0770

くちづけ（123分）
知的障害のため、心は7歳
児のままの女性マコは、元
人気漫画家の父親いっぽん
に連れられ、知的障害者の
自立支援グループホーム
「ひまわり荘」にやってく
る。無邪気で陽気な住人た
ちとようやく見つけた理想
の場所で娘が幸せになれば、
いっぽんも漫画家として復
帰できるかと思われたが…。

ご予約はお早めに！

･･･ ６月の学校教育教材 ･･･
小学校３年生
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
～チョウのそだち方～

（20分）
（15分）

小学校４年生
Ｄ0376 わたしたちの体と運動
Ｄ0287 住みよいくらしをささえるシリーズ
水はどこから来るの？

（15分）
（14分）

小学校５年生
Ｄ0377 メダカのたんじょう①
～たまごの変化とたんじょう～（15分）
Ｄ0646 おいしい米をつくる
-庄内平野の米づくり（27分）

小学校６年生
Ｄ0380 体のつくりとはたらき①
～わたしたちの体と空気～
Ｄ0143 天下統一のゆくえ

（15分）
（16分）

中学校１年生
Ｄ0374 移行教材 エネルギー編
Ｖ0059 多様な世界① 世界の国々

（50分）
（15分）

中学校２年生
NEW

Ｄ0753～Ｄ0769

ふるさと再生！
日本の昔ばなし
全９話(69分)／全６話(46分)

Ｄ0753
Ｄ0754
Ｄ0755
Ｄ0756
Ｄ0757
Ｄ0758
Ｄ0759
Ｄ0760
Ｄ0761
Ｄ0762
Ｄ0763

①花さか爺さん 他８話
②浦島太郎 他８話
③こぶとり爺さん 他８話
④ぶんぶく茶釜 他８話
⑤織姫と彦星 他８話
⑥わらしべ長者 他８話
⑦かぐや姫 他８話
⑧三つの斧 他８話
⑨天狗の隠れみの 他８話
⑩鶴の恩返し 他８話
⑪因幡の白兎 他８話

Ｄ0660 動物のからだのつくりとはたらき
Ｄ0247 マレーシア
Ｄ0248 フランス

（26分）
（20分）
（20分）

中学校３年生
Ｄ0664 植物の成長と生殖
Ｄ0290 近代・現代の日本シリーズ
新しい日本と世界

Ｄ0764
Ｄ0765
Ｄ0766
Ｄ0767
Ｄ0768
Ｄ0769

⑫大江山の鬼退治 他８話
⑬桃太郎 他８話
⑭町のねずみと田舎のねずみ
⑮笠地蔵 他８話
⑯一足千里のわらじ 他８話
⑰ヤマタノオロチ 他５話

（21分）
（19分）

他８話

※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。

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）
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