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あ ず
Navi

みる、きく、まなぶ。こころにとどく。

利用者の声
め！
これはおすす

イチオシ教材・機材紹介

視聴覚教材センターだより

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。

明るさ 4,200ルーメン
解像度 1,280×800
コントラスト比 3,000：1
本体重量 3.7㎏

(No.455)

今回は、蔵王町の特別養護老人ホーム「ざおうの杜」さんに、実際に機
材を使っているところを取材させていただきました。併せて、利用報告書
の感想をまとめましたので、今後の教材・機材選びの参考になればと思
います。
VPJ２１ 液晶プロジェクター 【4,200ルーメン】
明るさがあるので、日中の明るい場所でも鑑
賞会ができるところがおすすめです。

EB-1940W

VPJ０５ スピーカーセット
高齢者の方は難聴の方が多いのですが、この
スピーカーを使用すると解消でき、とても反応が
良いです。

(EPSON）

取材担当より

▲月１開催の音楽鑑賞会の様子

今回は私も利用者の方と一緒に、昔懐かしの映像と歌謡曲を鑑賞
させてもらいました。若い頃に聴いていた歌謡曲のメロディーに、普段
は言葉を発することができない失語症の方が、昔を思い出して口ずさ
んだり、体を動かしたりと、とてもすてきな効果があるようです。
このような催し物にあずなびあ保有の機材が活用されているのは
とても嬉しいですね。皆さんもぜひ一度あずなびあをご活用ください。
（あずなびあ 大内）

利用者の声 （過去の利用報告書より）
D０ ０２８ 星を みよ う
V０ ２５８ 夏の 星座 ～探 し方
と観 察～
V０ ２６３ 星座 の観 察
教科 書等 で学 習し た後 、ビデ オ・
DVDで確認しました。夜の星座
は、学 習で 扱う難 しさが ありま すの
で、助 かりま した 。

七夕 さま ～お りひ めと ひこ ぼし ～
F０２ ０８
D０２ ３３～ 自然 なぜ なに ？
ＤＶ Ｄ図 鑑シリーズ

D０ ０３ ６ ク ロ ー ル
D０ ０３ ７ 平 泳 ぎ

毎年七夕の時期にお借りできれば、大きな映
像で見せてあげることができるのでうれしいで
す。DVD図鑑に関しては、男の子が興味深く
見ていました。

クロールの息つぎの練習
の仕方を教えるのに効果
的でした。平泳ぎの手の
かき方と、かえる足を教え
るのに、映像で確認でき
てよかったです。

タイ わる
D０ 15 2 いじ めは ゼッ

い！

D０１２２～ 星や月 ①～③
・めずらしく静かに見入っていました。

理科 の授 業で 、実 際に
観察 で
きな い分 野で 活用 でき まし
た。

・学校や家庭でも身近なことなの
で、終了後は生徒と話し合う機会
を得ました。

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）

D０ ２０ ９ 名探 偵コ ナン
犯ガ イド
クイ ズ形 式で 学べ る防

・夏休み前の全校指導で活用しました。
・子どもたちが食い入るように見ていました。
やっぱり人気のアニメだから分かりやす
かったようです。

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

ご予約はお早めに！

あずなびあでは、液晶プロジェクターやスクリーン、16ミ
リ映写機など、映画会に必要な機材一式を無料で貸し出してい
ます。また、ＤＶＤやフィルムなどの教材も幅広く取り揃えて
います。使い方がわからない方でも大丈夫！あずなびあ職員が
レクチャーいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Ｄ0470 日本のおばけ話シリーズ

のっぺらぼう（15分）
むかしむかし、大工の正八が
お寺の修理をしていました。も
う日も暮れそうな頃、帰り道に
ついて、お堀のそばを差し掛か
ったとき、柳の下に白い女の人
が…声をかけると、女の人はゆ
っくりと振り向きました。赤い
月に照らされたその顔は…。

Ｄ0681

Ｆ1041

はれときどきぶた（38分）
毎日つけている日記を
お母さんがこっそり読ん
でいることを知り、悔し
いからと、でたらめな日
記を書いてお母さんをび
っくりさせようとしたら、
でたらめが本当に起きち
ゃったからさあ大変！

虹色ほたる
～永遠の夏休み～（105分）

夏休みに、亡くなった父親との思い出
の場所を訪れたユウタは、30年前にダム
に沈んだはずの村にタイムスリップして
してしまう。

なつやすみに
映画鑑賞会は
いかがですか

７月の学校教育教材
小学校６年生

小学校３年生
Ｄ0233～ 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑

（22～29分）

カブトムシ・アリ・ナナホシテントウ
ホタル・オオカマキリ・クワガタムシ
アゲハチョウ・トノサマバッタ
ミツバチ・ギンヤンマ

Ｄ0438 生物と地球のかんきょう
Ｄ0144 江戸幕府と町人の文化

（15分）
（16分）

中学校１年生
小学校４年生
Ｄ0122 星や月①
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
Ｄ0378 メダカのたんじょう②
～水中の小さな生物/けんび鏡の使い方～（15分）
Ｄ0646 おいしい米をつくる
-庄内平野の米づくり（27分）

Ｄ0374 移行教材 エネルギー編
Ｄ0207 植物の体のつくりとはたらき

（50分）
（32分）

中学校２年生
Ｄ0660 動物のからだのつくりとはたらき
Ｖ0083 江戸時代後期の文化

（26分）
（15分）

中学校３年生
Ｄ0664 生物の成長と生殖
Ｄ0525 裁判と人権

※ＤはＤＶＤ、ＶはＶＨＳ、Ｆは16ミリフィルム教材です。
※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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（21分）
（20分）

