あ ず
Navi
視聴覚教材センターだより

2016.11
みる、きく、まなぶ。こころにとどく。

(No.459)

ご応募お待ちしています！

自作視聴覚教材作ってみませんか？
あなたが伝えたいもの、残したいものを形にしてみませんか。
第39回仙南地区自作視聴覚教材発表会に出品する作品を募集しています。

自作視聴覚教材のいいところ
自作視聴覚教材って？

作品として残すことで、たくさんの人と情報を共
有することができます。身近な地域のお祭りや民
話、伝統芸能、自然なども貴重な資料映像となり
ます。「後継者がいなくなる前に、伝統芸能を記録
として残したい」、「学校の授業で生徒の現状に合
う教材が作りたい」と考えている方はぜひ挑戦し
てみてはいかがでしょうか。

自作視聴覚教材とは、地域住民の手によって
作られた教材のことです。地域の素材を題材にし
た作品が多く、市販の教材からは得られない独
自の学習効果が期待できます。制作された教材
は、学校や学習会の場で、地域の文化や歴史を
学ぶのに適しています。

募集要項
第39回

仙南地区自作視聴覚教材発表会
日時：平成29年2月7日（火） 10時～
会場：えずこホール・平土間ホール

◎部
◎種

門：学校教育部門/社会教育部門
別：録画/スライド/コンピュータ学習ソフト
紙しばい/パネルシアター
◎発表時間：20分以内
◎応募方法：来庁/郵送/電子メール等で
あずなびあまでご提出ください。
◎応募締切：平成29年2月3日（金）

平成22〜27年度の入選作品を紹介します

全国自作視聴覚教材コンクール
掲載している作品はすべて
貸し出しを行っています。

Ｋ5002～5008

・朝日山のきつねっこ
・ブナ堂さん
・うなぎとかに

入選作品

神になった侍
〜山家清兵衛と宇和島〜（17分）
（製作者コメント） 伊達政宗の長男、秀宗が宇和島（愛媛
県）に赴くにあたって、政宗は秀宗の補佐役として山家清
兵衛という侍を従わせました。宇和島復興に清兵衛が果
たした役割と、神社に祀られることになるまでの経緯を紹
介します。
蔵王連峰

湿原物語 （13分）

（製作者コメント） 私たちの故郷の山である蔵王連峰にある
湿原には、一般的にはあまり知られていませんが、二種類
のサンショウウオがいます。その生態を紹介し、山を登る
ときの楽しみになるよう制作しました。

・なっとうおしょう （紙しばい）
・根返しの桜
・炭焼き藤太

（製作者コメント） 蔵王町に残る昔話や民話です。

Ｄ0335

Ｄ0413

蔵王町ふるさとのむかしばなしシリーズ

Ｄ0690

船岡用水と六沼干拓

（10分）

（製作者コメント） 現在でも船岡の稲作になくてはならない

「船岡用水」の完成に至るまでの郷土史を、当時の写真
や資料、現存する用水の状況写真等を基に映像と音声
で編集したものです。
雨乞いの壺 （紙しばい）
（製作者コメント） 丸森町小斎地区の鹿島神社に伝わる伝
説を子どもたちにもわかりやすいように紙しばいにしたも
のです。江戸時代のお話。鹿島神社の境内から出土した
壺。日照りに苦しむ人々は神様が授けてくれたこの壺に
雨乞いのお祈りをしますが…。

Ｋ5009

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）

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。
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今月のおすすめ教材

ご予約はお早めに！

社会教育教材
秋季火災予防運動
Ｄ0520 桃太郎の火あそびやめよう！
火の用心 （10分）

Ｄ0439 なぜ介護者が虐待を…（24分）
年々増え続けている高齢者に対する家
族の虐待。高齢者虐待の事例を再現する
ドラマで、虐待防止のあり方や、悩みを
抱えた介護者を支援することの大切さを
訴えていく作品です。

不注意で危うく火事になりかけた桃太
郎は、消防士さんと３つの約束をします。
後日、友だちの家で遊んでいると、子鬼
たちがライターで火遊びを始め、あっと
いう間に火がクッションに燃え移ったか
らさあ大変！桃太郎は消防士さんの言葉
を思い出し、約束を守れるのでしょうか。

七五三

Ｄ0052 アニメーションシリーズ

年中行事 Part2

（49分）

（七五三/クリスマス/お正月/節分/桃の節句）

Ｄ0693 のぶながくんのみんなで約束

11月の行事である七五三や、これから
の季節にぴったりなお話が入った、全５
話の短編アニメです。

火の用心 （10分）
戦国小学校に通うのぶなが君、ひでよ
し君、いえやす君は、友だちに張り合っ
て、火縄銃型ライターをかまえ写真を撮
ります。写真の出来に気を良くしたのぶ
なが君が紙ふぶきをまき散らすと、ロウ
ソクの火が燃え移り、みるみる炎と煙に
まかれてしまいます…。

家族の日
Ｄ0747 パパ、ママをぶたないで（20分）
父親から母親への暴力に見かねた子ども
の実話に基づき、２児の母の女性監督が６
年かけて完成！映画祭では、「社会への大
切なメッセージが込められ、語り口も魅力
的」と高い評価を受けた作品です。

介護の日
Ｄ0271 夢のつづき （40分）

Ｄ0676 マザーズハンド

家族の中で疎外感を抱く高齢者、認知
症を患う高齢者、その介護に疲れ果てた
高齢者が、世代の異なる者とのふれあい
や、高齢者を支援するサービスの活用な
どで、生きがいを感じられる生活ができ
るようになっていく様子を描いています。

～お母さんの仕事～（19分）
ある家族の姿から、身近にある偏見や
差別に目を向け、人権への理解を深める
と共に、誰もが幸福に生きていく権利を
持っていることを知ってもらうことを目
的に制作された作品。

学校教育教材
小学校３年生
Ｄ0289 古い道具とくらしのうつりかわり

中学校１年生
（14分）

小学校４年生
Ｄ0539 ⑥自然の中の水
Ｄ0167 関用水と水田の開発
Ｄ0178 川崎町の歴史
水を求めた人々 ～ケヤキ沢用水～

（15分）
（14分）
（15分）

Ｄ0701 ⑥いろいろな力
Ｄ0453～0455 ⑤北アメリカ州
⑦オセアニア州

（21分）
⑥南アメリカ州
（各20分）

中学校２年生
Ｄ0661 ⑫動物の分類・生物の変遷
Ｄ0734・0735 ⑪中部地方 ⑫関東地方
Ｄ0725 ⑬東北地方

（40分）
（各20分）
（20分）

小学校５年生
Ｖ0217 ふりこの動きとおもりのしょうとつ② （15分）
Ｄ0649 わくわく日本列島 工業生産シリーズ
（17分）
考えよう 日本の工業の特色

小学校６年生
Ｄ0035 ものの燃え方、水よう液の性質、
電磁石のはたらき
Ｄ0445 みなまた 海のこえ

（20分）
（40分）

中学校３年生
Ｄ0313 第六巻「地球と宇宙」
（20分）
Ｄ0525・0526 ⑤裁判と人権 ⑥くらしと経済（各20分）
※ＤはＤＶＤ、ＶはＶＨＳ、Ｋは紙しばい教材です。
※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。
教材の題名一覧もＨＰからダウンロードできます。

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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