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～機材のおすすめ機能～

今月号では、最新のプロジェクターの“あまり知られていない
けど、知っていると役に立つ”おすすめ機能をご紹介します。
より詳しい機能を知ることで、さらに便利に、効果的に活用で
きます。使い方で分からないことがありましたら、お気軽にお
問い合わせください。

視聴覚教材センターだより

あ
ｚｚｚ

カラーモード

～EB-1940W (VPJ21)の場合～
プロジェクターを使用するとき
リモコンの
黒板 または
備え付けのスクリーンがなく
カラーモード
ホワイトボード
わざわざスクリーンを設置するのが面倒！
を押す
を選択
と思ったことはありませんか？
そんなとき役立つのが「カラーモード」 ～PT-VW355NJ (VPJ22)の場合～
黒板やホワイトボードにも
その色合いを調整し
きれいに映すことができます。

本体の
Easy SETTING
を押す

設定を進める
スマートフォンやタブレット端末、
パソコン(無線 LAN 対応)から
直接投映ができます。

～PT-VW355NJ (VPJ22)の場合～
Wi-Fi 設定で
プロジェクター
を選択

専用のアプリ※
をインストール

アプリを起動

※プロジェクターのメーカーのＨＰから無料でインストールできます。

ワイヤレス接続

しかし、機械操作が苦手で設定が分からないという方もいるでしょう！
そんな方でも簡単に活用できるよう、ワイヤレススティック(VPJ22 用)を
来年１月に整備します。使い方は簡単！パソコンにワイヤレススティックを
差し込むだけ。これなら無線 LAN 非対応でも接続可能です。

第 39 回仙南地区自作視聴覚教材発表会
入場
無料

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

地域の人の手によってつくられた
伝統や風景を次世代に伝える作品。
児童や生徒に接する先生自らがつくる
視聴覚教材。ぜひご覧ください。

作品募集中！
「学校の授業で生徒の現状に合う教材がつくりたい」
「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」
と考えている方はいませんか？
テーマ選びから構成・表現方法まであずなびあがサポートします。
お気軽にご応募ください。
◎部
◎種

門：学校教育部門/社会教育部門/かんたん動画部門
別：映像/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
◎応募締切：平成 29 年 2 月 3 日（金）

寒冷時の機材使用について
気温や機材自体の温度が低いとき、プロジェク
ターにはウォームアップ時間が必要です。電源
を入れて、５分程度お待ちください。
また、車内など寒い場所から暖かい場所へ移動
する際は、急激な気温差により結
露が発生し故障の原因になります
ので、ご注意ください。

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、その新しい可能性を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

４ 人権週間（世界人権デー）
～
10 Ｄ0099 名前…それは燃えるいのち （18 分）
ひとりにひとつ、誰もが持っている｢名前」。名
日 前を通して一人一人の違いの素晴らしさを訴

Ｄ0723 ココロ屋 （25 分）
先生に「心を入れ替えなさい」と叱られたヒロ
キの前に現れたのは、自分の心をいろいろな
心に取り替えてくれる「ココロ屋」だった。心を
テーマに自分とは何かを考えさせるアニメー
ション作品。

えかける、人権啓発アニメーション。

Ｄ0157 ホームタウン 朴英美のまち （54 分）
在日外国人が学校や社会で経験するさまざ
まな葛藤の中で、本名を名乗り、看護師とし
て前向きに生きようとする姿を描いた作品。

F0223 ムーミン ～落ちてきた星の子～
（25 分）
ムーミンと空から落ちてきた星の子との交流を描いた作品。毎
夜、星の子は空に帰りたいと涙を流します。その涙はどんな
宝石よりも美しく、ムーミンはつい着飾って遊んでしまいます。
ある夜、恐ろしい夢を見て自分の過ちに気づいたムーミンは、
星の子を空に帰してあげるため様々なことをしてみますが...。

Ｄ0298 みんないちばん
（13 分）
子どもたちは、さまざまな経験を通し成長して
いきます。その過程で、つまずき自信を失うこ
ともあれば、友達をうらやむこともあります。友
達のいいところを認め、自分のいいところを見
つけることの素晴らしさを伝えてくれる作品。

25 クリスマス・お正月
日 F0211 ミッキーマウスのメリークリスマス
（26 分）
～ ディケンズの原作「クリスマス・キャロル」をもとに、ミッキーやド
ナルドたちが、世界の子どもたちに「誰でも心の中に優しさを
持ち合わせている」ことを教えてくれる感動の名作。

Ｄ0402 虹色のビー玉
（50 分）
ある家族の姿を描くことによって、身近にある
偏見や差別に目を向けてもらい、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。

D0342 仙南地方の年中行事 ～お正月～
（20 分）
仙南地方に今も残されている正月の行事を、記録して後世に
伝えていくと共に、その行事一つ一つのもつ意味について知
らせ、今後どのようにして継承していけばいいのかを考えるき
っかけにしていきたいと考え制作された作品。

学校教育教材
小学３年生
Ｄ0289 古い道具とくらしのうつりかわり
（14 分）
Ｖ0223 静電気の回路、直列・並列のオドロキ実験（25 分）

中学１年生
（21 分）
Ｄ0701 ⑥いろいろな力
Ｖ0246 気象シリーズ 空気の重さ ～大気圧～ （13 分）

小学４年生
Ｄ0539 ⑥自然の中の水
Ｄ0646 おいしい米をつくる
-庄内平野の米づくり-

中学２年生
Ｄ0374 ①物理エネルギー編
Ｄ0734・0735 ⑪中部地方 ⑫関東地方
Ｄ0725 ⑬東北地方

（15 分）
（27 分）

小学５年生
Ｄ0030 動物のたんじょう
Ｄ0379 ③人のたんじょう
Ｄ0643 ⑨情報化した社会とわたしたちのくらし

（19 分）
（15 分）
（16 分）

小学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
Ｄ0645 ⑱わたしたちの生活と政治

（20 分）
（25 分）

（50 分）
（各 20 分）
（20 分）

中学３年生
Ｄ0087～0089「月と月の満ち欠け」シリーズ
①月の観察 ②月の動きと満ち欠け
（各 15 分）
③地球の衛星-月
（20 分）
Ｄ0313 ⑥地球と宇宙
（20 分）
Ｄ0526 ⑥くらしと経済
※ＤはＤＶＤ、ⅤはＶＨＳ、Ｆは 16 ミリフィルムです。
※主なものを掲載しています。教材の題名一覧は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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