
視聴覚ライブラリーでは、運動会や文化祭などの行事に必要な音響機材(ミキサー、スピーカー、
マイク等)や映画会などに必要な映像機材(映写機や液晶プロジェクター、スクリーン等)を無料で
貸出しております。また、授業や研修会、映画会で上映できる DVD・VHS・16 ミリフィルムな
どの教材を多数所蔵し、無料で貸出ししております。 
初めて使うので不安……といった団体の皆さまには、操作方法を丁寧に指導いたしますので、

安心してお使いいただけます。また、「映画会の開催を考えているのだけれど、どのような教材が
あるの？」といった疑問があれば、視聴覚ライブラリーまでお気軽にご相談ください。 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
----- 記 ----- 

◇ 日 時：第 1 回  ９月 ２６日(土)（終了） 
第 2 回 １０月 ２５日(日) 
第 3 回 １１月 2３日(月･祝) 
午前１０時～午後５時３０分まで 

◇ 会 場：東図書館２階集会室 
◇ 対 象：県内在住で高校生以上の方  
◇ 定 員：各回 先着２０人 
◇ 申 込：視聴覚ライブラリー 

TEL 028（638）5704 へお電話ください。 
◇ 共 催：栃木県教育委員会 

 

１６ミリ映写機技術者養成講習会を下記のとお
り開催いたします。この講習会終了後に行う試験
の合格者には、栃木県教育委員会から「１６ミリ
映写機技術修得証明書」が交付されます。 
視聴覚ライブラリーの１６ミリフィルム・映写

機などを使用する際には、上記の証明書が必要に
なります。古き良き機材に触れ、視聴覚教育に関
わる業務や子ども会等の地域で行う映画会など、
地域ボランティア活動に関心のある方はぜひ受講

してください。 
 
 

 

 
○利用できる団体     …… 宇都宮市内の学校・社会教育団体等 

○利用できる機材及び教材 …… 視聴覚ライブラリーのホームページに目録等を掲示しております。 

（HPアドレス http://www.ucatv.ne.jp/~u_avl/） 

○貸出期間        …… 貸出日の翌日から 1週間以内です。 

○教材の貸出可能点数   …… ５点まで。（機材は数に含めません） 

○予約方法        …… お電話、又は直接来館してお申込みください。（3か月前から予約可能です） 

○貸出          …… 「視聴覚教育用機材借用申請書」にご記入いただきます。 

                ・教材を借りる場合は、図書館の「利用カード」をご持参ください。 

                ・時間に余裕をもってご来館ください。 

 小・中学校および幼稚園・保育園の先生方、保護者会の方、各生涯学習施設の方で、映像教材制作・活
動の記録映像を作成したいと思ったことはありませんか。視聴覚ライブラリーでは、編集機等をお使いい
ただけます。さらに、ライブラリーの職員が編集作業のアドバイスもいたします。 
また、編集後、作成された DVD を複数枚同時に複製できる「デュプリケーター」も備えております。 

（デュプリケーターのみのご利用も可能です。）ご利用をお待ちしております。 
備え付け機器 
 ・映像編集ソフト 

Video Canvas DV-7G 
Adobe Premiere Elements 15 

 ・デュプリケーター 

宇都宮市立視聴覚ライブラリー  

宇都宮市中今泉３丁目５番１号（東図書館３階） 

TEL 028（638）5704 FAX 028（610）5117 

令和２年１０月 通刊第１５５号 

ＡＶＬうつのみや 
Audio Visual Library 

 視聴覚ライブラリーには、個人でもグループでも利用できる音楽スタジオ(約 10ｍ×14ｍ 高さ 6ｍ)もござ

います。楽器演奏やコーラス等の練習にも最適です。また、宇都宮生まれの『イースタインピアノ』もご利用

いただけます。（注意：ライブでの利用はできません。） 

料金は、1 時間 1,１０0 円(マイク 1 本付き)◆マイク 100 円/本  

◆ドラムセット 100 円 ◆電子ピアノ 100 円 

＊ご予約は、お電話でお願いいたします。 

使用したい月の 3 か月前から予約できます。 

 

 

←スマートフォンから 
HPをご覧いただけます♪ 

―ご注意願います― 

・視聴覚ライブラリーの 16 ミリフィルムを上映する際は、「16 ミリ映写機技術修得証明書」の 

交付を受けた方が操作してください。 

・「久しぶりなので操作に不安がある」といった方のために、操作方法の再講習を随時行っております。 

（貸出時に行うことも可能です）事前にご連絡ください。 

・証明書の交付を受けた方がいらっしゃらない場合は、上記講習会の受講をご検討願います。また、映写

ボランティア派遣のご相談も承ります。 

 
視聴覚ライブラリーでは、幼稚園、保育園、介護施設等の教育・福祉施設職

員を対象に、日常業務の中で、効果的に活用できるパソコン操作技術や知識の

習得を図るため、「パソコン活用研修」を下記のとおり開催いたします。 

令和２年度は、『Ｚｏｏｍ』を使っての「ＷＥＢ会議、オンライン講座や授業

の進め方」などが学習できます。 

申込みは「パソコン活用研修申込書」にて FAX(610-5117)、又はメール

(u47060000@city.utsunomiya.tochigi.jp)でお申込みください。 

※申込書は、視聴覚ライブラリーのホームページからダウンロードできます。 

 ----- 記 ----- 
○ 日  時：令和２年１０月２７日（火）、１０月２９日（木） 

１１月１０日（火）、１１月２６日（木） 

       午前の回:１０時～１２時まで（２時間） 

午後の回:１４時～１６時まで（２時間） 

○ 会  場：視聴覚ライブラリーパソコン室（東図書館３階） 

○ 定  員：各回 先着１０人 

（希望日の午前または午後の回で、１回限りの参加となります。） 

○ 参 加 費：無料 

○ 申込期限：各回の前々日まで 

＊現在、スタジオにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

当面の間、ご利用を中止させていただいております。 

利用可能となりましたら、ホームページでお知らせいたします。 

mailto:u47060000@city.utsunomiya.tochigi.jp


 

 

 

 

月 

日本映画劇場 
会場：東図書館２階 
(1 日目)10 時～ 
(2 日目)14 時～ 

２０世紀名画座 
会場：東図書館２階 
(1 日目)14 時～ 
(2 日目)10 時～ 

アニメ映画会 
会場：東２階・中央３階 
① 10 時 30 分～  

② 13 時 30 分～ 

10 
１６日(金) １７日(土) 

「Mayu-ココロの星-」(123 分) 

１６日(金) １７日(土) 

「荒野の決闘」(97 分) 

１８日(日) 東図書館 ＤＶＤ 

「楽しいムーミン一家２話」他(77 分) 

11 
２０日(金) ２１日(土) 

「丹下左膳餘話」(92 分) 

２０日(金) ２１日(土) 

「ショウ・ボート」(108 分) 

２２日(日) 中央図書館 １６ミリ 

「ちびまる子ちゃん」他(74 分) 

12 
１１日(金) １２日(土) 

「続・丹下左膳」(75 分)  

１１日(金) １２日(土) 

「バルカン超特急」(98 分) 

１３日(日) 東図書館 １６ミリ 

「ちびまる子ちゃん」他(73 分) 

1 
２２日(金) ２３日(土) 

「道-白磁の人-」(119 分) 

２２日(金) ２３日(土) 

「ミニヴァー夫人」(134 分) 

２４日(日) 東図書館 ＤＶＤ 

「楽しいムーミン一家３話」他(７８分) 

2 
１９日(金) ２０日(土) 

「０(ゼロ)からの風」(１１１分) 

１９日(金) ２０日(土) 

「紳士は金髪がお好き」(９２分) 

２１日（日）中央図書館 １６ミリ 

「ミッキーマウスのたのしい冬」他(７３分) 

３ 
１９日(金) ２０日(土) 

「愛妻物語」(９６分) 

１９日(金) ２０日(土) 

「奥様は魔女」(７７分) 

２１日（日）東図書館 １６ミリ 

「ちびまる子ちゃん」他(８5 分) 

新たに下記の DVD を購入しましたのでご紹介いたします。皆様のご利用をお待ちしています！ 
視聴覚ライブラリーホームページでもご紹介しています。     

  

其之五 「弁天様のくれた赤ん坊」 
弁天参りのご一行、そこで見つけた赤ん坊。 

こりゃ大変！始めた子育て、親探し･･･。 
 

其之六 「きゅうべえと磯菊の花」 
再びあいまみえた浪人きゅうべえ。 

命をもらうと刀を抜くが、病気のせいで動けない･･･。 
 
(４話収録 １０２分） 

 

 

 

 

監督：クリス･ルノー 

声の出演：設楽 統 

        日村 勇紀 ほか 
ニューヨーク･マンハッタン。テ
リア犬のマックスは、相棒の大型
犬デュークと共に飼い主ケイティ
のもとで暮らしていた。赤ちゃん
のリアムが生まれたことでにぎや
かな日々を送る中、全員で旅行に
行くことに…。 
２０１９年作品/８６分 

(C) 2019 Universal Studios. All Rights Reserved. 
 

 

監督：松岡 錠司 

出演：オダギリジョー 

樹木 希林 ほか 
1960年代。３歳のボクは、真夜中
に帰ってきた酔っ払いのオトンに
いきなり焼き鳥の串を食べさせら
れる。オトンに手を焼いたオカンは
ボクを筑豊の実家に連れ帰り、妹の
小料理屋を手伝いながら、女手一つ
でボクを育て始める･･･。 
２００７年作品/１４２分 

  

 

監督：仲倉 重郎 

     出演：秋元 才加 

            ＮＡＯＴＯ ほか 

 

 

看護師として働いていた彩夏の人生は、事故によって

一変した。脊髄損傷で歩けなくなってしまい「一生歩けな

い自分を受け入れる」ことができないまま、入院先で苛立

ちを周囲にぶつけてしまう日々。絶望と葛藤の中で心閉ざ

す彼女に希望の光を投げかけてくれたのは、さまざまな人

の心だった･･･。２０１４年作品/９３分 
(C)2014 「マンゴーと赤い車椅子」制作委員会 

 

会場：東市民活動センターホール １４時～ 
太平洋戦争も末期となる昭和２０年

の日本を舞台に、大空襲にまきこまれ、
悲惨な体験をする子どもたちを描くア
ニメーション。空襲を避けるため、学童
疎開していたサトルは、疎開先から卒業
式に出席するために東京に戻る。サトル
は虫好きで、疎開先からアゲハのサナギ
を持ち帰っていた。そんな中、東京が大
空襲に見舞われる･･･。（本編 2０分) 

会場：瑞穂野地区市民センター 

１３時３０分～ 

 

 

 

視聴覚ライブラリーでは、年４回の「名画鑑賞会」の開催や各地域を巡り「出前映画会」も開
催しております。また、懐かしい名画やアニメ映画の上映会を毎月開催しておりますので、皆様
お誘いあわせのうえ、ぜひ会場へお越しください。 

※都合により内容や日時等が変更される場合があります。毎月の「広報うつのみや」などでご確認ください。 

其之三 「謎のゆうれい屋敷」 
旅を続ける三人衆は雨に打たれてぬれ

ねずみ。急いで飛び込むボロ屋敷。 
ここはもしや？･･･。 

 
其之四 「おまんじゅうは恋の味」 
ろくごう名物よねまんじゅう。ところが

なぜか旨くない。 
どうやら商売敵の仕業らしい･･･。 
 

かっぱのすりばち 

村の子ども達は、河童のかんきちから

素潜りを教えてもらうが、庄屋の息子

はどうしても出来ず、秘かに一人で練

習している時に水死してしまった。そ

れを大人は、かんきちの仕業と決めつ

け殺してしまう。嘆き悲しむ河童のか

あちゃん。その後、疫病が流行った時、

かあちゃんは･･･。(本編 ２０分) 

監督：ウエダ アツシ 
出演：小芝 風花 横浜 流星 ほか 
新卒のさくらは、奈良県葛城にある図

書館の司書として働き始めるが、毎日が
緊張の連続だった。ある日、彼女は図書
館にやって来た利用者と一緒に探し物
をすることになり、自分が勤める地区の
隅々まで足を延ばすようになる。やがて
さくらはたくさんの地域の人々と知り
合い、これまで知らなかった地元の魅力
に気付いていく。2017 年作品/108 分 

3月に購入した教材 

其之一 「旅立ちのとうげ」 
あさたろうはねぎぼうず。広い世界を

旅してみたいといつも遠くを眺めてい
た。ある日、やつがしらの権兵衛が、子
分引き連れいつもの悪さ･･･。 
其之二 「出会いの宿場町」 
初めて目にする江戸の町。 

そこで出会ったにんにくにきち･･･。 
(２話収録 ５１分） 

パパの仕事はわるものプロレスラー、

ゴキブリマスク。ついに今日はチャンピ

オン、ドラゴン・ジョージとのタイトル

マッチです。悪の限りを尽くしたゴキブ

リマスクは、ブーイングと怒号のなか、

必殺技ホイホイ・ドライバーをくりだす 

･･･。 

(本編 １１１分) 

小学５年生の高野ユウトは、食堂を営

む両親と妹と健やかな日々を過ごして

いた。一方、ユウトの幼馴染のタカシの

家は、育児放棄の母子家庭で、ユウトの

両親はそんなタカシを心配し、頻繁に夕

食を振舞っていた。ある日、ユウトとタ

カシは河原で父親と車中生活をしてい

る姉妹に出会った･･･。 

(本編 ９３分) 

・ハムレット 

・マライの虎 

・土屋主税 雪解篇 

・ミッドナイト・バス 

・ぴったんこ！ねこざかな③、④、⑤（３点） 

・１ねん１くみシリーズ 

・日本のおばけ話 絵からとびだしたねこ 

・アゲハがとんだ 1945・3・10東京大空襲 

・ズッコケロボの自転車の交通安全 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之一 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之二 

パパはわるものチャンピオン こどもしょくどう 


