
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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。 

 

 

 

     

日 時 : 第1回 ６月２６日(土) 第 2回 ９月２６日(日) 

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。この講習会修了後に行
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。講習会には、下記の「うつのみや映写ボランティアの会」の会員に指導を
いただきます。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

画会などに、関心のある方はぜひ受講してください。 
＊  講師については，変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

 

 

 
○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時や、各講座における学習内容を事前にビデオ撮影し、動画配信用とする編集
作業などにも、ぜひ、ご利用ください。編集作業については、ライブラリーの職員による 
支援もいたします。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（マイクロボード テクノロジー） 

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３年４月 通刊第１５６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もご覧いただけます♪ 

―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。 

岡﨑 眞典(宇都宮市出身) 

 映写ボランティア活動歴35年。

宇都宮生まれの宇都宮育ち。映写

技術は、会員の中でも指折りの『腕

前！』指導も親切丁寧。何よりも

１６ミリフイルムを愛し続け、「古

き良き映写機」を大切にする「心」

は、見習う点が多い。 

西原 伸行(大分県出身) 

 映写ボランティア活動歴

２２年。高齢者、障がい者福

祉施設をはじめ、子どもの家

などで、6５00 回を超える

映写会を続けている。映写を

通じ「人との繋がりを大切

に」をモットーに活動中。 

谷口 幸男(北海道出身) 

 うつのみや映写ボランテ

ィアの会、前会長。活動歴

35 年。長きに渡り地域に根

ざした映写活動を続けてき

ている。過去には県内の大学

病院の子ども病棟へ出向き、

慰問映写会を実施するなど

の活動も行って来た。 

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

＊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。 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

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～ 

4 
１６日(金) １７日(土) 

「狐の呉れた赤ん坊」(８５分) 

１６日(金) １７日(土) 

「市民ケーン」(１１９分) 

１８日(日)  東図書館  １６ミリ 

「ぶんぶくちゃがま」他(８４分) 

5 
２１日(金) ２２日(土) 

「四年三組のはた」(９３分) 

２１日(金) ２２日(土) 

「緑園の天使」(１２８分) 

２３日(日) 中央図書館 １６ミリ 

「ちびまる子ちゃん」他(７４分) 

6 
１８日(金) １９日(土) 

「銀座化粧」(８７分)  

１８日(金) １９日(土) 

「仔鹿物語」(１２８分) 

２０日(日) 東図書館  １６ミリ 

「おじゃる丸」他(７４分) 

7 
１６日(金) １７日(土) 

「想い出のアン」(11８分) 

１６日(金) １７日(土) 

「哀愁」(1０８分) 

１８日(日) 中央図書館  １６ミリ 

「ちびまる子ちゃん」他(７８分) 

8 
２７日(金) ２８日(土) 

「祇園囃子」(８５分) 

２７日(金) ２８日(土) 

「ミニヴァー夫人(１３４分) 

２９日(日) 東図書館  DVD 

「楽しいムーミン一家１話」他(７６分) 

9 
１７日(金) １８日(土) 

「一人息子」(８７分) 

１７日(金) １８日(土) 

「カサブランカ」(１０２分) 

１９日(日) 東図書館  １６ミリ 

「一休さん１」他(６９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のホームページでもご紹介しています。     

  

   

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 

 

 

 

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。内容や最新の情報はホームページでご確認ください。 

其之七  
「嘘つき小僧すず吉」 
 
其之八  
「村を守った秘密箱」 
 
其之九 
「くノ一の隠れ里」 
 
其之十 
「人情渡し舟」 
原作 飯野和好 
(４話収録 102分) 
 

現実感を持たせる実写映像

と３D アニメーションで楽

しく学べる交通安全ビデオ

です。大切な交通のお約束を

学んでいきます。 

 

NO！道路で遊んではだめ 
・道で遊んでいて、そこに車

が来て… 

OK 道路は右端を歩く 
・道路はどうやって歩けばい

いの？ 

OK 道路の正しいわたり方 
・標識の意味や横断歩道、 

信号機のある道路の渡り方 

NO！飛び出しは絶対だめ 
・飛び出しがどんなに危ない

のか… 

全日本交通安全協会推薦 

（本編 １２分） 

(
リトルモンスター シーズン １ ①～④ 

赤い襷 ～富岡製糸場物語～ 
 

会場：東市民活動センターホール１４時～ 

© 2019 「今日も嫌がらせ弁当」制作委員会 

 

監督：クリス･ルノー 
声の出演：設楽 統 

日村 勇紀 
ほか 

 
 

(C) 2019 Universal Studios. All Rights Reserved. 
 

 
会場：富屋地区市民センター １３時３０分～ 

 

会場：雀宮地区市民センター １３時３０分～ 

グーパ王子の交通安全 
 

 お調子者、キマジメさん、わんぱ

く、くいしんぼう、遅刻魔、汚し魔、

知ったかぶり…大人たちを悩ます

暴れん坊、だけど憎めない。そんな

キャラクターが大暴れ！！原作本

はイギリスで出版。その後、BBC

放送で放映、世界数十ヵ所で大ヒッ

トし、個性豊かなキャラクターたち

は、子どもたちのアイドルとなっ

た。(本編 各巻約 30 分) 

 

明治維新、日本の大転換

期、若き女性たちの活躍

が、産業のあらたな扉をひ

らいた知られざる感動の

物語。明治６年春、横田英

は父を説得し、同郷の河原

鶴らとともに富岡製糸場

に入場した。英が目にした

のは、見たこともない壮大

なレンガの建物とピカピ

カの機器。そして西洋式の

労働環境の中で糸を引く

先輩工女の姿だった。英と

鶴らもその姿に刺激され、

赤い襷を掛けることが許

されている一等工女を皆

で目指すことを誓うのだ

った･･･。 

(本編 １00分) 

 幼い頃に善意の募金

の五億円により心臓手

術に成功し、命を救われ

た少年、高月望来。ある

日とある出来事をきっ

かけに SNS で自殺を宣

言したところ、「死ぬな

ら五億円返してから死

ね」というメッセージが

届く。望来は本当に死を

選んでしまうのか･･･。 

(本編 112分) 

 ねぎぼうずのあさたろう 巻之三 

 ねぎぼうずのあさたろう 巻之四 

五億円のじんせい 

監督：澤井信一郎 
出演：十朱幸代 裕木奈江 ほか 
“あの人と幸せでしょうか、お母さ
ん。お父さんは無口を通し逝きまし
た。”という３０字あまりの短い手紙
をモチーフに、そこから広がるひとつ
の「家族ドラマ」を綴っていく。母と
子は、いかにして愛を取り戻すのか
…。 平成 7年 16ミリ作品/112分 

監督：板屋宏幸 
出演：林家たい平 富田靖子 ほか 
江戸時代末期。たい平は落語の修

行を放り投げ、さまよううちに流れ
着いた深川佐賀町の長屋で貞吉と出
会う。ひょんなことから頼まれた落
語の稽古を渋々引き受けるたい平だ
ったが…。  
平成 26年作品/95分 

其之十一 
「鉄火肌火の玉おて
つ」 

其之十二 
「はらぺこ侍必殺剣」 
其之十三 
「大笑い一番勝負！」 
其之十四 
「もろこし天狗党あ
らわる」 
原作 飯野和好 
(４話収録 102分) 
 

監督：塚本 連平 
出演：篠原 涼子 

芳根 京子ほか 
 

八丈島で暮らすシング
ルマザーのかおりと反抗期
に突入した娘の双葉。そん
な娘への逆襲に双葉の嫌が
る「キャラ弁」を作り続け
ているのだが、やがてその
お弁当は、会話のない娘へ
の大切なメッセージへと変
わっていく･･･。 
 
2019年作品/106分 

  

 


