
 

  

 

  

「令和３年度パソコン活用研修 ～Ｚｏｏｍの活用（リモート会議主催者編）～」 

視聴覚ライブラリーでは，コロナ禍で利用されている「Ｚｏｏｍ」の活用についての研修会を開催しま

す。内容は，リモート会議の主催者として必要なＺｏｏｍの操作方法や，リモート会議の準備，会議での

写真や動画などの効果的な活用，情報セキュリティなどについてです。 

〔主な内容〕 

・アイスブレイク（Ｚｏｏｍ 利用経験の確認等） 

・Ｚｏｏｍ 参加者としての利用法（演習） 

・Ｚｏｏｍ 主催者と参加者の役割の違い 

・Ｚｏｏｍ 主催者としての注意点（マナーやセキュリティ，参加者補助等） 

・Ｚｏｏｍ 主催者としての利用法（演習） 

----記----- 

① 日 時 ： 令和３年１１月１６日（火），１１月１７日（水）１１月１８日（木），１１月１９日（金） 

      午前の回：１０時から１２時まで（２時間） 

      午後の回：１４時から１６時まで（２時間） 

② 会 場 ： 視聴覚ライブラリーＬＬ・パソコン室（東図書館３階） 

③ 定 員 ： 各回 先着２０人（希望日の午前又は午後の回で，１人 

      １回のみの参加となります。） 

④ 参加費 ： 無料 

⑤ 対 象 ： 幼稚園・小・中学校・高等学校等の教育機関の職員。 

      保育園等社会福祉施設等の職員。宇都宮市に登録されている生涯学習団体に所属している人。 

⑥ 申込方法： 同封の「パソコン活用研修申込書」にてＦＡＸ（６１０－５１１７），又はメール 

（u470600000@city.utunomiya.tochigi.jp）でお申し込みください。 

        ※申込書は，視聴覚ライブラリーのホームページからもダウンロードできます。 

⑦ 申込期限： １１月１４日（日） 

 第２回１６ミリ映写機技術者養成講習会は，９月２６日（日）に開催する予定でしたが，緊急

事態宣言が発出された期間中になったことから，日程を延期し，下記の日程で開催いたします。

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。 

        記 

○ 日 時：令和４年１月２９日（土） 

１０時から１７時３０分まで 

○ 会 場：東図書館２階集会室 

○ 対 象：県内在住の高校生以上の方 

○ 定 員：各回 先着２０人 

○ 申 込：視聴覚ライブラリー 
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(1 日目)10 時～ 
(2 日目)14 時～ 

 
 
(1 日目)14 時～ 
(2 日目)10 時～ 

 
 

① 10 時 30 分～  

② 13 時 30 分～ 

１０ 
 

１１ 
１９日(金) ２０日(土) 

「道―白磁の人」(１１９分) 

１９日(金) ２０日(土) 

「誰が為に鐘は鳴る」(１５６分) 

２１日(日) 東図書館 ＤＶＤ 

「ムーミン一家」他(７７分) 

１２ 
１０日(金) １１日(土) 

「土屋主税 雪解篇」(６０分)  

１０日(金) １１日(土) 

「サンセット大通り」(１１０分) 

１２日(日) 中央図書館  １６ミリ 

「小さなバイキングビッケ」他(８０分) 

１ 
２１日(金) ２２日(土) 

「鉄道員（ぽっぽや）」(１１２分) 

２１日(金) ２２日(土) 

「山河遥かなり」(1０５分) 

２３日(日) 東図書館 ＤＶＤ 

「グリム名作劇場 赤ずきん」他(７６分) 

２ 
１８日(金) １９日(土) 

「雨月物語」９７分) 

１８日(金) １９日(土) 

「第三の男(１０５分) 

２０日(日) 東図書館  １６ミリ 

「ラーメン天使」他(６８分) 

３ 
１８日(金) １９日(土) 

「サクラサク」(１０７分) 

１８日(金) １９日(土) 

「ローマの休日」(１１８分) 

２０日(日) 中央図書館  １６ミリ 

「あざらしチック」他(７３分) 

(Ｃ)2014「超高速」！参勤交代」制作委員会 
 

 

※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。 

監督：本木克英 
出演：佐々木蔵之介 

深田恭子 ほか 
 江戸幕府から無理難題
を突き付けられた、弱小
藩を描いた時代劇コメデ
ィ。幕府の老中から通常
８日間を要するところを
わずか４日間で参勤交代
せよと命じられる。弱小
藩主は知恵袋の家老とと
もに奇想天外な作戦を練
り実行するが…。 
2014年作品 / 119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 

  

 

会場：河内地区市民センター 

会場：東市民活動センターホール１４時～ 

監督：日向寺太郎 
出演：吉岡秀隆 常盤貴子 ほか 
 子ども食堂が必要とされる現
代社会を子どもの視点から描い
た物語。小５のユウトは食堂を
営む両親、妹と過ごしていた。
ユウトの幼馴染タカシの家は、
育児放棄の母子家庭。ユウトの
両親はタカシを心配し、頻繁に
夕食を振舞っていたが…。 
2018年作品 / 93分 

 
 
 
 
 

会場：南図書館サザンクロスホール１４時～ 

会場：雀宮地区市民センター 

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…。 
1995年 16ミリ作品 / 112分 

 

館内の空調設備改修工事のため休止 

１３時３０分～ １３時３０分～ 

視聴覚ライブラリーでは、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。また、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ので、お誘いあわせのうえ、ぜひ会場へお越しください。 

 

Ⓒ 2019「今日も嫌がらせ弁当」制作委員会 
 

 

令和３年１０月 通刊第１５７号 

ＡＶＬうつのみや 
Audio Visual Library 

mailto:u470600000@city.utunomiya.tochigi.jp


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や映画会などに必要な

映像機材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、操作方法もアドバイスいたします。 
 
◆利用可能団体   宇都宮市内の学校・社会教育団体等 

◆利用機材及び教材 視聴覚ライブラリーのホームページに 

目録等を掲載しております。 

◆貸出期間     貸出日の翌日から１週間以内です。 

◆教材の貸出点数  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。） 

注意：令和３年１０月１４日から１１月１１日まで館内空調工の 

ため休館となりますので，電話受付のみになります。 

◆貸  出    「視聴覚教材用機材借用申請書」にご記

入いただきます。教材を借りる場合には，図書館の「利用カ

ード」をご持参ください。 

 

 

 

 

 

新たに下記の DVDを入手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にも掲載しています。 

 

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 

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

◆その他関連機器：ＨＤＭＩ送受信機・分配器・映像セレクター・変換コンポジット・ライトニング・同軸ケーブルなど 

・「撮影した動画を編集して動画配信したいけれど，動画編集はよく分からない。。。」といったお
悩みはありませんか？ 
・視聴覚ライブラリーでは，「ビデオカメラ・集音マイク」などの撮影機材の貸出のほか，撮影し
た動画の「カット編集・テキストテロップ・ＢＧＭ音楽・各種特殊効果エフェクトの挿入」など
の動画編集ができるパソコンを利用いただけます。 
・「機械操作はちょっと不安・・・」といった方でも，ライブラリースタッフがサポートさせてい
ただきます。また，作成したＤＶＤを複数枚同時に複製できる専用機器も備えておりますので，
ご利用を希望される団体様がいらっしゃいましたら，お気楽にご相談ください。 
◆編集用パソコン  

・EPSON Endeavor NJ6000E 

◆映像編集ソフト   

・Video Canvas DV-7G 

・Adobe Premiere Elements 15 

◆デュプリケーター（複製機器） 

（マイクロボード テクノロジー） 

←スマートフォンからもご覧いただけます♪ 

主 

 

な 

 

機 

 

材 

 

①将来の生き方を考えた進路選択 
～多様化する高校選択に向けて～ 

どんな進路計画を立てて…どんな高校を
選ぶ？         （本編 26分） 

 
②面接で合格を勝ち取る 
～受験生の身だしなみとマナー～ 
服装や髪型、お辞儀、姿勢,歩き方…面接
官はしっかり見ている。（本編 20分） 
 
③面接の種類によるプレゼンテーション 
～情熱的に伝えるには～ 個人面接，

集団面接、グループ討論… 自分の言葉
で効果的なＰＲをしよう！（本編 22分） 

文部科学省選定 

◇◇◇ 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」方

のために、操作方法の再講習を随時行ってお

りますので，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、講習

会の受講をご検討願います。講習会は年２回

実施しております。また，映写ボランティア

派遣もできますので，ご相談ください。 

 ズッコケ三人組のいじめをなくす作戦  

 
 ズッコケ三人組のぼうはん教室  

 

環境アレルギー・化学物
質過敏症の真実に鋭く切
り込むドキュメンタリー
映画。主人公の早苗さんは
農薬散布で化学物質過敏
症になり、水が一滴も飲め
なくなる。また，入江さん
一家は、新築でシックハウ
スになり瞬く間に化学物
質過敏症に。長男と次男の
学校は過敏症を理解しよ
うとせず、重症の道のりを
辿る。その時、命を救った
のは現代医学ではなく、
「無肥料無農薬」の林檎だ
った…。 （本編 102 分） 

 

 いのちの林檎  
 

 中学生の高校受験対策シリーズ①～③  

公益財団法人 日本ユニセフ協会が制作した
ＤＶＤ学習教材。世界の平和や貧困、環境，食糧
問題等を分かりやすいナレーションで作成され
ている。今後，世界全体が目標とする、「持続可
能な開発目標 ＳＤＧｓ」も一部収録されてい
る。          （各巻 30～50 分） 

 ユニセフＤＶＤ学習教材  
２０１８年度～２０２１年度版 

 認知症の犬と介護猫
の感動の実話をもとに
した道徳・人権教育ア
ニメ。もし、あなたの
大切な人が認知症にな
ったら、あなたはその
人に何をしてあげられ
ることができるでしょ
うか。年も性別も違う
犬と猫を通して視聴し
た子どもたちが自然と
考える事ができる、心
がほっこりとする物
語。【字幕付き】 

（本編 12分） 
 

 くぅとしの -あなたがそばにいるだけで-  

 

 「いじめは絶対してはいけ

ない」という強い意識を持

ち、いじめを防ぐには被害者

のつらい気持ちに寄り添え

る思いやりを育むことが大

切であることを訴える。いじ

め防止に向けいじめ問題を

「考え、議論する道徳」を三

人組のメンバーがどのよう

に解決へと導いていくのか

…。監修：安心安全教育協会 

     文部科学省選定 

（本編 １５分） 

(
 全国の幼稚園や小学校
で展開されている、体験を
通して防犯力を育てる作
品です。ズッコケ三人組に
体験させながら、子どもの
誘拐，連れ去りに「危ない」
「気をつけて」だけを教え
るのではなく、「自分で自
分を守る力」を身につけて
いく大切さを学びます。 
 
監修：安心安全教育協会 

文部科学省選定 
（本編 17分） 


