
 

令和元年１０月 通刊第１５3 号 

 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。 

 令和元年度は、『Word 2016』を使って「見やすい文書作成術」など、上記記載の項目・内容

等を学習します。 

申込みは、「パソコン活用研修申込書」によりＦＡＸで受付いたします。 

※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：令和元年１２月５日（木）１２日（木）令和２年１月２１日(火) ２８日(火) 

       各回午前１０時～午後５時まで（昼食休憩１時間含む。） 

○ 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２０人 

○ 参 加 費：無料 

○ 申込期限：各回の前々日まで 

ＡＶＬうつのみや 
Audio Visual Library 

ホームページ URL 

http://www.ucatv.ne.jp/~u_avl/ 

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 

スマートフォンからHPを
ご覧いただけます♪ 

学校・社会教育の学習活動に有効な視聴覚機材・教材を貸し出しています。授業や映画会で上
映できる DVD・VHS・１６ミリフィルムを多数所蔵しています。運動会・文化祭等の各種行事
に必要な音響機材の貸し出しや操作方法などもご支援いたします。 
また、子ども会・老人会・社会教育施設・介護施設などで『映画会を開催してみませんか？』 
16 ミリフィルム・映写機、DVD ソフト・プロジェクター、スピーカーやスクリーンなど映画

会に必要な機材もご利用いただけます。 
初めて使うので不安…という団体の皆さんには、操作指導を行いますので安心です。アニメや

映画など、子ども向けから大人向けまで多くの作品がありますので、お気軽にご相談ください。 

 学習教材ビデオや保育園等での活動記録をビデオ作成するための、編集機をお使いいただけま
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を備えており
ますので、是非ご利用ください。 
〇備え付け機器 

 ・編集システム：DV-7G              
Adobe Premiere Elements 15 

 ・デュプリケーター 

 視聴覚ライブラリーでは、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。 

―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。 

○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。 

○返却          ……貸出時にお渡しする「機材・教材利用状況報告書」にご記入のうえ、ご返却く

ださい。 

○利用料金        ……無料 

 実施項目 実施内容 

わかりやすく伝える 
見やすい文書作成術 

読みやすく 

スマート文書構成術 

美しく魅せる 

ビジュアル文書作成術 

・写真入りの案内状作成  ・タブとリーダーを使った価格表作成 
・表組を使ったチラシ作成 ・Ｅxcelの表を使った見積書作成 

・読みやすい縦組みの新聞作成   
・テキストボックスでレイアウトした長文作成 
・表紙や目次付きの小冊子の作成 
・グラフや図解入りの資料作成 

・ワードアートと透明の表を使ったメニュー作成  
・写真に色や効果を付けたチラシ作成 
・ページの背景を変えたメニュー作成   
・図形やクリップアートを使ったポスター作成 

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。 



 

新たに下記の DVD を購入しましたのでご紹介します。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。 
＊試写を希望される方は、随時受付けます。 
 
 

月 

日本映画劇場 
会場：東図書館２階 

(木)10 時～ (金)14 時～ 

２０世紀名画座 
会場：東図書館２階 

(木)14 時～ (金)10 時～ 

親子映画会 
会場：東２階・中央３階 

①10 時 30 分～ ②13 時 30 分～ 

１０ 
10日(木) 11日(金) 

「雪夫人絵図」(86分) 

10日(木) 11日(金) 

「桑港(サンフランシスコ)」(115分) 

20日(日)東図書館 

「にじのはしがかかるとき」ほか(72分) 

１１ 
14日(木) 15日(金) 

「安宅家の人々」(116分) 

14日(木) 15日(金) 

「椿姫」(108分) 

17日(日)中央図書館 

「おーい！竜馬」ほか(94分) 

１２ 
12(木) 13日(金) 

「お遊さま」(95分) 

12(木) 13日(金) 

「自転車泥棒」(88分) 

15日(日)東図書館 

「ポン太くんのおてがら」ほか(75分) 

１ 
9 日(木) 10日(金) 

「十三の眼」(76分) 

9 日(木) 10日(金) 

「アパッチ砦」(127分)  

12日(日)東図書館 

「おむすびころりん」ほか(81分) 

２ 
27日(木) 28日(金) 

「小原庄助さん」(90分) 

27日(木) 28日(金) 

「キングソロモン」(80分) 

23日(日)中央図書館 

「ぼくときどきぶた」ほか(81分) 

３ 
12日(木) 13日(金) 

「雨月物語」(97分) 

12日(木) 13日(金) 

「ローマの休日」(118分) 

22日(日)東図書館 

「ぶんぶくちゃがま」ほか(84分) 

 

上映：１４時～ 

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、懐かしい名画や子ども向け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お越しください。 

監督：廣木 隆一 
出演：山田 涼介 
    西田 敏行 
 
夜の街を疾走する3人の青
年が逃げ込んだ無人の空
き家に差し込まれた1通の
手紙。慌てて空き家を後に
する 3人だったが、いくら
走っても同じ場所に戻っ
てきてしまう。彼らは知ら
なかった。この一夜が、彼
らの人生を変える“奇蹟”
の一夜になることを。 
平成 29年作品/129分 

監督：トム・マクグラス 
声の出演：ムロツヨシ 

 芳根 京子 
 
3人家族の元にやってきたの
は、黒いスーツに白いシャツ、
ネクタイをビシッと締め、 
チャキチャキと歩く赤ちゃん

“ボス・ベイビー”。最初は反
発しあっていたティムとボ
ス・ベイビーだったが、やが
て世界を揺るがす巨大な陰謀

に挑むことに！             
平成 29年作品/97分 

※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。 

監督：是枝 裕和 
出演：福山 雅治 真木 よう子 
 
『万引き家族』でカンヌ映画祭パルムドールを受賞
した是枝監督の作品。出産時に病院で子どもを取り
違えられた二つの家族の葛藤が描かれている。血縁
か、それとも共に過ごした時間か。現代社会におけ
る父のあり方を問う物語。 

平成 25年作品/120分 

熊本地震から学ぶ こんな対策があなたを救う 

続・深夜食堂 

信さん 炭坑町のセレナーデ 

アルプスの少女ハイジ 

ミニヴァー夫人 

ムーミン谷とウインターワンダーランド 

運転マナーが大切 
～思いやり・ゆずり合いの心が事故を防ぐ～ 

マイロ ①～④ 

銀座化粧 

おじゃる丸 ちっちゃいものの大きなちから 

何をしたか、思い出せない 

ちっちゃいものクラブのメンバーがいろ
いろな親切を行う。自分に対して害をなし

ている相手でも、困っているときは助ける
という物語。また、挨拶や言葉遣いについ
ても学ぶことができます。「特別の教科 道
徳」の指導用教材としてご活用いただけま
す。(本編 11分) 

両親の愛情、おじいさんやおばあさんとの幸せな家族関係、

友だちとの付き合いや動物との触れ合いなど、フランス生
まれの可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちと
の楽しい物語。日本語吹き替えに加え、ネイティブ英語版
も収録。 
(本編①③7話収録 全 35分 ②④6話収録 全 30分) 

  

近年、社会問題化しているあおり運転。
交通事故を防ぐためには、交通ルールをき

ちんと守って運転をすることはもちろん、
マナーを大切に思いやりとゆずり合いの心
を持って運転するのが大切であるというこ
とを伝えていくビデオ。 

(本編 16分) 

平成 28 年 4 月に発生した熊本地震では
14，16日に震度 7の揺れが熊本県を中心に

隣県も襲った。このビデオでは熊本地震の
特徴を５つ挙げ、そこから学べる教訓を被
害に遭われた方のインタビューや資料映像
を紹介。大地震への様々な対策を伝える防
災ビデオ。(本編 26分) 

認知症について広く詳しく学ぶ基礎知識
編として、認知症になるとどのような症状

が現れるのか、早期に発見するためにはど
のような点に注意したらいいのか。実際の
検査の様子や、専門家の解説、患者さん家
族の話を通して紹介するビデオ。 

(本編 20分) 

福岡県の炭坑町に小学生の守と共に帰っ
て来た美智代は、ある日悪ガキたちに囲ま

れた息子を“信さん”と呼ばれる少年に助
けてもらう。親を早くに亡くして、街では
厄介者のように扱われている信さんは孤独
だったが、美智代にだけは心を開くように
なる。(本編 108分) 

銀座のバーで働きながら息子を育ててい
る雪子を中心に、妹分や元同僚など様々な

女の人生を描いた作品。終戦から間もない
ころ、子供も働かなければ生活できなかっ
た時代だということが映像を通じて伝わっ
てくる。雪子も子供も妹分も純真で屈託な
く、心を洗われる映画。(本編 87分) 

路地裏にたたずむ小さな食堂めしやを舞

台に、個性豊かな客たちが織り成す悲喜こ

もごもを描く。めしやに喪服姿の常連客が
次々と訪れる中、同じく喪服を着た範子が
やって来る。彼女は喪服を着るという趣味
の持ち主だったが、本当の通夜の席で出会
った男性に惹かれていく。(本編 108分) 

イングランドの小さな町ベルハムに、ミ

ニヴァー夫妻は幸福な家庭をもっていた。

ベルハムは平和で、駅長もバラの花を展覧
会に出そうと精を出している。ミニヴァー
夫人がロンドンで帽子を買って帰ると、駅
長はバラの花に『ミニヴァー夫人』と命名
させてくれと頼むのだった。(本編 134分) 

世界中で愛される「ムーミン」のパペッ

トアニメーション。冬のムーミン谷を舞台
に物語がつむがれる。冬になれば春まで長
い眠りにつくムーミン一家。しかし、好奇
心いっぱいのムーミンは、冬を感じるため
外へ出かけ、そこで初めて「クリスマス」
の存在を知る。(本編 86分) 

母親が子供に見せたいアニメ第 1位！ 

『アルプスの少女ハイジ』の劇場版。 
アルムの山のハイジのもとに療養に来て

いたクララは、美しい自然の中で日ごとに
元気になっていく。ハイジと羊飼いのペー
ターは、彼女を喜ばせようと山のお花畑へ
連れていくことを計画する。 (本編 108分) 

上映：１３時３０分～ 


