
 

  

月 日本映画劇場 
会場：東図書館２階 
(金)10時～ (土)14時～ 
※1月、2 月のみ(木)(土)になります。 

２０世紀名画座 
会場：東図書館２階 
(金)14時～ (土)10時～ 
※1月、2月のみ(木)(土)になります。 

親子映画会 
会場：東２階・中央３階 
①10時 30分～ ②13時 30分～ 

１０ 19日(金)20日(土) 

「お茶漬の味」(115分) 

19日(金) 20日(土) 

「救命艇」(96分) 

21日(日) 東図書館 

「山太郎かえる」他(93分)  

１１ 16日(金) 17日(土) 

「人情紙風船」(86分) 

16日(金) 17日(土) 

「或る夜の出来事」(105分) 

18日(日) 中央図書館 

「雨ふり小僧」他(93分) 

１２ 14日(金) 15日(土) 

「長屋紳士録」(72分) 

14日(金) 15日(土) 

「ガス燈」(114分) 

16日(日) 東図書館 

「クリスマスキャロル」他(74分) 

１ 17日(木) 19日(土) 

「麦秋」(124分)  

17日(木) 19日(土)  

「第３逃亡者」(84分) 

20日(日) 東図書館 

「ぴったんこ！ねこざかな①」他(66分) 

２ 21日(木) 23日(土) 

「当たり矢金八捕物帖 千里の虎」(84分) 

21日(木) 23日(土) 

「黒水仙」(100分) 

24日（日）東図書館 

「リボンの騎士」他(97分) 

３ 22日(金) 23日(土) 

「ハルをさがして」(93分) 

22日(金) 23日(土) 

「シェーン」(118分) 

24日（日）中央図書館 

「海のトリトン」他(85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。 

平成３０年１０月 通刊第１５１号 

会場：東市民活動センターホール １４時～ 

 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。 

 平成３０年度は、事業内容やイベントなどの様子を写真や動画などを活用して、ホームページ

の掲載を充実させたい施設等や、これから新規で開設を考えている施設等の職員向けに、基礎か

ら学習いたします。 

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：平成３０年１１月１３日（火）２２日（木）１２月６日（木）１１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 

視聴覚ライブラリーでは、名画鑑賞会を年４回開催しております。下半期の予定は下記のとお
りです。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。 
皆様お誘いあわせのうえ、お越しください。 ＡＶＬうつのみや 

Audio Visual Library 

 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 1,080 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。 

監督：松岡 錠司 
出演：小林 薫 
   多部 未華子 
 
マスターの作る味と居心
地の良さを求めて、夜な夜
なにぎわう「めしや」。 
春夏秋冬、ちょっとワケあ
りな客たちが現れては、マ
スターの作る懐かしい味
に心の重荷を下ろし、胃袋
を満たしては新しい明日
への一歩を踏み出してい
く。 
平成 27年作品/119分 

監督：ドン・ホール クリス・ウィリアムズ 
声の出演：菅野 美穂 小泉 孝太郎 
 
第 87 回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞した

ディズニーアニメ。 
謎の事故で最愛の兄タダシを失った天才少年ヒロ。深く傷
ついた彼の心を救ったのは、兄が開発したケア・ロボット
のベイマックスだった。架空都市サンフランソウキョウを
舞台に、壮大なスケールで描かれる優しすぎるロボットと
少年ヒロの絆の物語。      平成 26年作品/102分 

ホームページ URL 

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



 

 
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。 

 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。 

 
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 

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。 

まずはお電話でご相談ください。 

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 

ぞくぞく村のオバケたち①②③ 

『私は、私にできることをして
いるだけ』 
南米アンデス地方の先住民に

伝わる小さな小さなお話。 
私たちは今、地球温暖化という

地球全体の大きな問題をかかえ、
ひとりひとりの小さな私たちが、
自分たちにも何か出来ることは
無いだろうか？と自分自身の心
に静かに問いかけたくなる物語
です。 
(本編 19分） 

私にできること 【文部科学省選定】 忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ  

おはよう！ゴミありませんか？ 

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はいかがですか。 
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

会に必要な機材を貸し出しいたします。 
初めて使うので不安…という団体の皆さんには、操作指導を行うなどお手伝いいたしますので安

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。 

―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 ミリ映写機技術習

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（ＤＶＤ等）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 

風のように 

くちづけ 

NHKでおなじみの「忍たま乱太
郎」が活躍する教材アニメーショ
ン。忍たま三人組が様々なシチュ
エーションに遭遇し、人との関わ
り、集団や社会との関わりに関す
ることを学んでいきます。「特別
の教科 道徳」の教材としてご活
用いただけるとともに、人権啓
発、行事などで上映する幼児向け
アニメーションとしても幅広く
ご利用いただけます。 
(3話収録 本編 各話 10分) 

清花は、団地に住む小学２年
生。ある朝、ゴミ出しの途中で
疲れて階段に座り込む、上の階
に住む原田さんを見つけます。
高齢の原田さんに代わってゴミ
を出してあげることに。やがて
冬になり、寒い日が続くと面倒
になり手伝うのをやめてしまう
清花だが…。 
新学習指導要領に準拠した指

導内容を短いドラマとして構成
した作品です。(本編 14分) 

 

知的障害のある娘と父との父
娘愛を描いたヒューマン・ドラ
マ。知的障害のため、心は 7歳児
のままのマコは、元人気漫画家の
父親いっぽんに連れられ、知的障
害者の自立支援グループホーム
「ひまわり荘」にやってくる。そ
こで出会った男性うーやんに心
を開くようになったマコ。しかし
そんなある日、いっぽんに病気が
見つかってしまう。 
(本編 123分) 

ここはちょっと変わった
妖怪やモンスターが暮らし
ている土地、ぞくぞく村。
そこにいるのはおふろが大
好きなミイラ男に、ほうき
にのることのできない魔女
たち色々な面々。 
今日もぞくぞく村のあちこ
ちでは騒ぎが耐えないので
あった。 
(各巻 2話収録 
 ①全 52分 ②③全 40分) 
 

【文部科学省選定】 

←スマートフォンから
HPをご覧いただけ
ます♪ 

養蜂家として暮らす少年三平だ
ったが、両親を亡くしてしまう。
ある日、道に倒れていた少女チヨ
と出会い、彼女の住む里で暮らし
始める。住まわせてくれたお礼と
して、三平は荒地を 1人で開墾し、
村人たちを驚かせた。そんな時、
村に飛来した蜂の大群とともに三
平はこつ然と姿を消す。ちばてつ
やが季節と共に移動し自然と共に
生きる養蜂家の姿に共感して生ま
れた至極の名作。（本編 40分) 


