
 

  

 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 
 ・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 

平成３１年４月 通刊第１５２号 

ＡＶＬうつのみや 
Audio Visual Library 

―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、「16 ミリ映写機技術者養

成講習会」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 

 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 1,080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。 

←スマートフォンから
HPをご覧いただけ
ます♪ 

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。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
ィアに関心のある方はぜひ受講してください。 

記 
◇ 日 時：第 1 回 ６月２２日(土)・第２回 ９月１４日(土)・第３回 １０月１３日(日) 
◇ 時 間：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：各回とも２０人 
◇ 申 込：詳細は広報うつのみやでお知らせいたします。 
◇ 共 催：栃木県教育委員会 

※過去の教材制作例 



 

 

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 
(金)10時～ (土)14時～ 

２０世紀名画座 
会場：東図書館２階 
(金)14時～ (土)10時～ 

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

４ 19日(金)20日(土) 

「ごろつき船」(88分) 

19日(金) 20日(土) 

「嵐が丘」(105分) 

21日(日) 東図書館 

「ニルスの不思議な旅１」他(76分)  

５ 17日(金) 18日(土) 

「武蔵野夫人」(88分) 

17日(金) 18日(土) 

「ジャンヌ・ダーク」(145分) 

19日(日) 東図書館 

「ニルスの不思議な旅２」他(76分) 

６ 14日(金) 15日(土) 

「風雲児信長」(91分) 

14日(金) 15日(土) 

「雨の朝巴里に死す」(115分) 

16日(日) 中央図書館 

「ニルスの不思議な旅３」他(78分) 

７ 19日(金) 20日(土) 

「蟹工船」(109分)  

19日(金) 20日(土)  

「私を野球に連れてって」(93分) 

21日(日) 東図書館 

「ニルスの不思議な旅４」他(70分) 

８ 16日(金) 17日(土) 

「樺太１９４５年夏 氷雪の門」(120分) 

16日(金) 17日(土) 

「第十七捕虜収容所」(119分) 

18日（日）東図書館 

「ニルスの不思議な旅５」他(95分) 

９ 20日(金) 21日(土) 

「石山の歌」(45分) 

「たぬきのいる町」(52分) 

20日(金) 21日(土) 

「つばさ」(140分) 

22日（日）中央図書館 

「ニルスの不思議な旅６」他(71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。 

会場：南図書館サザンクロスホール １４時～ 

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。上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。 

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。 

監督：雑賀 俊郎 
出演：有村 架純 
      釈 由美子 
 
日本海に面する港町の石川
県志賀町福浦は、過疎化や
高齢化で寂れていくばか
り。数十年前から続くアマ
チュア楽団の老指揮者・吉
川が急死したことで解散の
危機に。楽団は、吉川の孫
娘・美咲を呼び寄せて天才
指揮者に仕立て上げ、町を
盛り上げようとするが…。 
平成 25年作品/108分 

監督：ジョー・ライト 
出演：ゲイリー・オールドマン 
クリスティン・スコット・トーマス 
 
第 2次世界大戦勃発後、ナチス
ドイツの勢いはとどまること

を知らず、フランスの陥落も近
いとうわさされる中、英国にも
ドイツ軍侵攻の危機が迫って
いた。英国首相に着任したばか
りのウィンストン・チャーチル
がヨーロッパの命運を握るこ
とになる…。 
平成 29年作品/125分 

会場：東市民活動センターホール １４時～ 

我が家の楽園 

ねずみくんのきもち  

愛妻物語 小原庄助さん 

おれたち、ともだち！ 

もういちど 

性的少数者(LGBT)へのセクシュアルハラスメント 

天皇陛下 御即位から三十年 
―常に国民とともに― 

天使のいる図書館 

百目のあずきとぎ 

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。(本編 108分） 

公園で仲良しのねみちゃんを待って
いるねずみくん。そこへいじわるねこく
んがやってきました。いじわるをされて
落ち込んでいるねずみくんにふくろう
さんは言いました。「きっとねこくんは、
一番大切なものを忘れているんだよ」ね
ずみくんはふくろうさんと一緒に、一番
大切なものは何か気づいてゆきます。 
(本編 12分) 

昭和 64 年 1 月 7 日の剣璽等承継の
儀や、平成 2 年 11 月 12 日の即位礼
正殿の儀の映像とともに、日ごろの御公
務、御研究を紹介。 また、全国各地へ
のご訪問、国際親善、被災地へのお見舞
い、慰霊の旅、御家族との御様子など、
御即位から 30 年の歩みを紹介してい
ます。 
(本編 38分) 

性について考えるとき、単純に「男性・
女性」だけでなく、様々な切り口があり
ます。性的マイノリティの問題は、テレ
ビの中でも、外国の話でもありません。
誰もがどこかで関わりがある、家族、親
戚、友人、同僚の話です。この DVD で
は、職場における性的少数者に対するセ
クシュアルハラスメントについて考えま
す。（本編 29分) 

「余生を送る金があるのに、何をこれ以
上儲ける必要があろう」と考え実業家を引
退したヴァンダホフ老人の家には一風変
わった人々が集まる。孫娘エシーの妹アリ
スが、軍需工場の青年副社長トニーを好き
になり結婚したいと思うが、トニーの父親
カービー氏がヴァンダホフ老人家買収を
実行中であった･･･。 
(本編 127分) 

脚本家見習いの沼崎敬太は、下宿先の
娘だった孝子と駆け落ちし、東京で生活
を始めた。敬太は孝子をともなって京都
へ行き、孝子の内職による収入を家計と
して敬太は脚本を書き上げるが、坂口監
督から酷評され脚本を返されてしまう。
ついに書き上げた脚本が坂口監督に認
められるが、孝子は無理がたたって喀血
してしまう。(本編 96分) 

笑って泣いてケンカして…。 
キツネとオオカミは本当のともだち

になれるかな？ 
１時間１００円で「ともだちや」をは

じめたキツネ。でも、ともだちってお金
で買うものなの？キツネは、オオカミと
楽しく遊んだ後にお代を請求しますが
…。キツネとオオカミのゆかいでかわい
い友情物語。(本編 52分) 

 むかしむかし、電気も明かりもない昔
のことです。ある日、旅人が提灯の明か
りを頼りに恐る恐る山の夜道を歩いてい
ると妙な音が聞こえてきました。ショキ
ショキ…ショキショキ…。旅人はあたり
を見ましたが、何もありません。ふと下
を見ると足元にあずきのつぶが散らばっ
ていました…。 
(本編 15分) 

江戸時代末期。たい平は落語の修業を
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、必死に落語
を学ぶ貞吉の姿にこの世を去った自分の
息子の姿を重ね合わせていく。貞吉親子
と接しながら、人とのつながりの大切さ
をかみ締めるようになる。(本編 95分） 

旧家の当主である杉本左平太は、人々
から“小原庄助さん”と呼ばれていた。
人の良い左平太は村人から頼まれると断
り切れず、自分の財産をどんどん分け与
えたため、すでに破産寸前。ついに無一
文となり、妻にも逃げ出された左平太の
家に、若い二人組の泥棒が入った。左平
太は二人を投げ飛ばし、酒を勧めるのだ
った。(本編 90分） 


