
 

  

 

  

講習会は下記の日時等を予定しています。詳しくは、
視聴覚ライブラリーまでお問い合わせください。               

記 

○ 日 時：第１回：令和４年６月２６日（日） 

    第２回：令和４年９月１９日（月・祝） 

    午前１０時から午後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 

０２８（６３８）５７０４へお電話ください。 

○ 共 催：栃木県教育委員会 
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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～ 

４ 
１５日(金) １６日(土) 

「夢のまにまに」(１０６分) 

１５日(金) １６日(土) 

「カサブランカ」(１０２分) 

１７日(日) 東図書館  １６ミリ 

「ゆかいなリトルボーイ」他(７３分) 

５ 
２０日(金) ２１日(土) 

「祇園囃子」(８５分)  

２０日(金) ２１日(土) 

「ミニヴァー夫人」(１３４分) 

２２日(日) 中央図書館  １６ミリ 

「一休さん」他(７１分) 

６ 
１７日(金) １８日(土) 

「きみが輝くとき」(１０２分) 

１７日(金) １８日(土) 

「我が家の楽園」(1２７分) 

１９日(日) 東図書館  ＤＶＤ 

「楽しいムーミン一家」他(７８分) 

７ 
１５日(金) １６日(土)「生きろ」～

戦場に残した伝言～(1２０分) 

１５(金) １６日(土)「ブロード 

ウェイ・メロディ」(１００分) 

１７日(日) 中央図書館  １６ミリ 

「忍たま乱太郎 武道大会の段」他(８０分) 

８ 
３０日(火) ３１日(水) 

「東京物語」(１３６分) 

３０日(火) ３１日(水) 

「シマロン」(１２４分) 

２８日(日) 東図書館  DVD 

「グリム名作劇場 命の水」他(７９分) 

９ 
１６日(金) １７日(土) 

「一人息子」(８７分) 

１６日(金) １７日(土) 

「ガヴァルケード」(１１０分) 

１８日(日) 東図書館  １６ミリ 

「ドナルドダックのどんぐり騒動」他(７１分) 
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監督：ロブ・ライナー 
出演：ウィル・ウィートンほか 
 ノスタルジックな青春ドラ
マ。オレゴン州の小さな田舎町
キャッスルロック。それぞれに
家庭の問題を抱える 4 人の少
年たちが、町から 30 キロ離れ
たところに列車の轢死体が放
置されているという噂を聞き、
死体探しの旅に出る。 
1986年作品 / 89分 

 

 

 

監督：犬童 一心 

出演：吉永 小百合ほか 

人生のほとんどを家庭のた

めに捧げてきた主婦・幸恵と

仕事だけを生きがいに生きて

きた大金持ちの女社長・マ子。

余命宣告を受けた 2 人は病院

で偶然に出会う。そんな彼女

たちに待っていたのはある奇

跡だった･･･。 
2019年作品 / 115 分 

  

 

日時：９月２４日（土） １４時～ 

会場：田原コミュニティプラザ

監督：西澤 昭男  

出演：日野 聡  

花村 さやか ほか 

岩木川の渡し守の子として生まれ

た仁太郎。8歳で病気のために失明。

笛や三味線に興味を持って元気に育

っていく。ある日、村にやって来た

三味線を聞き感動し三味線で生計を

立てる決心をするが、またも不幸が

訪れる。2004年作品 /100分 

日時：５月２８日（土） １４時～ 

会場：東市民活動センターホール 

監督：御法川 修 
出演：吉行 和子  

富司 純子 ほか 
ある日、農協職員の江田が葉っぱ

をつまものとして売り物にしようと
立ち上がる。周囲から冷ややかな目
で見られる江田だったが、平均年齢
70 歳の 3 人の幼なじみの女性が参加
することに。3 人の人生にも変化をも
たらしていく。2012 年作品 /112 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「最高の人生の見つけ方」制作委員会 
 

 

令和４年４月 通刊第１５８号 

ＡＶＬうつのみや 
Audio Visual Library 

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。講習会では、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。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。

 

 

会長：坂井 幸一 

顧問：小林 充佳 

前会長：谷口 幸男 

西原 伸行 

日時：９月１０日（土）１３時３０分～

会場：清原地区市民センター

日時：６月２５日（土）１３時３０分～

会場：南市民活動センター



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。） 

◆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・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 

 

手塚治虫アニメワー
ルドの代表作。（新）「ジ
ャングル大帝 」  
白いライオンの子

「レオ」が、勇気・愛・
友情をテーマに仲間た
ちとともに傷つき、悩
みながら成長していく
姿を描いたアニメーシ
ョン。  
①誕生 ②約束 
③旅立ち 
＊バリアフリー対応

DVD 有 
（各巻 2４分） 

◇◇◇ 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。 
おじいちゃん、おばあさんから、お孫さんへ読み聞かせてあげたい物語。日本人の大切な「心」がここにありま

す。◇花の若武者 那須与一◇岩見重太郎の怪獣ヒヒ退治◇笛の音悲し 平敦盛◇像に乗った英雄 山田長政◇おらん
だおいね◇武者修行 塚原ト伝◇まぼろしの大横綱 雷電◇黒潮に乗った冒険児 ジョン万次郎◇三本の矢の教え 
毛利元就◇忠臣蔵 大石主税（前・後編）◇少年 徳川吉宗◇初荷のみかん船 紀伊国屋文左衛門など（各巻 1００分） 

 

世界全体の課題である SDGs をアニ

メで学ぶ。海のごみや環境問題に対する

啓発に活用できる教材。（本編 ２７分） 

(
高校進学のため島を出ることになった
女子中学生と家族の思いを丹念に描いた
人間ドラマ。（本編 1１４分） 

人魚姫の勇気と知恵…そして
優しさを持った、新しい人魚姫
の物語。（本編７７分） 

音声を無線で飛ばせる、ブルートゥーススピーカーや
iPad 等をﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰで投影するためのコネクターを導入し
ましたので、ご利用ください。 


