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●平成27年度上半期教材別利用比較       （本） 

 
〈簡単操作のＤＶＤプロジェクター〉 

 

 当ライブラリーではフィルムやビデオ、ＤＶＤ等

のソフトの貸出しと一緒に視聴覚機器も無料で貸出 

していますので、お気軽にご利用ください。 
 

  フィルム ビデオ ＤＶＤ 合計 

４月 23  14  29  66 

５月 33  17  35  85 

６月 40  15  49  104 

７月 53  16  62  131 

８月 26  14  34  74 

９月 41  12  47  100 

計 216  88  256  560 

 

  
   

  

〈こちらも操作が簡単なロールアップスタンドスクリーン〉 

 

 

 

 

 

 
簡単に操作できる視聴覚機器をご活用ください。 

    

    

    

    

    

    

    

〈16 ミリ映写機〉     〈ビデオ＋ＤＶＤプロジェクター〉 

 

● 10 月15 日水沢図書館で山本周五郎作品「かあちゃん」が上映され、35 名の来場者が感銘を受けました。秋の 

深まりの中で、心に残る上映会を開催してみませんか？ いつでもお気軽にご相談ください。お待ちしています。 
 

      問い合わせ・申し込みは、 0197- 23-3511 or  Ｅメール kennan1@cameo.plala.or.jp        

           or  ホームページアドレス http://kashidashi . org/ まで  お気軽にどうぞ。         

奥州市水沢区南地区センターで毎月第３土曜日に開催

されている「親子で映画を見る会」で、１５年間という長

い歳月にわたり上映ボランティアを続けられ、また映画上

映ボランティア集団「フィルマス・アテルイ」で活躍され

ている菅原桂子さんが、８月５日（水）に全国視聴覚連盟

より平成２７年度視聴覚教育功労者表彰を受賞され、８月

２５日（火）に田面木茂樹奥州市教育委員会教育長に受賞

報告をしました。 

菅原さんは「長く続けてこられたのは子どもたちへの思

いを同じくする仲間がいたから。今後も良い映画をできる

だけ多くの親子にみせていきたい。」とさらに思いを新た

にしています。 

 

上映ボランティアを１５年間続けてこられた菅原桂子さんが全国視聴覚教育功労者表彰を受賞！ 
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  平成２７年度 新購入教材の紹介   

     
1 日本の昔ばなし 花さか爺さん 一寸法師 おむすびころりん 八つ化け頭巾 猿地蔵   他４話 69 幼児～小学生 水沢本館 

2 日本の昔ばなし 浦島太郎 金太郎 力太郎 うぐいすの里 大工と鬼六          他４話 69 幼児～小学生 一関分館 

3 日本の昔ばなし こぶとり爺さん たにし長者 魚女房 ほら吹き娘 熊と狐 無精くらべ   他３話 69 幼児～小学生 江刺分館 

4 日本の昔ばなし ぶんぶく茶釜 三年寝太郎 鼻たれこぞう 最後の嘘 食わず女房    他４話 69 幼児～小学生 千厩分館 

5 日本の昔ばなし 織姫と彦星 闇夜にカラス 髪そり狐 そそうの相九郎 オンバの皮    他４話 69 幼児～小学生 水沢本館 

6 日本の昔ばなし わらしべ長者 天の羽衣 こんにゃく問答 絵姿女房 おいてけ堀     他４話 69 幼児～小学生 一関分館 

7 日本の昔ばなし かぐや姫 まんじゅうこわい うばすて山 海幸彦と山幸彦 鬼の妹     他４話 69 幼児～小学生 江刺分館 

8 日本の昔ばなし 三つの斧 猿の婿どの 天狗と盗人 屁ひり嫁 ねずみの婿取り      他４話 69 幼児～小学生 千厩分館 

9 日本の昔ばなし 天狗の隠れみの 鬼婆さんが仲人 きき耳ずきん たのきゅう        他５話 69 幼児～小学生 水沢本館 

10 日本の昔ばなし 鶴の恩返し 宝ひょうたん 若返りの水 猫女房 ごんぞう虫         他４話 69 幼児～小学生 一関分館 

11 日本の昔ばなし 因幡の白兎 嫁の坊主頭 三枚のお札 炭焼き長者 金のなる木    他４話 69 幼児～小学生 江刺分館 

12 日本の昔ばなし 大江山の鬼退治 貧乏神 山梨とり ムカデの医者むかえ         他５話 69 幼児～小学生 千厩分館 

13 日本の昔ばなし 桃太郎 桃太郎 十二支のはなし 大蛇と狩人 天福地福 茗荷女房  他３話 69 幼児～小学生 水沢本館 

14 日本の昔ばなし 町のねずみと田舎のねずみ おしらさま うさぎとカメ 蛇息子       他５話 69 幼児～小学生 一関分館 

15 日本の昔ばなし 笠地蔵 塩ふき臼 大年の客 風の神と子供たち 漆の兄弟       他４話 69 幼児～小学生 江刺分館 

16 日本の昔ばなし 一足千里のわらじ 月日のたつのは早い 尻鳴りべら 星の火      他５話 69 幼児～小学生 千厩分館 

17 日本の昔ばなし ヤマタノオロチ サトリ女と桶屋 匂いのお返し 闇を裂く雄叫び      他２話 46 幼児～小学生 水沢本館 

18 ノンタン コロコロことばいえるかな？ なかよくクッキー あっぷっぷすもう ゆきあそび    他６話 32 幼児～小学生 一関分館 

19 ノンタン だいすきＡＢＣ シャカシャカかきごおり げんきげんき のこしちゃダメダメ       他６話 31 幼児～小学生 江刺分館 

20 ノンタン まいごはだ～れ？ まねっこタータン あかいはっぱきいろいはっぱ         他７話 31 幼児～小学生 千厩分館 

21 ノンタン はみがきしゅこしゅこ とびだせイングリッシュ おふろでちゃぷちゃぷ         他７話 30 幼児～小学生 水沢本館 

22 ノンタン うたおうクリスマス 「赤鼻のトナカイ」 「」サンタが町にやってくる」          他６曲 32 幼児～小学生 一関分館 

23 チップとデール（ディズニー） リスの朝ごはん リスの冬支度 リスのオモチャ合戦      他５話 56 幼児～小学生 江刺分館 

24 紅ばら・白ばら （グリム童話） 35 幼児～小学生 千厩分館 

25 百目のあずきとぎ  ブルッとこわい！オバケの話・・・日本のおばけ話シリーズ  15 幼児～小学生 水沢本館 

26 アニメ童話「青いとり」とクリスマスソング 「ジングルベル」 「きよしこの夜」「もみの木」    他２曲 30 幼児～小学生 一関分館 

27 ディズニー名作アニメ みにくいアヒルの子 ノアの箱舟 かしこいメンドリ 森の音楽祭   他４話 64 幼児～小学生 江刺分館 

28 ひとりぼっちはいやだよね ～みんなでなくそういじめ～ 20 小学生～一般 千厩分館 

29 ズッコケ三人組のこうつうあんぜん いつもあんぜんかくにんの巻 12 小学生～一般 水沢本館 

30 たんぽぽの金メダル 「不撓不屈」の精神力がテーマ 武田鉄矢原作 20 小学生～一般 一関分館 

31 危険から身を守ろう！ 近所にある危ない場所 川やため池、工事現場など 12 小学生～一般 江刺分館 

32 危険から身を守ろう！パソコンやスマホを使うとき 架空詐欺や個人情報の漏えい問題等 16 小学生～一般 千厩分館 

33 戦場ぬ童 （いくさばぬわらび） 26 中学生～一般 水沢本館 

34 聲の形 「このマンガがすごい！2015」オトコ編第1位が原作のドラマ 30 中学生～一般 一関分館 

35 Ｇｉｖｅ ａｎｄ Ｇｏ ギブ アンド ゴー ～心の触れ合いをバスケットを通じて描く青春ストーリー～ 70 中学生～一般 江刺分館 

36 思いやりが命を救う ～いじめゼロを願って～ 20 中学生～一般 千厩分館 

37 知ってよかった応急手当 ～災害・事故・急病を救う～ ガイドライン 2010対応 20 中学生～一般 水沢本館 

38 そのクリックは危険です！ 被害にあった１０代２０代の若者たち １８ 中学生～一般 一関分館 

39 ドライブレコーダーは見た！あなたの乗り方大丈夫！？ ～中学生の自転車交通ルール～ 16 中学生～一般 江刺分館 

40 サクラサク 薄れゆく父の記憶を探す旅へー  さだまさしの珠玉の名作 107 中学生～一般 千厩分館 

41 マララ ～教育を求めて戦う少女～ 50 中学生～一般 水沢本館 

42 いわさきちひろ ２７歳の旅立ち 壮絶な半生が伝える、感動のメッセージ。 96 中学生～一般 一関分館 

43 深刻化する気象災害 ～どう身を守る？ どう備える？～ 25 中学生～一般 江刺分館 

44 幼い命を守れ！ どう教える「避難の方法」 幼稚園、保育所の防災対策 26 幼・保育関係 千厩分館 

45 東北落語ボランティア落語ツアー ２０１２年３月、５日間１２会場を笑いの渦に巻き込んだ落語 84 一般～高齢者 水沢本館 

46 林家たい平の高齢ドライバーの交通安全 （改正道路交通法準拠） 21 一般～高齢者 水沢本館 

今年度試写会にて協議会推進委員によって下記の教材が選定されました。選定されたＤＶＤ４６本を購入 

しましたのでご紹介します。ご利用をお待ちしています。 



 


