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＜上 簡単操作のＤＶＤプロジェクター＞ 

＜下 16 ミリ映写機＞                                    

        

 

 

 

 

 
 

（ ※ 高齢者関係の利用が増加しています。他にもいろいろありますので、お気軽にご相談ください。 12番以外は全てＤＶＤ教材です。） 

 題              名 時間（分） 所蔵館 

1 阿藤快のあっと撃退！ 悪質商法 ２２ 水沢本館 

2 綾小路きみまろ爆笑！ライブ名演集 （他に３巻あります） ６２ 水沢本館 

3 愛しいとしの花子さん（ドラマ） ３３ 水沢本館 

4 映像で振り返る僕らの昭和 スポーツ／文化 １４０ 一関分館 

5 検証 急増する高齢者の熱中症 １９ 千厩分館 

6 高齢者のための食生活と栄養 ３５ 一関分館 

7 高齢者は食べ盛り 正しい知識で老化を防ぐ ３６ 水沢本館 

8 三遊亭小遊三の落語 （他に２巻あります） ３１ 水沢本館 

9 昭和３０年代の生活と文化 東北編 ３１ 江刺分館 

10 遠野語りべ 生部家ミヤ 他に４枚収録 （５枚セット） ７０ 水沢本館 

11 日本の声・日本の民謡 ３０ 千厩分館 

12 ホームスィートホーム（ビデオのみ） １１３ 水沢本館 

13 水戸黄門シリーズ 岩手版（４話収録）（他に１３巻あります） １８４ 水沢本館 

14 むかしのくらし（金ヶ崎町） ３４ 水沢本館 

＜大型スタンドスクリーン＞ 

 (１,９８７×１,４９０) 

 

当ライブラリーで

はフィルムやビデオ、

ＤＶＤなどの教材の

貸出しのほかに多種

視聴覚機器を無料貸

出ししています。 

なお、視聴覚機器だ

けの貸出しはしてお

りませんので、必ず教

材貸出しと一緒のご

活用をお願いします。 

 

他にビデオプロジェクター、スラ

イド映写機、８ミリ映写機、スピー

カー、布スクリーン、暗幕など、い

ろいろな視聴覚機器を取り揃えて

います。           

裏 面  
１６ミリ映写機は操作技術講習会終了証をお持ち

の方が操作してください。 



  平成２８年度購入教材のご紹介   

 
題                名 時間（分） 対  象 所蔵館 

1 からすのパンやさん ／ どろぼうがっこう ４０ 幼児～小学生 水沢本館 

2 ぼくは王さま 他 ４話収録 40 幼児～小学生 一関分館 

3 きもだめしのばん 15 幼児～小学生 江刺分館 

4 のっぺらぼう 15 幼児～小学生 千厩分館 

5 ディズニー名作アニメ 赤ずきんちゃん 他７話収録 63 幼児～小学生 水沢本館 

6 ディズニー名作アニメ アリとキリギリス 他７話収録 64 幼児～小学生 一関分館 

7 ディズニー名作アニメ うさぎとかめ   他７話収録 70 幼児～小学生 江刺分館 

8 ディズニー名作アニメ フィガロとクレオ 他７話収録 75 幼児～小学生 千厩分館 

9 ディズニー名作アニメ 青い自動車   他７話収録 78 幼児～小学生 水沢本館 

10 忍者玉丸 ルールを守って交通安全！！ の巻 12 幼児～小学生 一関分館 

11  もしものときにできること 自然災害編 地震・津波 32 幼児～小学生 江刺分館 

12 ごんぎつね        （新見南吉作品） 20 小学生～一般 千厩分館 

13 やまなし          （宮沢賢治作品） 12 小学生～一般 水沢本館 

14 大造じいさんとガン    （椋鳩十作品） 20 小学生～一般 一関分館 

15 くじらぐも          （中川季枝子作品） 11 小学生～一般 江刺分館 

16 うしろのせきのオチアイくん 他 ２話収録 46 小学生～一般 千厩分館 

17 ガラスのうさぎ 83 小学生～一般 水沢本館 

18 障害のある子 障害のない子 違いを認めて助け合う 18 小学生～一般 一関分館 

19 気象災害から身を守ろう！ 台風・大雨・落雷・土砂災害・竜巻 19 小学生～一般 江刺分館 

20 みんなの情報モラル「アニメーションで学ぶ！ネット社会のルールとマナー」 43 小学生～一般 千厩分館 

21 スマホの安全な使い方教室 23 中学生～一般 水沢本館 

22 中学生の命と心を守る性教育シリーズ 考えよう！ 私の性みんなの性 20 中学生～一般 一関分館 

23 中学生の命と心を守る性教育シリーズ 対等な恋愛関係って？ 20 中学生～一般 江刺分館 

24 中学生の命と心を守る性教育シリーズ 防ごう！ 性のトラブル 20 中学生～一般 千厩分館 

25 秋桜の咲く日 34 中学生～一般 水沢本館 

26 わっかカフェへようこそ 35 中学生～一般 一関分館 

27 あぶあぶあの奇跡 114 中学生～一般 江刺分館 

28 ある認定こども園の挑戦 環境がはぐくむ健やかな子どもの育ち 90 幼・保育関係者 千厩分館 

29 童謡・唱歌・世界の名曲 17 幼児～高齢者 水沢本館 

30 林家木久扇・木久蔵の高齢者を狙う詐欺・悪質商法 30 一般～高齢者 水沢本館 

31 三遊亭楽太郎 十八番 藪入り おばけ長屋 61 一般～高齢者 水沢本館 

      

 

      問い合わせ・申し込みなどは、 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。         

mailto:kennan1@cameo.plala.or.jp



