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  平成３０年度 新購入教材の紹介   

 題   名  時間 対 象 所有館 

1 ハローキティといっしょ がまんできるよ   ４話収録 40 幼児～小学生 水沢本館 

2 狼森とざる森、ぬすと森 19 幼児～小学生 一関分館 

3 おじゃる丸ちっちゃいものの大きなちから 11 幼児～小学生 江刺分館 

4 三太郎とかぐや姫の交通安全 14 幼児～小学生 千厩分館 

5 忍たま乱太郎のがんばるしかないさ ３話収録 30 幼児～小学生 水沢本館 

6 さかなたちのふしぎ 30 幼児～小学生 一関分館 

7 みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話⑦かぐや姫 他２話 24 幼児～小学生 江刺分館 

8 みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話⑤ジャックと豆の木 他２話 34 幼児～小学生 千厩分館 

下記の教材は今年度の協議会推進委員による試写会にて選定されたものに、日頃利用者皆様からのご要望が多かっ

たものを加えました。「平成30 年度購入視聴覚教材目録」と併せてご利用ください。 

情操教育・社会教育・各種研修会などに広くご活用ください。（№9～裏面につづく→） 

平成最後の年が明け、間もなく３月。厳寒の冬も春までもうあと少しですね。今年度に引き続き、来年度も、視

聴覚教育のさらなる発展のためにこれからも一層の努力をしてまいりますので、これまで通りのご支援とご協力を

よろしくお願い致します。 

平成30年版視聴覚教材目録を作成中です。間もなく一関市・奥州市・金ケ崎町・平泉町の幼保育園・小学校・

 

1. トップ画面のしおり模様の「視聴覚教材目録検索」

バナーをクリック 

2.「視聴覚教材目録検索」画面が表示されます。 

※「使い方」にそって検索可能です。 

使い方は簡単です。「データ抽出」欄にて①対象（幼

児・小学生・中学生・一般・全般など）②所有館

（水沢本館・江刺分館・一関分館・千厩分館）③

種類（フィルム・ビデオ・ＤＶＤ）を選択し、「抽

出」ボタンを押します。また、探している作品の

タイトルがわかっていれば、「キーワード検索」欄

に、タイトルのキーワードを入力し「検索」ボタ

ンを押します。ご活用ください！ 

平成最後の年が明け、間もなく３月。厳寒の日々ですが、春までもうあと少しですね。今年度に引き続き、来

年度も、視聴覚教育のさらなる発展のためにこれからも一層の努力をしてまいりますので、これまで通りのご支

援とご協力をよろしくお願い致します。 

平成30年版視聴覚教材目録を作成中です。間もなく一関市・奥州市・金ケ崎町・平泉町の幼保育園・小学校・

中学校・高等学校・関係社会教育機関に配布予定です。今年度は、日頃利用者の皆さんからご要望頂いた内容の

作品も購入していますのでぜひ、ご利用下さい！また、各種研修会等でも利用可能な教材等も今後取り入れてい

けたらと考えています。たくさんのご利用をお待ちしています！！ 

＜問い合わせ先＞水沢本館 ☎ 0197-23-3511 江刺分館 ☎ 0197-35-2111（内線661） 

一関分館 ☎ 0191-21-2147 千厩分館 ☎ 0191-51-1122 

 

 
！！ＮＥＷＳ！！ 

当ライブラリーのホームページから、視聴覚教材目録デー

タの検索が可能になりました！！ 

現在印刷中です 



9 ズッコケ三人組のぼうさい教室 地しんから身を守ろうの巻 14 幼児～小学生 水沢本館 

10 アンディパンダ＆ウッドペッカー  64 幼児～小学生 一関分館 

11 キャスパー   ～ゆかいなオバケのおともだち！～ 50 幼児～小学生 江刺分館 

12 ジャングル大帝 ⑤故郷 24 幼児～小学生 千厩分館 

13 ジャングル大帝 ⑤故郷    （バリアフリー版） 24 幼児～小学生 水沢本館 

14 ぞくぞくむらのオバケたち② ちびっこオバケグー・スー・ピー  他１話 40 幼児～小学生 一関分館 

15 チップとデール ～リスの山小屋合戦～ ８話収録 56 幼児～小学生 江刺分館 

16 トムとジェリー  ～星空の音楽会～ ８話収録 60 幼児～小学生 千厩分館 

17 ミッキーマウス ～ミッキーのゴルフ～ ８話収録 52 幼児～小学生 水沢本館 

18 災害ケーススタディ とっさの判断！君ならどうする？ 87 小学生～一般 一関分館 

19 知って防ごう熱中症  【児童向け】 18 小学生～一般 江刺分館 

20 やさしいオオカミ 15 小学生～一般 千厩分館 

21 ４か国語を学ぶバイリンガル知育ソフト世界名作童話集④ふしぎの国のアリス他２話 45 小学生～一般 水沢本館 

22 学校生活を快適に過ごすためのルール ～メンタルヘルスへのアプローチ～ 22 小学生～一般 一関分館 

23 ズッコケロボの自転車の交通安全 16 小学生～一般 江刺分館 

24 バイリンガル世界の童話 青いとり (THE BLUE BIRD) 20 小学生～一般 千厩分館 

25 季節をさがしに！学びかた発見！春夏秋冬 60 小学生～一般 水沢本館 

26 涙に浮かぶ記憶～戦争を次世代へ伝えて～ 28 中学生～一般 一関分館 

27 食品の表示と安全を学ぼう！～科学的に考える力を身につける～ 25 中学生～一般 江刺分館 

28 ハルをさがして 93 中学生～一般 千厩分館 

29 インターネットと個人情報～自分自身を守るポイント～ 20 中学生～一般 水沢本館 

30 スポーツ事故を防ぐ 今日も熱中症ゼロへ！ 20 中学生～一般 一関分館 

31 スマホ依存 12 中学生～一般 江刺分館 

32 見過ごしてしまった危険 ～ストーカー対策のポイント～【女性向け】 23 中学生～一般 千厩分館 

33 綾小路きみまろ爆笑！最新ライブベストセレクション① 73 中学生～一般 水沢本館 

34 二宮金次郎物語 115 一般～高齢者 一関分館 

35 名作日本映画 東京物語 136 一般～高齢者 江刺分館 

36 天王寺おばあちゃんゾウ 春子最後の夏 99 一般～高齢者 千厩分館 

37 運転免許返上！あなたは運転をいつやめますか？ 17 一般～高齢者 水沢本館 

38 土と育つ子どもたち～自由学園初等部日々の生活と学びの記録～ 54 一般～高齢者 一関分館 

39 ザ・ニュースペーパーライブ２０１５ 184 一般～高齢者 江刺分館 

40 あなたのそばに危険が…テロから身を守る心がまえ 24 一般～高齢者 千厩分館 

41 ※あの日ーこの校舎で ー五十年前に被爆したナガサキの記憶ー 30 一般～高齢者 水沢本館 

42 映像で振り返る 僕らの昭和 ①政治編 104 一般～高齢者 一関分館 

43 映像で振り返る 僕らの昭和 ②経済/産業編  102 一般～高齢者 江刺分館 

44 映像で振り返る 僕らの昭和 ③社会風俗/事件編 138 一般～高齢者 千厩分館 

45 映像で振り返る 僕らの昭和 ④女性/ニューファミリーの時代編 110 一般～高齢者 水沢本館 

46 映像で振り返る 僕らの昭和 ⑤環境問題編 119 一般～高齢者 一関分館 

47 ※The A-bomb ヒロシマで何が起こったか 46 一般～高齢者 江刺分館 

48 カサブランカ （Casablanca） 102 一般～高齢者 千厩分館 

49 風と共に去りぬ  (GONE WITH THE WIND) 212 一般～高齢者 水沢本館 

50 
地震！津波！火災！災害時、ドライバーはどう生き残るか～忘れない！東日本大震災が教えてくれ

たこと～ 
28 一般～高齢者 一関分館 

51 水害発生その時！！～命を守る日頃の備え～ 22 一般～高齢者 江刺分館 

52 ※広島原爆魂の撮影メモ～映画カメラマン鈴木喜代治の記した広島～ 29 一般～高齢者 千厩分館 

53 ファン＆ファンシーフリー （Fun and Fancy Free） 73 一般～高齢者 水沢本館 

54 メイク・マイン・ミュージック  （Make Mine Music） 67 一般～高齢者 一関分館 

   ※№41・47・52の3 作品は、原子爆弾投下後の様子等、当時の貴重なフィルム映像を元にしているため一部視聴に注意が必要な

場面が流れます。中学生以下の視聴は避けた方がよいかと思われます。上映代表者の方に確認の上、上映を決めてください。      

 

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


