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ご存知でしたか？  
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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                          

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

            
各分館以外にも 

・金ケ崎町中央生涯教育センター    
（電話☎０１９７-４４-３１２３） 

・平泉町立平泉図書館 
     （電話☎０１９１－４６－５４５５） 

の２施設でも利用ができます。 
※教材（※ＤＶＤ・ビデオ・１６ミリフィルムのみ。上

映に使用する機器類は不可）の「受取・返却」が可能で 
す。 
 最近では特に高齢者団体の皆様の利用が増えている

現状にも沿うため、２町の皆様にも利用しやすい場を設

けていただき、Ｈ２９年の１１月から利用できるように

なっております。 
① なお、利用申込は、今までどおり、水沢本館・江

刺分館・一関分館・千厩分館のいずれかお近くの

ライブラリーへお願い致します。 
② 視聴覚機器（ＤＶＤプロジェクター・１６ミリ映

写機・ＤＶＤ+ビデオ一体型プロジェクター・ス

ライド映写機・ロングプレイユニット・スクリー

ン・暗幕）受取返却については今までどおり、水

沢本館・江刺分館・一関分館・千厩分館まで直接

出向いていただきますようお願いします。 
※お問合せは、 
下記ライブラリー事務局（直通０１９７-２３-３
５１１）までお願い致します。 
 

 

岩手県南第一地域視聴覚教育協議会（岩手県南第一

ライブラリー）は、岩手県南広域４地区（一関市・

奥州市・金ヶ崎町・平泉町）から成り立ち、ＤＶＤ・

ビデオ・１６ミリフィルムなどの視聴覚教材と多種

視聴覚機器（１６ミリ映写機・ＤＶＤプロジェクタ

ー・スライド映写機・ロングプレイユニットという

岩手県内で唯一当ライブラリーだけが所有してい

る、長編映画上映用映写機・スクリーン・暗幕等）

を、全て無料で貸出（営利団体を除く）しています。 
   
！！注意！！ 
全ての著作物（映像含む）は、著作権法により守ら

れています。当ライブラリーが貸出している視聴覚

教材は全て著作権法をクリアしているので安心で

す。 

���利用方法��� 

申込み）利用の一週間前までにお申込み下さい。 
     なお、予約は１ケ月前から受付ます。 
     電話・メール・直接来館も可。 

<Email：kennan1@cameo.plala.or.jp＞ 
貸 出） 利用日の前日までにライブラリー事務局

または関係施設に受取に来て下さい。 
返  却） 利用した翌日にライブラリー事務局また

は関係各施設にお返し下さい。 
期  間） 原則として一週間です。 
報告書） 利用後に必ず「視聴覚利用申込書兼報告

書」をご提出下さい。 
      ※報告書は貸出時に教材と一緒にお渡し 
       します。 
料  金） ＤＶＤ・ビデオ・１６ミリフィルム・機

材の利用料はすべて無料です。 
取扱い）１６ミリフィルム利用の場合は、「１６ミ

リ映写機操作技術講習会修了証」をお持ち

の方が操作して下さい。 
講習会）１６ミリ映写機操作技術講習会は随時開催

します。次回は１２/４（金）一関地区合

同庁舎で行います。詳細は別欄の欄内をご

覧いただくか事務局までお問合せ下さい。          

 
 

 ライブラリーってどんなところ？ 

 
教材の貸出申込後の「受取・返却」は、 

金ケ崎町・平泉町でも可能です♬♪����         

mailto:kennan1@cameo.plala.or.jp
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t l i令和元年度購入教材の紹介 = j=

令和元年度の協議会推進委員による試曼創章 された調郡南です。こヨ丁ドさ(′ ヽ (a Q 15の教囲こ力 てヽ|よ バリアフリ‐→板もごさいます。)

【16ミリ映石場額副乍披凛欝青琶礎覇暑催のご案内】
網匡 旨】 16ミ リ映写朧翁桑1綱こ必要な知識、技術の修得を図るとともに、16ミリ映画フィルムの適正な管理と効果的な

活用|をコ:乙

観野 日】 2020年 12月4日 (0 '午前10時 30先ンヽノロ螢4時30分予定

除 易  一関地区:含同庁舎3階 大会議室 (■関プ血卸

『

み5)

骸]象】 学校教育及び社会教育関係者、PTA関係者抽こЛコ卿應莞教育教材を教育尭勘 |こ利用しようとする18歳以上の応

【経 費】 テキスト代 250円  (当日受付にて)

飾影錯ヨ 筆記用具に 消しゴム響、日鑑|(申請書麺L蛭獅愚為豚ずご時参ヽぎ′ゆ

【申込先】 一関市教育憂義急 平泉町教育委員会、奥州市教育委員a金 ケ崎町教育ヨ乳象 岩手県南第一地域視聴覚教育協議会

4月より事務局書記として勤務しておりきす尾形 泉と申します。

まだまだ不慣れではありますがこれから頑張りますので、どうそ宜し<お願いいたします。

たくさんの皆様のご利用を笑顔でお待ちしております。

教  材  名 対  象 時 間 所 蔵 館

ある認定子ども園の挑戦2育ちあう保育 (子ども・親・保育者) 幼児～ノ」V学生 85 水沢本館

2 ある認定子ども園の挑戦3創 る織りなす保育・都市部でのこころみ 幼児～′11学生 88 一関分館

3 フランダースの大 幼児～小学生 ∈受5 江刺分館

4 子どもの脳・身体・心め嗜つ生活リズム 幼児～ノ」呼 :生 41 千厩分館

5 双子の星 (宮澤賢治原作アニメシリーズ) 幼月～ノ」Y学生 26 21C尺本館

6 おおきなかぶ 幼児～′」ヽ学生 21 一関分館

7 こぎつねの交通安全 幼児～′」V学生 16 )疎聡 館

8 がんばれスイミー 幼月～′」V学生 26 千厩分館

9 うしわかまるのじしんとかじからじSんをまもる ! 幼児～′」Y学生 10 水沢本館

10 瓜つこ姫とアマンジャク 幼児～′」ゞ学生 19 ―関分館

11 でんじろう先生のはぴエネ !1巻 ′」t弟生r―般 38 江刺分館

12 でんじろう先生のはぴエネ !2巻 層t学生γ一般 〔8 千厩分館

13 でんじろう先生のはぴエネ !3巻 」専生～―一般 ∈8 zlぐ尺本館

14 でんじろう先生のはぴエネ !4巻 ′」t学生γ一般 ∈B 一関分館

15 カワウソ親子の冒険 」畔生
～
―一般 19 江刺分館

16 小学校理科D∨D5軍C流れる水のはたらき「1」 」嗜生γ―一般 19 千厩分館

17 100ばんめのサル 」畔生
`ヽ

ター般 17 水尺,相館

18 見えないところで起きるトラブル V́ネットの危険性を考えよう～ 小学生γ一般 17 一関分|1館

19 日本の神話 天の岩戸 小学生
～

―般 15 江刺分館

20 いじめ～一歩ふみ出す勇気～ 中学生,一般 千厩分館

21 みんなの情報モラル4ア ニメで学ぶスマホにか<れた闇 中学生
～
―般 19 水沢本館

22 子供防犯スクール ネットeSNSトラブル編 中学生|～―般 25 一関分館

23 「知らなかつた」ではすまされない中学生。高校生のための自転車交通ルール 中学生～一般 江□束」籍 官

24 認知症つて、なんですか? 中学生
～
一般 14 干厩分館

25 海上保安官が見た巨大津波と東日本復興支援 中学生γ一般 118 zlぐ尺本館

26 ドラッグの悲劇 中学生
～
一般 19 ―関分館

27 アンダンテ～稲の旋律～ ―一般～高齢者 107 )錬聡館

28 あの日の写‐真館  岩手県 一般～高齢者 30 千厩分館

29 夜撼夢殺冠た規副こ1暉< 一般～高齢者 CXD 水尺本館

30 風のように ―般～高齢者 42 一関分館

31 無意識の偏見が招<パワーハラスメント ―般～高齢者 19 )疎聡館

32 どうして盗まれる?個人情報 一般～高齢者 24 千厩分館

33 エアフォースワン 一般～高齢者 EX3 水沢本館

34 共に働<ための合理的配慮 一般～高齢者 24 一関分館

35 名作日本映画 晩春 一般～高齢者 108 江刺分館

36 名作洋画 □―マの体日 一般～高齢者 118 千厩分館
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