平成２１年度
「群馬の視聴覚教育」（第４４号）

群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会
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巻

頭

『群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会の新しい取組』
群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会長

濱田

陽一

群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会機関誌である「群馬の視聴覚教育」は、平成21年
度作成の第44号から、近年の予算削減のため、従来の印刷による発行をデジタル化による
インターネット配信にすることとなりました。また、この配信を契機として、以前の発行
物につきましても計画的にデジタル化を進め、群馬の視聴覚教育の歩みを関係者をはじめ、
広く県民の方々にも周知広報していきたいと考えています。
さらに、21年度の新たな取組として、情報通信機器の高機能化への対応や貴重な１６㎜
フィルム作品を映写できる人材を育成することの重要性を考慮して、視聴覚教育メディア
研修カリキュラムＡを協議会主催で実施しました。今年度は、カリキュラムＡ修了者６人、
１６㎜フィルム映写操作技術認定者１３人の養成に寄与するとともに、次の段階であるカ
リキュラムＢに繋がる指導者養成の一助となったと考えております。
なお、協議会主催の群馬県自作視聴覚ソフトコンクールも関係各位御協力のもと、無事
終了することができました。このコンクールは、制作者が日常的に高機能化された機器の
操作を学習し、その成果を発表する意義ある場と感じております。
今後も、本連絡協議会加盟団体が連携・協力して、地域の視聴覚教育の推進に貢献でき
るよう取組みたいと思います。

『御挨拶』
群馬県教育委員会生涯学習課長

大矢

一

群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会の皆様には、平素より視聴覚教育の推進のため
に御尽力をいただき、心から感謝申し上げます。
貴協議会が開催する「群馬県自作視聴覚ソフトコンクール」は、21年度で35回を数え、
視聴覚教材の自作活動の推進や作成技術の向上に貢献していることは、昨年度の県教育長
賞受賞作品や協議会長賞作品が全国規模のコンクールで賞を受けていることからも、裏付
けられています。また、コンクール応募による貴重な視聴覚教材は、各ライブラリーに蓄
積され活用されることも、大きな成果となっています。
視聴覚教育は、「ぐんま天文台」や「ぐんま昆虫の森」などでの本物体験のきっかけづ
くりとして大変有効です。視聴覚教育では、映像、音声及び動画等により、疑似体験を
したり、物の変化の過程を観察したり、言葉では表現が難しいものを分かりやすくし
たり、事実への補足説明を行ったり、視聴者へメッセージを送ったりすることができ
ます。例えば「群馬県生涯学習センター少年科学館」では、自作プラネタリウム番組によ
り、天文現象を再現して宇宙への関心を芽生えさせ、実際の星空観察に繫がっていきます。
視聴覚教育によって興味が増し基礎知識を持った上での実体験は、より豊かなものとな
り、本物から視聴覚教育に帰って更に学習を重ねるという、スパイラル的な学習が進めら
れれば、学びのかたちとして理想的なものとなります。
今後とも関係者の皆様の御理解と御協力をいただき、視聴覚教育の振興に努めてまいり
ます。
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視聴覚センター・ライブラリー等の活動紹介
◇群馬県視聴覚センター
１

はじめに
県視聴覚センターは、本県の視聴覚教育推進の中核的役割を担うため、１９８７（昭和

６２）年１０月、群馬県生涯学習センター内に設置された。視聴覚教育に関する指導・助
言、研修、教材作成、情報提供等を行うとともに、視聴覚教材とその利用や制作のための
機材を整備し、学校や社会教育機関等の利用に供している。
２

活動概要

①実施事業（平成２１年度実績）
・視聴覚教育メディア研修カリキュラムＢ（８月１８・１９・２０日実施）
地域や学校の情報教育・視聴覚教育を推進するための中核的指導者を養成する講座で、
本年度は６名が受講し、３名が全日程を修了した。
・マルチメディア講座（６月１７・２５・２６日実施）
学校教育・社会教育関係者、行政関係者を対象に、ホーム
ページ作成の知識や技能を身に付ける研修を実施した。
・地域ＩＣＴリーダー養成講座（１０月３１日、１１月７・１４日実施）
インターネットを活用した新しい地域づくりや地域の活性化を考えている県民を対象と
して、ホームページ作成の知識や技能を身に付ける研修を実施した。
・ぐんま親子映画会（７月２８・２９日、８月８・２２日、１０月２８日実施）
県民の本県への関心を高めるとともに、子どもの健全育成、家庭教育の充実を図ること
を目的として、当センターが所蔵する本県の文化・歴史・自然等に関する映画及びアニメ
映画を親子で楽しむ映画会を年５回実施した。
②貸出業務
・主な教材保有数（平成２２年１月３１日現在）
館外 １６ミリフィルム
２，０００本 館内 ビデオ教材
３，３７０本
貸出 ビデオ教材
４，０３５本 貸出 ＤＶＤ
２９６枚
可能 ＤＶＤ
１４１枚 のみ ＣＤ
１，１９３枚
教材 パソコンソフト
１２８組 教材 ＬＤ
４１７枚
・主な教材・機材の館外貸出状況（平成２１年４月１日～平成２２年１月３１日）
16ﾐﾘﾌｨﾙﾑ
ﾋﾞﾃﾞｵ
DVD
16ﾐﾘ映写機 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
ｽｸﾘｰﾝ
ﾉｰﾄ PC
２７点
１３０点
３７点
１６件
１１９件
２０件
１４９件
３

その他

・視聴覚センター資料選定
利用者のニーズの高い人権や道徳、環境教育等に関する教材を中心に選定し、ＤＶＤ教
材を１１作品購入した。（購入作品詳細は、県視聴覚センター HP をご覧ください）
・教育メディアの整備
本年度、ユニット型電子黒板を１台購入した。液晶プロジェクターとスクリーンがあれ
ばどこでも使用可能なので、主催講座等での利用を促進していきたい。
また、視聴覚ボランティアの協力により、資料的価値の高い県制作１６ミリフィルムの
デジタル化を継続している。現在３００を超えるフィルムがＤＶＤで視聴可能となった。
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◇群馬県高等学校視聴覚ライブラリー
本ライブラリーは優良な視聴覚教材を収蔵し、県内各高等学校の要請に応じて貸し出し
を行い、視聴覚教育の発展に寄与することを目的としている。昭和４１年より現在の規約
に基づき活動しており、県立高崎女子高等学校内に事務局が、県立太田高等学校内に分室
が設置されている。
現在、本ライブラリーでは１,９８５本の視聴覚教材（ＤＶＤ６０５枚、ビデオ９６０
本、１６ミリフィルム４２０本）を所有しており、今年度前期においては７０枚のＤＶＤ
教材と１本のビデオ教材（「 プロフェッショナル 仕事の流儀 第Ⅴ期 」、「おくりびと 」、
「NHK 歴史紀行ドキュメンタリー 司馬遼太郎と城を歩く」など）を、後期においては
６７枚のＤＶＤ教材と２本のビデオ教材（「あしたをつかめ 平成若者仕事図鑑 第４期」、
「緊急レポート！ドラッグの罠 蔓延する MDMA」、「火垂るの墓(実写版)」、「でんじろう
先生の日曜実験室 ラブラボ！」など）を新規購入した。新規購入の教材を選定するにあ
たっては、取り扱いと保管スペースを考え、ＤＶＤが選択できる場合はＤＶＤの教材を揃
えていくこととしている。
貸し出し状況については、２月までに１０４本の教材を貸し出し、のべ１１２回の使用
回数であった。また、ポータブルＤＶＤプレーヤーの貸し出しも行っている。
教材リストについては、インターネットのホームページでの掲載も行っている。今後と
も所有している教材の利用促進に努めていきたい。
◇群馬県工業教育メディア視聴覚委員会
群馬県工業教育メディア視聴覚委員会は、時代の進展に対応した視聴覚教育、工業教育
及び生徒の学習活動の充実・振興に寄与することを目的とし、県内の工業高校及び工業科
設置高校（１１校）で構成されている。主な活動内容は、工業教育に関する視聴覚教材の
整備と加盟校への視聴覚教材の貸出である。
現在、本会の視聴覚教材は６０５本（本年度購入分含む）を所有しており、今年度につ
いては２６本のＤＶＤ教材を新規に購入し、加盟各校へ新規購入ビデオを巡回ビデオとし
て貸出をおこなった。昨年度から実施している宅配業者による配送（貸出・返却）につい
て、費用面を事務局負担としたことで利用校への便宜を図っている。またホームページへ
のライブラリー一覧の掲載や平成１８年
度から加盟校のサーバに検索用のデータ
を置くことで借りたいビデオやＤＶＤを
簡単に各加盟校で検索することを可能に
し、さらに貸出用専用のファックス用紙
も作成し多くの先生方に活用していただ
けるように環境も整備した。
本年度の教材の貸出実績は４８本（１２
月末現在）であった。
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◇前橋市視聴覚ライブラリー

本ライブラリーは、前橋市総合教育プラザ内にあり、学校及び社会教育団体等に対
する視聴覚教材・機材の貸出業務と、市民を対象とした主催事業が活動の柱となって
いる。さらに、そのための運営委員会や教材選定会議を開催している。
1

貸出業務
教材ではビデオテープや 16 ミリフィルム、ＤＶＤを千本余り保有し、教育の場で

活用されている。機材ではプロジェクターの貸出が最も多いが、ＤＶＤソフトと共に
ＤＶＤプレーヤーの貸出が増えている。 21 年度は、映像にマーカーでの書き込みと
消去が自在のマグネットスクリーンを購入した。
また 、「視聴覚教材目録」を作成した。昨年、富士見村との合併に伴い、勢多郡視
聴覚ライブラリーが所蔵していた教材の一部が移管されたこともあり、目録作成にあ
たり、索引や内容紹介などの文章を見直し、移管された教材の加筆をして発行した。
その他 、「視聴覚ライブラリーだより」を作成・発行し、利用の仕方や新着教材等を
紹介するなど、利用促進を図っている。
2

主催事業
「16 ミリ映写操作技術認定講習会」を実施。21 年度は 28 名が受講し、認定証を

交付した。
また、教育プラザ視聴覚研修室を会場に、年間を通し「映像コンサート」や「名作
映画劇場」を実施している。
◇高崎市視聴覚ライブラリー

１

はじめに

本ライブラリーは、昭和４７年に設立され、高崎市教育委員会社会教育課に事務局が置
かれている。１６ミリフィルムやビデオテープ、機材等の貸出しを行い、市内の学校や育
成会、公民館等の活動に利用されている。

２

教材・機材の保有状況 （平成２２年１月現在）

・１６ミリフィルム

７５２本

・ビデオテープ

・ＣＤ‐ＲＯＭ

１０５本

・プロジェクター

４台

９台

・スライド映写機

１台

・１６ミリ映写機

３

１４０８本

活動の状況

今年度の活動としては、高崎市視聴覚教育技術者連盟とともに、「視聴覚教育メディア
研修カリキュラムＡ」を実施し、初心者向けに「デジタルビデオ講習会」と「デジカメ編
集講習会」を実施した。また、たかさき子ども活動デーの一環として、市内の１７の交流
館においてライブラリーのフィルム・ビデオで巡回子ども映画会を行い、夏休みには中央
公民館において夏休み子ども映画会を実施した。作品
の選定にあたっては、市民・小中学校・幼稚園・保育
園（所）の代表による選定委員会で試写会を開いて選
定を実施している。
写真

デジカメ編集講習会
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◇桐生市視聴覚ライブラリー
１．はじめに
本ライブラリーは、桐生市立図書館内にあり、学校及び社会教育・団体等に対する視聴
覚教材・機材の貸出業務を行い、視聴覚教育の振興を図ることを目的として活動している。
２．教材と機材の保有・貸出状況
平成２１年度の保有教材は、１６ミリフィルム６０９本、ビデオ１，０４４本、
ＤＶＤ９１枚、ＣＤ－ＲＯＭ８５枚である。保有機材は、１６ミリ映写機４台、スライド
映写機１台、液晶プロジェクター２台、ＯＨＰ１台、ＤＶＤプレイヤー１台、ＶＨＳ一体
型ブルーレイディスク１台、デジタルカメラ１台、スクリーン６台である。
貸出状況は、教材１６ミリフィルム５６本、ビデオ９５本、ＤＶＤ７枚、機材１６ミリ
映写機１４件、液晶プロジェクター１６件、ＯＨＰ１件、スライド映写機２件、ＤＶＤプ
レイヤー他１７件、スクリーン１７件である。利用団体数は、１２５団体、利用者数１６，
３４０人という状況である。
※教育メディアの整備
本年度液晶プロジェクター１台（モバイルスクリーンＸ型８０インチ付１台）・ＶＨＳ
一体型ブルーレイディスク１台・デジタルカメラ１台を新規購入した。
３．今後について
本ライブラリーは昭和２０年代の郷土制作ビデオがあり、資料的価値があるため、ＶＨ
Ｓ一体型ブルーレイディスクの購入に至ったのでデジタル化する方向である。
◇伊勢崎市視聴覚教育センター
１

はじめに
伊勢崎市視聴覚教育センターは、昭和 43 年に市教育委員会に設置され、生涯学習課に

事務局を置いて、今日に至っている。
２

活動のようす
事務局では、県視聴覚センターと連携し関係団体等からの寄贈ビデオ・ＣＤなどの登録

を行っており、視聴覚機器やビデオテープ等のソフトの貸し出し業務については、市図書
館で行っている。
現在、生涯学習課では、学校・幼稚園・保育園（所）、図書館、公民館、市民ボランテ
ィア等と連携して、『読書の街いせさき』推進事業に取り組んでいる。「親子 20 分間読書
カード」の活用、
「読書サポーター」による「読み聞かせ交流会」と「読み聞かせライブ」、
集大成としての「いせさき読書まつり」等、多様な活動を展開している。
また、市内各地において、地区別人権学習会、人権問題学習講座等を実施している。数
多くの出席者を対象としているため、ビデオ視聴やパワーポイントによるプレゼン等、視
聴覚機器を効果的に活用することに努めている。
このように、伊勢崎は、『大人と子どもが学ぶ街』づくりを推進するために、視聴覚教
育の視点をより効果的に展開していきたいと考えている。
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◇太田市視聴覚教育ライブラリー
１．はじめに
当視聴覚教育ライブラリーは社会教育総合センター内（生涯学習文化課）に設置され、
貸出・返却の業務を行っている。
２．視聴覚教育の教材・機器保有数と貸出状況
教材は１６ミリフィルム１，１４２本、ビデオテープ１，２５４本、ＤＶＤ５９枚を保
有している。機器は１６ミリ映写機、手動 3 台、半自動３台計６台、プロジェクター、
２００インチ２台、３００インチ２台計４台、ビデオデッキ・一体型デッキ計５台、スク
リーン大２面、小１面等がある。
昨年の貸出件数は２２９件、教材３２１本、機器３３９台があり、教材は人権教育や情
操教育の貸出が多く、機器はプロジェクターの貸出が多かった。
３．最近の活動について
視聴覚教育の必要性、重要性を十分認識しより良い教材を揃えるため、フィルム選定委
員会を開催し、２０年度はビデオ・ＤＶＤ併せて１３本、機器はプロジェクターを購入し
た。現在でも要望の多い１６ミリ映写操作技術認定講習会を実施し、１５名の参加があっ
た。
４．今後について
太田市のホームページに教材・機器一覧が閲覧できるようになっているが、まだ多くの
市民に知られていないため、これからは広く周知し、市民の皆さんに利用しやすいように
していきたい。
◇館林市立図書館
1．はじめに
館林市視聴覚ライブラリーは昭和 31 年に発足し、昭和 49 年より館林市立図書館に事
務局がおかれるようになった。平成 17 年 6 月 29 日には、館林市視聴覚ライブラリーを
廃止し、館林市立図書館が業務を引き継いだが、それまでと同様、教材・機材の購入及び
貸出業務を中心に活動している。
2．視聴覚教材、機材の保有・貸出状況
平成 20 年度末で、16 ミリフィルムを約 630 本、ビデオテープを約 880 本、16 ミリ映
写機を 5 台、液晶プロジェクターを 3 台保有している。また、新たに DVD プレイヤーを
購入し、貸出を行っている。
教材の貸出ジャンル別では、人権教育や家庭教育に関するものの占める割合が高く、
近年、16 ミリフィルムの利用が減少し、ビデオテープの利用が大幅に増加している。し
かし、幼稚園・保育園では 16 ミリフィルムについて、ビデオテープにはない良さがある
ということで人気があるが、かなり傷んでいる資料もあり今後の活用については考えてい
かなければならない。
視聴覚ライブラリーはまだまだ知られていないところもあるので、積極的に広報を行
い、利用につなげていきたいと考えている。
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◇渋川市視聴覚ライブラリー
渋川市視聴覚ライブラリーは、学校教育や社会教育の振興を図ることを目的に、必要な
教材・機材の貸出を行っている。
１

教材・機材の購入と保有状況
今年度は、ビデオテープ１９本、ＤＶＤ８枚を購入し、ビデオテープ４本、ＤＶＤ７枚、

ＣＤ－ＲＯＭ２枚の寄贈があった。
現在の教材・機材の保有数は、１６㎜フィルム５０９本、ビデオテープ８８２本、ＤＶ
Ｄ１４８枚、ＣＤ－ＲＯＭ１０４枚、１６㎜映写機７台、液晶ビデオプロジェクター１台、
データプロジェクター１台、ＤＶＤプレーヤー３台、スクリーン９台となった。
２

教材・機材の貸出状況
教材の利用は、１６㎜フィルム５５件、ビデオテープ１７４件、ＤＶＤ３７件で、機材

は、１６㎜映写機１３台、液晶ビデオプロジェクター５７件、ＤＶＤプレーヤー４件、デ
ータプロジェクター１１件、スクリーン１９件であった。
３

ライブラリー教材の活用事業
市立図書館内の視聴覚室において、子どもを対象とした「子ども映画会」及び一般を対

象とした「映画鑑賞会」を行っている。
◇みどり市視聴覚ライブラリー
１

はじめに
みどり市視聴覚ライブラリーは平成 18 年度の市町村合併後、みどり市立大間々図書館

に設置し、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図ることを目的として活動
している。
２

活動状況
視聴覚ライブラリーの活動をよりよいものとするために運営委員会及び選定会議を実

施。今回の会議では多くの学校・団体が利用するために必要な意見をたくさんいただいた。
また、今まで貸出規則は貸出点数 2 点以内、利用期間は貸出日を含め３日以内としてい
た。この点についても意見聴取を行い、貸出点数については制限なし、利用期間を５日以
内と変更した。
３

今後の課題

今年度、利用点数や期間を改正したことで多少の利便性が図れたことと考えている。
今後の課題は、保有している資料の情報提供である。以前は保有資料のリストを関係機関
に配布したこともあったが、インターネット時代となった現在、どう行うのが利用団体に
とっていいのか。社会教育の分野、学校教育の分野とそれぞれに適した情報提供を行うこ
とが利用促進につながると思われるため、その方法を模索しているところである。
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◇富岡甘楽視聴覚ライブラリー
１

はじめに
富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町を構成市町村とする富岡甘楽広域市町村圏振興整備

組合（一部事務組合）が事業主体となり、昭和５３年から富岡甘楽視聴覚ライブラリーを
設置している。なお、教材機材の貸出・保管については、富岡市立図書館に委託している。
２

予算
平成２１年度の歳出予算額は、１，６２１千円であり、内訳としては、視聴覚教材購入

費１，０００千円、教材制作費４０９千円、その他１９７千円となっている。
３

視聴覚教材の整備充実
平成２１年度は、ビデオ教材２組（８本）、ＤＶＤ教材１１組（２５巻）を購入した。

平成２１年度末現在の保有数は、１６ミリフィルム映画１４０本、ビデオ教材２８１本、
ＤＶＤ教材１１５巻となっている。
４

地域教材の自主制作
地域教材の自主制作は、小中学校の情報教育（視聴覚）主任が組織する専門部会により

毎年実施している。昭和４０年代の８ミリ映画教材から始まり、スライド教材、ビデオ教
材を経て、平成１２年度以降はＣＤ―ＲＯＭ教材の制作を行っており、これらの地域教材
は、小中学校の授業等で実際に利用されている。また、３５回を数える群馬県自作視聴覚
ソフトコンクールでは、３１回の入賞（うち最優秀賞９回）を果たしてきた実績を有し、
富岡甘楽地域の視聴覚教育の伝統を受け継ぐ主要な事業となっている。なお、平成２１年
度は、「富岡・甘楽の遺跡」を制作し、活用されている。
◇吾妻広域町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー
本ライブラリーは、ツインプラザ吾妻郡図書館におかれ、中央公民館が運営しておりま
す。
視聴覚教材は、１６ミリフィルム・ビデオ・ＤＶＤを併せて６９７本保有しています。
また、機器の保有状況は、液晶プロジェクター２台、映写機５台・ＤＶＤ・ビデオプレー
ヤー１台、携帯移動式スクリーン３台です。
貸出条件は、１６ミリフィルム・ＤＶＤ・ビデオ併せて５本以内、貸出期間は、５日以
内です。ただし、１６ミリフィルムについては映写操作技術認定者であることが条件です。
利用手続きは、事務局にある所定の申請書に必要事項を記入していただきます。学校や子
供会等地域の団体に貸出しています。ぜひ、ご利用下さい。
また、視聴覚教育メディア研修カリキュラムＡの講習会を実施しています。内容は、16
ミリフィルム映写操作技術認定・コンピュータ及びデジタルカメラ操作を盛り込んだ講習
会です。実施時期は、毎年８月で、対象者は、郡内在住者です。
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◇利根沼田広域圏視聴覚ライブラリー
１

はじめに
当視聴覚ライブラリーは、利根沼田文化会館内に置き、文化会館職員が担当している。
運営は、教材・機材の購入、貸し出し業務が主である。

２

平成２０年度 視聴覚教材・機材の貸し出し状況
１６ミリフィルム
１６ミリ映写機

１５本・ビデオテープ（ＤＶＤ含む）１９３本
５件・ビデオ映写機

１６件

※１２月の人権週間前後に貸し出しが集中する。
３

視聴覚ライブラリー運営委員会
当ライブラリーでは、構成市町村の教育長、郡市小中学校校長会長、社会教育担当者会

の代表等で組織され、運営が適正かつ円滑に行われるように委員会を開催している。
４

新規教材の購入について
構成市町村の教育委員会を対象にアンケート調査を行い、その結果を基に社会教育担当

者等で選定試写会を実施し、その感想等を参考にしながら効果的に諸行事に利用できる作
品を購入している。
５

視聴覚教育メディア研修カリキュラムＡ一部研修細目について
平成２１年８月２３日（日）利根沼田文化会館で実施
１６ミリフィルム映写機操作技術認定者２名

◇邑楽郡視聴覚ライブラリー
１．はじめに
平成１９年６月１９日、新たに会則を制定後の「邑楽郡視聴覚ライブラリー」は、会長
及び事務局を大泉町から邑楽町に引き継ぎ２年が経過し、担当事務局として事業の一層の
活性化を目指し活動してきた（概要は「群馬の視聴覚教育

第 42 号」参照）。

２．新規教材の購入
新規教材購入については、町立図書館視聴覚室において、郡内各町の運営委員による試
写会を実施し、委員が全作品を 5 段階評価し、総合評価の高い順から、また、作品のジ
ャンルや備品購入予算を考慮に入れて選考している。ちなみに今年度は VHS・DVD 合わ
せて 9 作品の教材を購入した。
３．視聴覚教材の保有・及び貸出状況
視聴覚教 材の保 有状況は 、今年 度購入分 を加え ①１６ミリフィルム： 151 本、②
VHS:122 本、③ DVD:11 本である。（その他、寄贈教材多数あり）
貸出状況は、20 年度：73 本、21 年度：93 本（3/2 現在）であった。
４．まとめと今後の課題
2 年間を通して、貸出本数が非常に少ない事がわかった。施設や団体等に尋ねると「視
聴覚ライブラリー」は知っているが、教材や内容を知らない人が意外と多かった。
そこで、今後は教材や内容を知ってもらうため、講座や集会時での上映、さらに研修時で
の車中を利用しての紹介や、目録を各施設・学校・団体等に送っていきたいと考えている
（メール等）。また、各町のホームページから閲覧できるようになったらいいな！とも思
っている。
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部会等の活動紹介
◇群馬県小中学校教育研究会 情報教育部会
１ 特別研修会
期日 平成２１年７月２０日（金）
会場 県生涯学習センター
参加者 ４０名
内容 デジタル時代の授業創造講座
内田洋行教育システム事業部
小岩祐仁
パイオニアソリューションズ 小川 聡
富士通文教ニューディール推進室 奥田 聡 富士通北海道システムズ
高本 茂
ＮＨＫチーフディレクター
武田一則 東京都港区三光小学校 教諭 杉原紀子
２ 第３６回群馬県学校情報教育研究会「北毛地区大会」
期日 平成２１年１１月１１日（水）
参加者 １２０名
全体会 ツインプラザ
公開授業 中之条町立中之条小学校中之条町立西中学校
大会主題「心ゆたかに生きる子どもの育成をめざし、
ふれあいと感動を生む教育メディアの活用をしよう」
◇群馬県高等学校教育研究会メディア教育研究部会
本部会は県内の高等学校のメディア教育の向上を図って文化の進展に寄与することを目
的としており、昭和２９年より活動を行っている。今年度は次のような事業を行った。
６月 定期総会
於 群馬県立高崎女子高等学校
講演会『学校教育と著作権』
放送大学 ICT 活用・遠隔教育センター 教授 尾﨑 史郎 氏
１１月 研究大会
於 群馬県立高崎女子高等学校
研究発表及び研究協議
『学校新聞作りを通じた生徒の社会性の育成』
群馬県立沼田女子高等学校
青木 瑞代 先生
講演会 『メディアと教育』
上毛新聞社取締役論説委員長
武藤 洋一 氏
３月 高校メディア教育
第５１号発行
◇群馬県幼稚園放送・視聴覚教育研究会
第３６回群馬県幼稚園放送と教育・文化セミナーの報告
第３６回群馬県幼稚園放送と教育・文化セミナー（県幼稚園放送・視聴覚教育研究会主
催）が、前橋市の県生涯学習センターで開かれ、県内の国公私立幼稚園の教諭ら約９０人
が、教材の効果的な使い方などを学んだ。
セミナーは毎年開催。今回は、道灌山学園保育福祉専門学校保育部長の阿部恵先生が講
師を務め、黒板にパネルの絵を貼り付けながら物語を展開させたり、歌を歌って演じたり
する「パネルシアター」などの教材について講演した。
阿部先生は、実演しながら、子供の心に残る演じ方を解説し、子供の感性を育てる、言
葉の感覚を学ばせるといった「“狙い”を持って演じることが大切」とアドバイスした。
参加者からは、願いをもって演じることによって、子供たちの新しい発見ができるのかな
と感想を聞くことができた。
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視聴覚教育ニュース
◇視聴覚教育功労者の紹介
全国視聴覚教育連盟功労者
秋山

信行

氏（高崎市視聴覚教育技術者連盟会長）

◇全国コンクール入選者の紹介
平成２１年度第２５回学習ソフトウェアコンクール
文部科学大臣奨励賞

奥野

三千雄

氏

全国自作視聴覚教材コンクール
入選

高崎健康福祉大学附属幼稚園

◇平成２１年度視聴覚教育指導者養成講座等の修了者数
視聴覚教育メディア研修カリキュラムＡ
内訳

主催

＜７４名＞

群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会

６名

吾妻広域町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー

７名

高崎市視聴覚教育技術者連盟

４名

群馬県立女子大学
１６㎜映写操作技術認定者
内訳

主催

５７名

＜１２７名＞

群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会

１３名

前橋市視聴覚ライブラリー

２８名

吾妻広域町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー

５名

利根沼田広域市町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー

２名

高崎市視聴覚教育技術者連盟

６名

太田市教育委員会

１７名

群馬県立女子大学

５６名

視聴覚教育メディア研修カリキュラムＢ
内訳

主催

＜３名＞

群馬県視聴覚センター

３名

※視聴覚教育指導者研修会修了者数推移表

※16㎜映写操作技術認定証取得者推移

視聴覚教育指導者研修

修了者

１６㎜映写操作技術

視聴覚教育

上級

中級

指導者研修

S47～ H ３

S48～ H ５

S48～ H ５

３６

８４３

９，２５８

ｶﾘｷｭﾗﾑⅡ(専門)

ｶﾘｷｭﾗﾑⅡ(基礎)

ｶﾘｷｭﾗﾑⅠ

視聴覚教育
ﾒﾃﾞｨｱ研修

H ４～17
２４

視聴覚教育

指導者講座

初級

H ６～19
１８５

認定証取得者

S45～ H ３

20,536

H ４～ H20

5,773

H21

127

合計

26,436

H ６～19
２，３０９

ｶﾘｷｭﾗﾑＢ

ｶﾘｷｭﾗﾑＡ

ﾒﾃﾞｨｱ研修

H18～

H20～

H20～

H18～20

５

５

５３

H21

０

３

７４

合計

６５

１，０３６

１１，６９４
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◇平成２１年度第３５回群馬県自作視聴覚ソフトコンクール
１

２

募

集

ビデオ・動画部門

・記録映像ｺｰｽ

パソコン・静止画部門

・静止画ｺｰｽ

応募状況

・創作映像ｺｰｽ

・教材映像ｺｰｽ

・パソコンソフトｺｰｽ

・ホームページｺｰｽ

応募総数３０点

ビ デ オ ・ 動 画 部 門 ２ ０ 点（・記録映像６点・創作映像９点・教材映像５点）
パソコン・静止画部門１０点（・静止画１点・パソコンソフト６点・ホームページ３点）
３

４

審査会及び表彰式・発表会
審査会

平成２２年２月４日（木）

表彰式及び発表会

平成２２年２月２７日（土）

入賞・入選作品一覧

【群馬県教育委員会教育長賞（最優秀賞）】
○ビデオ・動画部門
・鷹留城と戦

小森谷

順一（高崎市立下室田小学校）

○パソコン・静止画部門
・かずのべんきょう小学校１年（上）

奥野

三千雄（前橋市立岩神小学校）

【群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会長賞（優秀賞）】
○創作映像コース
・黄色いハンカチ

高崎市立下室田小学校ビデオクラブ

・悠久の文化

佐藤

利一（前橋市）

○教材映像コース
・生活安全教室

平成１９年度南２グループ教員(県立二葉高等養護学校)

・５年生理科流れる水のはたらき

野口

賢太郎（前橋市立大胡東小学校）

「利根川の上流・中流・下流」
○パソコン・静止画コース
・富岡・甘楽の地層

富岡甘楽視聴覚ライブラリー技術専門部会

・境町かるた関係資料データベース

伊勢崎市境図書館

○ホームページコース
・農業情報処理２００９年度学習支援サイト

川島

一秀（県立大泉高等学校）

【入選】
○記録映像コース
・覚満淵レンゲツツジの咲くころ赤城山

川島

昭二（太田市）

○創作映像コース
・金賞をめざして

前橋市立大胡東小学校ドラマ作りクラブ

・廃線探訪阿部善明（太田市）
○パソコンソフトコース
・月・星・太陽

百海

正明（桐生市立境野小学校）

・関数のグラフ学習

戸塚

範光（前橋市立東中学校）
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平成２１年度役員一覧

会

長

濱田

陽一

群馬県視聴覚センター

副会長

飯野

眞幸

群馬県高等学校視聴覚ライブラリー

副会長

石関

勇

副会長

今村外司朗

利根沼田広域市町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー

監

事

小林

厚雄

前橋市視聴覚ライブラリー

監

事

岡田

勉

高崎市視聴覚ライブラリー

理

事

松下

繁一

群馬県工業教育研究会メディア視聴覚委員会

理

事

武居

朋子

前橋市視聴覚ライブラリー

理

事

馬場

映兒

高崎視聴覚ライブラリー

理

事

金井

功

桐生市視聴覚ライブラリー

理

事

山口

晃

伊勢崎市視聴覚教育センター

理

事

阿部

博

館林市立図書館

理

事

筑井知恵子

渋川市視聴覚ライブラリー

理

事

片山

哲也

藤岡市小中学校フィルムライブラリー

理

事

桜井

政治

安中市視聴覚ライブラリー

理

事

尾池信一郎

みどり市視聴覚ライブラリー

理

事

宮前

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー

理

事

入内島道隆

吾妻広域町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー

理

事

金子

邑楽郡視聴覚ライブラリー

有光

重雄

太田市視聴覚ライブラリー
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各視聴覚センター・ライブラリー所在地、電話番号一覧
（平成２２年３月３１日 現在）
№

１
２
３

名

称

群馬県視聴覚センター

群馬県高等学校

〒371-0801

群馬県工業教育研究会

〒370-0062
〒372-0042

メディア視聴覚委員会
前橋市視聴覚ライブラリー

５

高崎市視聴覚ライブラリー

６

桐生市視聴覚ライブラリー

７ 伊勢崎市視聴覚教育センター
８

太田市視聴覚教育ライブラリー

９

館林市立図書館

10

渋川市視聴覚ライブラリー
藤岡市小中学校

安中市視聴覚ライブラリー

13

みどり市視聴覚ライブラリー

14
15

（県立高崎女子高等学校内）

027-364-6195

伊勢崎市中央町3-8

0270-25-3216

〒371-0035

前橋市岩神町3-1-1
（前橋総合教育プラザ内）

〒370-8501

高崎市高松町35-1

（高崎市教育委員会社会教育課内）
〒376-0022

桐生市稲荷町1-4
（桐生市立図書館内）

〒372-8501

0270-21-7583
027-230-9094
027-230-9099
027-321-1295
027-328-4744
0277-47-4341
0277-40-1070

伊勢崎市今泉町2-410

0270-24-5111

（伊勢崎市教育委員会生涯学習課内）

0270-21-7999

〒373-0025

太田市熊野町23-19

（太田市社会教育総合センター内）
〒374-0018

館林市城町3-1

〒377-0008

渋川市渋川1767-1
（渋川市立図書館内）

〒375-0024

藤岡市藤岡991
（藤岡市立藤岡第二小学校内）

〒379-0116

安中市安中3-9-63
（安中市立図書館内）

〒376-0101みどり市大間々町大間々1332-3
（みどり市立大間々図書館内）

0276-22-3442
0276-22-3488
0276-74-2346
0276-72-6786
0279-22-0644
0279-20-1200
0274-22-0854
0274-22-0763
027-381-0529
027-381-2195
0277-73-0707
0277-73-0801

富岡甘楽広域市町村圏振興

〒370-2316

富岡市富岡2486-7

0274-62-5261

整備組合視聴覚ライブラリー

（富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合内）

0274-63-3541

吾妻広域町村圏振興整備

〒377-0423

0279-76-3115

吾妻郡中之条町伊勢町1005-1
（吾妻郡図書館内）

利根沼田広域市町村圏振興

〒378-0051

沼田市上原町1801-2
（利根沼田文化会館内）

整備組合視聴覚ライブラリー

17

027-224-5700
027-362-2585

組合視聴覚ライブラリー

16

FAX 番号

高崎市稲荷町20

（県立伊勢崎工業高等学校内）

フィルムライブラリー

12

前橋市文京町二丁目20-22

電話番号

（県生涯学習センター内） 027-221-5000

視聴覚ライブラリー

４

11

事 務 局 所 在 地

邑楽郡視聴覚ライブラリー

〒370-0692

0279-76-3116
0278-24-2935
0278-22-7226

邑楽郡邑楽町中野2570-1

0276-47-5043

（邑楽町教育委員会生涯学習課内）

0276-89-0136
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