
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG１９８ ドナルド・ダック－ドナルドの駅長さん－（全 68分） 

①ドナルドの駅長さん②ドナルドの海水浴③ドナルドのダンス大好き④ドナルドの消防隊長 

⑤ドナルドのカメラ大好き⑥ドナルドの雪合戦⑦ドナルドの透明人間⑧ドナルドのパイロット 

 

DG１９９ チップとデール－リスのいたずら合戦－（全 53分） 

①リスの朝ごはん②リスの冬支度③リスのオモチャ合戦④リスのいたずら合戦 

⑤リスの手袋騒動⑥リスの汽車ごっこ⑦リス君は歌姫がお好き⑧リスのピーナッツ 

 

DG２０３ ミッキーマウス－ミッキーの誕生日－（全 60分） 

①ミッキーの誕生日②ミッキーのオーケストラ③ミッキーの魔術師 

④ミッキーのあらいぐまをさがせ⑤ドナルドダックの遠足騒動⑥ミッキーの不思議な薬 

⑦ミッキーの愛犬 ⑧ミッキーの大探検 

問い合わせ先・申し込み先  

木更津市教育委員会教育部生涯学習課  

〒２９２-８５０１ 木更津市朝日３-１０-１９ 

ＴＥＬ２３-５２７４ ＦＡＸ２５-３９９１ 

令和３年夏特別号 

木更津市視聴覚ライブラリーでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、貸出前と

返却後に手に触れる部分を消毒しております。（機材においては、取手、グリップ、スイッチ

等。教材においては、パッケージ等。）また、安心してご利用いただくために、ご利用者にも

感染拡大予防策をお願いしております。 

保育施設・幼稚園・小学校向け 

 

裏面へ 

 

 

DG １  （２０分） たのしい行事シリーズ 七夕ものがたり 【字幕機能対応】 

天の川の川上には、天地全てを司る天帝がいた。天帝は働き者の織姫に、美しい織物を織ることを

命じ、また彦星には、黄金の仔牛を育てることを命じた。それぞれが、一生懸命に仕事に取り組んで

いたある日、織姫は、彦星の吹く美しい笛の音を、彦星は織姫のリズミカルな機織の音を聞き、お互

いを思いあう。やがて二人は、遊ぶことに夢中になり、仕事をすっかり忘れてしまう。それを見た天

帝は、二人を叱り、罰として天の川の東と西に離させた・・・。 

 

DG９６  （４５分） きょうしつはおばけがいっぱい／ぼくはゆうしゃだぞ     

   かいけつゾロリの作者原ゆたかが描く「きょうしつはおばけがいっぱい」、おばけやしき

の中は、ホンモノのおばけたちでいっぱい！？「ぼくはゆうしゃだぞ」、テレビゲームの世

界に行って、モンスター相手に大活躍！？ 

 

 

DG   （全  分） 

 

 



       

  

 

 

  

 

 

 

 

 

DG３６８ 三太郎とかぐや姫の交通安全（14分）     

現代の日本にタイムスリップした浦島太郎・桃太郎・金太郎・かぐや姫が乙姫様のいる

レストラン竜宮に向かう道中で、道路の歩き方や横断歩道の渡り方を学んでいきます。 

 

DG１３５ ポンカンマンの自転車免許教室（１８分） 

ポンカンマンと一緒に自転車に乗る前の点検、自転車に 

安全に乗るためにルールを勉強します。 

 

DG１７２ あさりちゃんと学ぶ地震への備え（1０分） 

あさりちゃんと一緒に防災対策をはじめよう！ 

●机の下などに隠れる●家具を固定しておく●非常食・保存水・懐中電灯などの準備 

●防災マップで危ない場所を確認 など。地震への備えを項目ごとに子どもたちにも 

わかりやすく説明していきます。 

 

DG２１３ じしんがきたらどうする？むしむし村の防災訓練（1２分） 

「むしむし村」の昆虫キャラクターたちが、教室で防災訓練を体験しながら 

地震が起こった時の行動の仕方を学びます。海辺の遊園地では、津波が来た 

ときの避難について学んでいきます。 

 

DG６６  名探偵コナン クイズ形式で学べる！！防犯ガイド（２６分） 

子どもたちを犯罪から守るために、コナンと仲間たちが、クイズ形式で 

身近にひそむ危険をわかりやすく解説します。全部で７項目。 

 

DG２９５ イカのおすし うたっておどってゆうかいぼうし（１６分） 

子どもへの犯罪を未然に防ぐために警視庁が考えた防犯用語 

「イカのおすし」を歌にしました。歌って踊って誘拐防止！！ 

 

 

木更津市視聴覚教育 検索 

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/shogaigakushu/katei/1004273.html 

自転車の点検 

「ブタハシャベル」 



 

  

 

 

 

ＤＧ ６７ 星の王子さま（３０分） 

世界１６０カ国で翻訳出版。パイロットと星の王子さまの出会いから、永遠の別れまでを描いた美

しくも儚い不朽のファンタジーストーリー。 

原作：サン＝テグジュペリ 

ＤＧ１６９ 盲導犬クイールの一生（２５分） 

実在したラブラドール・レトリバークイールの一生を、写真で綴ったベストセラーをアニメ化した作

です。原作：石黒謙吾 

ＤＧ３１３ みんなで跳んだ（２８分） 

  テレビ番組で紹介され、日本中の人々を感動の渦に巻き込んだ、「みんなで跳んだ」城北中学２

年１組の記録（実話）がアニメになりました。今、一番大切な何かがこの物語の中にあります。 

 

ＤＧ１２４ ヒロシマに一番電車が走った（３２分） 

被爆からわずか３日後、広島の街に路面電車が走り出した。戦争へ行った男たちに

代わって車掌を務める１０代の少女たちは、傷つきながらも生き残った人々のため

に電車に乗り込んだ。昭和２０年、あの夏を生き抜いた、一少女の体験記 

ＤＧ１３１ 火垂るの墓（８８分） 

昭和２０年６月から約３ヶ月間の物語。戦争によって両親を失った幼い兄妹がたどる過酷と境 

を描いた作品です。原作：野坂昭如 

 

 

 

ＤＧ２９６ 五井先生と太郎（１６分） 

太郎と障害を持つ両親の交流を描き、その姿から差別や偏見をなくすことの大切さを考えさせ、

太郎と五井先生の関わりからは人の心の温かさを感じ取らせる作品です。 
 

問い合わせ先・申し込み先  

木更津市教育委員会教育部生涯学習課  

〒２９２-８５０１ 木更津市朝日３-１０-１９ 

ＴＥＬ２３-５２７４ ＦＡＸ２５-３９９１ 

令和３年夏特別号 

木更津市視聴覚ライブラリーでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、貸出前と返却後

手に触れる部分（機材においては、取手、グリップ、スイッチ等。教材においては、パッケージ等。）

を消毒しております。また、安心してご利用いただくために、ご利用者にも感染拡大予防策をお願い

しております。 

中 学 校 向 け

 

 
裏面へ 



 

 

 

ＤＧ２４６ 地震・津波から生き延びる－正しい知識と行動－（１６分） 

地震や津波が起きたときに、どういう行動をとれば生き延びることができるのか？

その場でのベストを尽くす。命を守るのは自分以外にないことを訴えています。 

 

情 報 モ ラ ル 
 

ＤＧ １７ ネット社会の道しるべ（２５分）        

ＤＧ １８ ケータイ社会の落とし穴（２５分） 

ＤＧ １９ ブログ社会の落とし穴（３０分） 

ＤＧ１３８ ネットの暴力を許さない（１９分） 

ＤＧ１４０ ネットいじめ ひとりで悩まない（２３分） 

ＤＧ１８４ ネットと上手につき合おう！ ケータイトラブルから身を守る（２３分） 

ＤＧ２９９ 自分を守る！ＳＮＳの安全な使い方(中高校生向き)（２２分） 

ＤＧ３１０ スマホの落とし穴―親子・地域で考えようー（３４分） 

ＤＧ３６３ みんなの情報モラルⅠ 

アニメーションで学ぶネット社会のルールとマナー（４３分） 

ＤＧ３８９ インターネット リアル（千葉県） （８８分） 

 
 
 
 

 

ＤＧ１４１ 自分を知って将来を考えよう（２５分） 

ＤＧ１６６ 高感度アップ 高校受験 面接の受け方（３１分） 

ＤＧ２６２ 高校入試面接対策シリーズ①（２０分） 

        自己ＰＲの書き方は・・・ 

ＤＧ２６３ 高校入試面接対策シリーズ② 

        面接マナーの基本を身につける 

ＤＧ２６４ 高校入試面接対策シリーズ③ 

        自己プレゼンテーションとは・・・ 
 

今夏も、コロナウイルス感染症が蔓延している現状、不要不急の外出は控えながら生活すること

になります。学校に登校する機会に、ぜひ、視聴覚ライブラリーの教材を視聴され、充実した日々

を過ごしていただければと思います。 

進 路 指 導 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教    材 時間（分） タ イ ト ル ・ 内 容 

DＧ１２０ ６４ 野坂昭如 戦争童話集① 忘れてはイケナイ物語り 

DＧ１２１ ７２ 野坂昭如 戦争童話集② 忘れてはイケナイ物語り 

DＧ１２２ ７０ 野坂昭如 戦争童話集③ 忘れてはイケナイ物語り 

DＧ１２３ ７９ 野坂昭如 戦争童話集④ 忘れてはイケナイ物語り 

ＤＧ１１１ ４２ 

ボクとガク あの夏のものがたり 

５年生の希望と岳、そして近所のおばあさんとの交流を描きながら、子どもの

人権、地域で育む人権文化というものに目を向けました。また、「戦争と平和」

についても描いています。 

ＤＧ１２４ ３２ 

ヒロシマに一番電車が走った 

被爆からわずか３日後、広島の街に路面電車が走り出した。戦争へいった男

達に代わり、車掌を務める１０代の少女たちが電車に乗り込んだ。昭和２０

年、あの夏を生き抜いた、一少女の体験記。 

ＤＧ２２３ ２０ 

消えさらぬ傷あと 火の海・大阪 

昭和２０年、無差別の空襲によって、大阪の多くの人々の尊い生命を失いま

した。実話をもとに戦争の恐ろしさと平和の尊さを訴えるアニメーション映画。 

 

 

教    材 時間（分） タ イ ト ル ・ 内 容 

DＧ８９ ２０ 

ヘレンと共に－アニー・サリバン－ 

盲目のヘレン・ケラーを支えたアニー・サリバンの家庭教師時代を中心に紹

介し、努力することの大切さを描いています。 

DＧ２０８ １９ 

お年寄りとの交流 

子どもとお年寄りの交流活動がいろいろなかたちで始められています。木更

津市の南清小学校、第一小学校、岩根小学校などの実践例を紹介。（製作年

度２００５年） 

DＧ２１４ １９ 

障がいのある人との交流 

地域で暮らす障がいのある人たちと交流を進めていくうえで何が大切なのか

考えてみましょう。このシリーズは、小学生の体験学習のさまざまな実践例を

取材しました。（製作年度２００５年） 

 

 

令和３年夏特別号 

一般向け 

木更津市視聴覚ライブラリーでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、貸出前と返却後に手に

触れる部分を消毒しております。（機材においては、取手、グリップ、スイッチ等。教材においては、パッケ

ージ等。）また、安心してご利用いただくために、ご利用者にも感染拡大予防策をお願いしております。 

問い合わせ先・申し込み先  

木更津市教育委員会教育部生涯学習課  

〒２９２-８５０１ 木更津市朝日３-１０-１９ 

ＴＥＬ２３-５２７４ ＦＡＸ２５-３９９１ 



 

 

 

 

 

教    材 時間（分） タ イ ト ル ・ 内 容 

ＤＳ１０９ １５ 

「熱中症」もしもの時の応急処置マニュアル 

●熱中症とは ●熱けいれんの症状・応急処置例●熱失神／熱疲労（脱水

症）の症状・応急処置例 ●熱射病の症状・応急処置例●熱中症を防ぐには 

ＤＳ１１１ １９ 

検証・急増する高齢者の熱中症 正しい知識を身につけよう 

高齢者の身体的な特徴や生活習慣などを検証しながら、熱中症を防ぐ方法、

熱中症になってしまったときの対処法を解説。 

ＤＳ１８５ ２４ 

命を奪う熱中症 ～熱中症予防を検証する～ 【字幕版も収録】 

高齢者が日頃から行っている熱中症対策には思わぬ落とし穴があることを、

「からだ」 「すまい」 「水分補給」の３つの観点から、専門医師の解説を交え

て提示します。 

ＤＧ２６８ １８ 

知って防ごう熱中症 

熱中症のしくみや、症状、対処法など、熱中症の予防方法を小学生の子ども

たちが興味をもって見られるよう分かりやすく紹介・解説しています。 

 

 

 

教    材 時間（分） タ イ ト ル ・ 内 容 

ＤＧ３４１ １０５ 

虹色ほたる  ～永遠の夏休み～ 

川口雅幸原作、４０万部を突破した人気小説を映画化。とある里山でタイムス

リップした少年が、１９７７年の一夏をそこで過ごした姿を描いた青春ドラマ。 

ＤＧ２２０ ９９ 

グレート・ネイチャー ｖｏｌ．１ 

最新ＨＤカメラで一瞬の息吹さえ逃すことなく捉えた「グレート・ネイチャー」 

夏の北極から、偉大な冒険が始まった。 ①氷の大融解 ②サケの大遡上 

ＤＧ２２１ ９９ 

グレート・ネイチャー ｖｏｌ．２ 

最新のＨＤカメラで一瞬の息吹さえ逃すことなく捉えた「グレート・ネイチャー」

海で起こる、生きもたちの壮大なバトル。③ヌーの大移動④世界最大の魚群 

ＤＧ２２２ ９９ 

グレート・ネイチャー ｖｏｌ．３ 

最新のＨＤカメラで一瞬の息吹さえ逃すことなく捉えた「グレート・ネイチャー」

それでも生きものたちは、地球を愛する。⑤恵みの大洪水⑥大いなる海の宴 

 

 

 

 

木更津市視聴覚教育 検索 

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/shogaigakushu/katei/1004273.html 


