
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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２年 10 月号 

木更津市視聴覚教育 検索 

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

読書週間 人気絵本が DVDに！ 

DG129 ぼくは王さま ２話収録 （全４０分） 

DG211 おれたち、ともだち！ ４話収録 （全５２分） 

DG278 からすのパンやさん／どろぼうがっこう ２話収録 （全４０分） 

DG286 レオ・レオニ ５つの名作集 （全２８分） 

DG312 ねずみくんのきもち （１２分） 

10/31ハロウィン どんなお化けかな？   

DG231 ミッキーマウス ミッキーのお化け退治 他７話収録  

（全６９分） 

DG275 ふるさと再生 日本の昔ばなし  

◎鬼の妹 他８話収録 （全６９分）   

DG277 ふるさと再生 日本の昔ばなし  

◎幽霊の歌よみ 他８話収録 （全６９分） 

DG337 プチバンピ  ５話収録 （全５７分）  

10/14 鉄道の日 汽車の出てくるお話   

DG199 チップとデール －リスのいたずら合戦－ 

◎リスの汽車ごっこ 他７話収録 （全５３分） 

DG202 ミッキーマウス －ミッキーの消防隊－ 

◎ミッキーのドキドキ汽車旅行 他７話収録 （全６２分） 

 

 

DVD 

人権 

DG179 ごめんね、ミーちゃん （１２分） テーマ：いのちの大切さ・思いやり 

DG347  どんぐり森へ～ひとりにひとつのたからもの～ （１５分） テーマ：いのちの大切さ・仲間との協力 

DVD 

DVD   

DVD 

１６ミリフィルム 

学 387 森のはずれシャックリのぼうけん 

（アニメ：２４分） 

学 406 ランボーのうそ  

（アニメ：１５分） 

学 476 ドナルドダックとかわいい子リス 

（アニメ：９分） 

学 482 ミッキーマウスの思いやり 

（アニメ：８分） 

学 488 キョロちゃんの地震用心・火の用 

（防災アニメ：１１分） 

学 505 孫悟空の交通ルール  

（交通安全アニメ：１３分） 



１０月は３R推進月間 

DG142 もったいないばあさんと考えよう世界のこと

 （中・高学年：７１分） 

DG168 MOTTAINAI もったいない （中・高学年：２２分） 

DG191 ある森のおはなし るるるのるール 

 （低・中学年：１６分） 

小学校 特別活動 

DG13  ミミちゃんのてとてとて （低学年：１８分） 

DG99  万引きは、ぜったい悪い！ （中・高学年：１４分） 

DG109 健康な心とからだシリーズ たばこ （中・高学年：１４分） 

DG164 知っている？お酒の害 （中・高学年：２０分） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号番号・題名 指導内容 対象・時間 

DG34  七つのほし 

かぼちゃのつる【特典映像】 

感動・畏敬の念 

節度・節制 

低学年：１６分 

低学年：５分 

DG89  ヘレンと共に －アニー・サリバン－ 

流行おくれ【特典映像】 

希望と勇気 

思慮・節度・節約 

高学年：２０分  

高学年：５分 

DG316 しらんぷり 公正・公平・社会正義 高学年：２１分 

DG342 こぎつねコンとこだぬきポン 友情・信頼 低学年：２０分 

DG350 りゅうの目のなみだ 親切・思いやり 中学年：２０分 

DG371 友達の声が聴こえる？～本当の思いやり～ 相互理解・信頼 中・高学年：２４分 

木更津市視聴覚教育 検索 
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小学校 道徳 

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 

毎月 19日は食育の日 

DG20  食育シリーズ② 食・からだ・くらしの探検 

～食生活を考えよう～ （中・高学年：５２分） 

DG394 小学校のための食育教材 食育の時間プラス 

【ＰＣ用データＤＶＤ－ＲＯＭ】 

令和２年 10月号 

小学校 保健指導 

DG205 アニメでわかる！インフルエンザ （１５分） 

 

 

新型コロナウイルス対応ではありませんが、 

インフルエンザの予防策としてご利用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

中学校 家庭分野 

DG253 Disc1暮らしとゆたかな食生活１ （２０分）  

～暮らしを支える食生活と栄養、食品の選択～  

DG254 Disc2暮らしとゆたかな食生活２ （３６分） 

～調理実習～  

DG255 Disc3暮らしとゆたかな衣生活１ （２２分） 

～衣服の役割と機能、取り扱い～  

DG256 Disc4暮らしとゆたかな住生活 （１８分） 

～住まいの役割と安全な生活～  

DG257 Disc5暮らしとゆたかな衣生活２ （１７分） 

～生活を豊かにする物をつくろう～  

中学校 社会 

DG355 中学校社会地理  

ヨーロッパ州③ （２０分） 

令和２年 10月号 

中学校 麻薬・覚せい剤乱用防止 

DG153 薬物乱用と薬物依存  

脳をダメにする薬物 （１９分） 

DG244 ドラッグの悲劇  

脱法ハーブが奪った未来 （１９分） 
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中学校 情報モラル 

DG210 中・高校生が知るべき！デジタル時代の著作権 

－生徒編・指導者編－ （各１７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 （全４３分） 

DG389 インターネット リアル －千葉県－ （全８８分） 

          近年の社会問題をわかりやすく描いています 対象：中学～一般 

 

DG180 声を聞かせて （40分） テーマ：子どものケータイ・同和問題・友情～本当の友達・本当のコミュニ 

ケーションとは・家族のきずな・命の大切さ 

DS134 探梅 春、遠からじ （４０分） テーマ：社会からの排除と孤立・包み込む社会へ 

DS188 光射す空へ （３２分） テーマ：若年性認知症・同和問題・LGBT 

・北九州市人権啓発アニメーション  ・人権の大切さへの気づきを促します 

中学校 道徳 

DG21 中学校道徳  

二度と通らない旅人 （１５分） 

DG22 中学校道徳 

足袋の季節 （１５分） 

DG59 中学校道徳  

マザー・テレサあふれる愛 （２０分） 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

学童・子ども会 こども向け   

☆10/31ハロウィン どんなおばけが出てくるのかな？ 

DG231 ミッキーマウス ミッキーのお化け退治 他７話収録 （全６９分） 

DG275 ふるさと再生 日本の昔ばなし ◎鬼の妹 他８話収録 （全６９分）  

DG277 ふるさと再生 日本の昔ばなし ◎幽霊の歌よみ 他８話収録 （全６９分） 

DG337 プチバンピ  ５話収録 （全５７分） 

☆読書週間 絵本・童話が DVDに！ 

DG15  山古志村のマリと三匹の子犬 （４５分） 

DG96  きょうしつはおばけがいっぱい／ぼくはゆうしゃだぞ （４５分） 

DG97  宮沢賢治名作童話アニメシリーズ セロひきのゴーシュ （２０分） 

DG249 かんすけさんとふしぎな自転車 （２３分） 

DG260 赤毛のアン （４０分） 

サークル・自治会など 一般向け 

☆１０月 体力つくり強調月間・健康強調月間 

DS112 防ごう！メタボリック・シンドローム ―内臓脂肪をやっつけろ！― （２１分） 

DS128 大ヒット演歌で健康たいそう！エンカサイズ vol.１東京五輪音頭ほか２曲 （５３分） 

☆映画観賞会 

DS1  郡上一揆 （１１２分） 

岐阜・郡上（ぐじょう）の地で起きた「郡上一揆」は江戸時代三大一揆といわれている。緒方直人、 

岩崎ひろみほか豪華キャストが感動を共におくる大型歴史時代劇。 

DS72  ミラーを拭く男 （１１７分） 

定年間近に起こした交通事故をきっかけに、全国のカーブミラーを拭く旅に出た男と、その家族の 

崩壊と再生を描いたドラマ。08年にこの世を去った日本を代表する名優・緒方拳の主演作品 

☆消費者教育 

DS179 林家木久扇・木久蔵のだまされちゃいやーん！高齢者を狙う詐欺・悪質商法 （３０分） 

DVD 

DVD 

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２年 10 月号 
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中越地震の実話 

スクリーンで上映 

しませんか？ 

・８０インチ 

・１００インチ 

 


