
１１／９  １１９番の日 

(DVD) 

DG101 火あそびは火事のもと ケンタとニャンタの火の用心 （１３分） 

DG303 ズッコケ三人組の火あそび防止大作戦 （１１分） 

DG378 アザラシ・タマちゃんの火の用心 （１１分） 

(16 ミリ) 

学 376 マリーベルの火の用心－グラッときたらどうする－ （１１分） 

学 405 忍たま乱太郎の地震用心火の用心 （１１分） 

学 415 ちびまる子ちゃんの火の用心  （１４分） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

冬のおはなし 

(DVD) 

DG286 レオ・レオニ ５つの名作集 「フレデリック」 （５話：全２８分） 

DG288 きもだめしのばん～にほんのおばけ話～ （１５分） 

DG336 ウォルト・ディズニー名作アニメ集 「アリとキリギリス」  （７話：全６４分） 

DG338 しあわせの王子 （１９分） 

(16 ミリ) 

学 323 ウォルト・ディズニー作品 ディズニーのアリとキリギリス （９分） 

学 351 きもだめしのばん～にほんのおばけ話～ （１５分） 

学 446 グリーンヴァレー物語 ポゥさんの雪だるま （８分） 

 

(DVD)DG130   (16 ﾐﾘ) 学 416 

瓜っこ姫とアマンジャク （１９分） 
瓜から生まれた瓜っこ姫と、おじいさん、おばあさん、森の動物た

ちが力を合わせてアマンジャクのいたずらをこらしめる愉快な民

話アニメーション。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

この民話のストーリーは、展開や結末が日本の東と西で違うよう

です。姫が死んでしまったり、アマンジャクが殺されたり、残虐な

展開だったり様々です。紹介した DVD は、姫もアマンジャクも死

にません。 

こころぽかぽか  

DG62  ちいさなきいろいかさ 

「まこちゃんのおたんじょうび」 

（３話：２７分） 

３歳のお誕生日に、赤いえりま

き、帽子、手袋・・・たくさんプレ

ゼントをもらったまこちゃんは嬉

しくなって森に出かけます。 

１１／１５ 七五三 

DG83 年中行事  

アニメーション 

シリーズ Part２ 

 「七五三と子どもたち」

（１０分） 

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 1１月号 



梨屋アリエさん原作の児童書が DVDに！ 

DG245 ココロ屋 （２５分） 

この DVD は、道徳・人権教材として作られましたが、

学校以外でも上映されています。本の内容を少し短くし

ていますが満足できる教材です。 

相手の気持ちを大切に、自分の気持ちも大切に。自分が

大切にしていきたいココロはどんなココロなのか、みん

なで考えてみませんか。あの時のココロ、今のココロ・・・

と考えている大人の私もまだまだココロが成長している

のかな。 

いじめ防止（特別活動・道徳） 

DG207 いじめと戦おう！小学生篇 

－私たちにできること－ 

          （中・高学年：２１分） 

鑑賞した児童がいじめの当事者、被害者、 

傍観者の立場を理解し、考えることのでき 

るドラマ形式の教材です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号番号・題名 指導内容 対象・時間 

DG179 ごめんね、ミーちゃん 尊い命 低学年：１２分 

DG195 小学校道徳 金のおの 正直誠実・明朗 低学年：１５分 

DG313 みんなで跳んだ 相互理解・信頼・友情 高学年：２８分 

DG338 しあわせの王子 感動・畏敬の念 中学年：１９分 

DG357 宮沢賢治原作アニメシリーズ 雪わたり 

【DG358 バリアフリー版】 

信頼・友情 中学年：２３分 

DG367 生きてます、１５歳。 生命尊重 高学年：２２分 

DG315 地球ＳＯＳ 地球が熱を出している  

（高学年：２０分） 

DG353 天狗のかくれ里  

（全学年：５７分） 

DG366 なぜ防げないの！地球温暖化 

（高学年：２０分） 

小学校 道徳 

『みんなで跳んだ 城北中学２年１組の記録』  
たくさんの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 

実話がアニメになりました。 

覚えていますか？2016年に放送された「がっぱ先生！」は、実話を原案に 

アレンジを加えたドラマです。木更津第二小学校で撮影されましたね。 

環 境 

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 1１月号 

DG275ふるさと再生  

日本の昔ばなし 

（９話：全６９分） 

妹が吸血鬼になったことを知

った兄はそれを両親に告げる

が、信じてもらえずに家を追い

出されます。 



道徳 

DG23 僕は生きる （１５分） 

DG24 吾一と京造 －路傍の石より－ （１５分） 

DG25 六千人の命のビザ （１５分） 

DG26 改心 （１５分） 

DG27 青の洞門 （１５分） 

エイズの現状と予防知識 

DG290 ＨＩＶ／エイズってなに？ ①感染のしくみ編 （中学生：３６分） 

DG291 ＨＩＶ／エイズってなに？ ②ＨＩＶと共に生きて編 （小学校高学年から：全８５分） 

DG292 ＨＩＶ／エイズってなに？ ③社会・Ｑ＆Ａ編 （中学生：３５分） 

 ★項目ごとに選択可能       ★授業構成にあわせて上映  

★視聴者対象別に内容を選択  ★バリアフリー対応日本語字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG166 好感度アップ！高校受験  

面接の受け方 （３１分） 

高校入試の仕組みと面接・面接のマナーと身だし

なみ・学校に着いてから、学校を出るまで・良く

出る質問・志願理由書、自己推薦書の書き方・面

接前の準備 

DG262 高校入試面接対策シリーズ 

① 自己 PRの書き方は・・・ 

 （２０分） 

①自己 PR書を書く前の心がまえ②志望する理由

の書き方③高校の求める生徒像とは④中学校生

活で得たことの書き方⑤将来の目標の書き方 

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 

（１８分） 

①面接前の準備②控え室でのマナー③入室のマ

ナー④面接の質疑応答の仕方⑤敬語の使い方⑥

アイコンタクト⑦聞き方のマナー⑧退室のマナ

ー 

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 

（２０分） 

①個人面接 導入の質問～志望理由②高校でや

りたいこと③自己 PR④自己プレゼンテーション

のポイント⑤グループ面接では 

高校入試対策 

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 1１月号 

いじめ 

DG138 ネットの暴力を許さない 

     （中高校生：１９分） 

DG140 ネットいじめ ひとりで悩 

まない （２３分） 

DG181 いじめケース・スタディ 

－みんなで考えよう－ 

     （１６分） 



 

 

 

 

 

 

 

 

DG17 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.１ 

ネット社会の道しるべ （２５分） 

①架空請求と個人情報②メール交換と友人関

係③提示版となりすまし 

DG18 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.２ 

ケータイ社会の落とし穴 （２５分） 

①メールと依存症②ケータイサイトと不正請

求 

DG19 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.３ 

ブログ社会の落とし穴 （３０分） 

①ブログと個人情報②ブログと権利侵害 

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） 

①架空請求②ルールとマナー 

③個人情報④ネットとケータイ 

のこれから 

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） 

坂井君のイラスト・ライブで使用する曲・レン

タルショップで借りたＣＤ・パソコンソフトい

れていい？・テレビドラマを録画したビデオ・

コーラス部の映像をホームページで・演劇部の

脚本何にする？・文化祭のゲートに描く絵 

DG299 自分を守る！ＳＮＳの安全な使い方 

（中高校生向：２２分） 

SNS とは？・具体的に何が危ないのか？・プ

ロフは信用できるの？・SNS は匿名ではな

い・世界中に発信されています 

DG300 子ども守る！ＳＮＳの安全な使い方 

（保護者向：２０分） 

ＳＮＳとは？・保護者が知っておくべきこと・

家庭でのルール作り 

DG301 生徒を守る！ＳＮＳの安全な使い方 

（中高校教員向：２１分） 

SNS とは？・教員が知っておくべきこと・生

徒は SNSをどう使っているか・生徒指導のポ

イント 

DG306 ネットのトラブル、ブルブル！－インタ－ 

ネットに振り回されないために－ 

（１９分） 

携帯電話編・ネット対応型携帯ゲーム機・オー

クション編・インターネット対策（消費生活セ

ンター2008年） 

寒くなってきました プロジェクター・機器の結露に注意！ 

結露があるときに使用すると故障の原因になります。 

寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだり、暖房を入れたばかりの場所 

では結露が起こることがあります。 

結露が起きた場合は、結露がなくなるまで電源を切っておいてください。 

情報モラル 

視聴覚教材目録に教材の内容を紹介しています 

木更津市視聴覚教育 検索 



寒くなってきました プロジェクター・機器の結露に注意！ 

結露があるときに使用すると故障の原因になります。 

寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだり、暖房を入れたばかりの場所では結露が起こることが

あります。結露が起きた場合は、結露がなくなるまで電源を切っておいてください。 

 

 

  

DG1    たのしい行事シリーズ 七夕ものがたり（幼児・小学（低）：２０分） 

DG33  百目のあずきとぎ（幼児・小学：１５分） 

DG95  アニメ落語館 －全巻（３枚組）セット－（小学：全１０６分） 

DG131 火垂るの墓（小学～一般：８８分） 

DG132 のっぺらぼう（幼児・小学：１５分） 

DG145 フランダースの犬（小学：３５分） 

DG146 なぜ？どうして？から考える 小学生の自転車の安全な乗り方（小学（中・高）：１６分） 

DG169 盲導犬クイールの一生（小学～一般：２５分） 

DG182 みんな友だち（幼児・小学（低）：１５分） 

DG190 ねぎぼうずのあさたろう ～巻之一～（幼児・小学：全５１分） 

DG213 じしんがきたらどうする？むしむし村の防災訓練（幼児・小学（低）：１２分） 

DG215 きずだらけのりんご（幼児・小学：２３分） 

DG278 からすのパンやさん／どろぼうがっこう（幼児・小学（低）：40分） 

DG293 一つの花（小学（中・高）：２３分） 

 

 

 

 

 

 

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 1１月号 

自殺予防 

DS108 自殺予防とうつ対策シリーズ 悩む子どもの話を聞こう 

子どものうつ病と自殺対策（小中高の保護者・教職員：２３分） 

女性の防犯 

DS181 見過ごしてしまった危険 ストーカー対策のポイント 

（中学生以上・女性向け：２３分） 

DS182 日常に潜むＤＶ（暴力） ドメスティック・バイオレンスから身を守る方法 

（中学生以上・女性向け：１９分） 

悪質商法 

DS122 阿藤快のあっ、と撃退！悪質商法 お年寄りを守るご近所の力 

（高齢者・一般：２２分） 

DS169 急増！高齢者をねらう特殊詐欺・悪質商法 －訪問購入・点検商法・投資詐欺－ 

    （高齢者：１９分） 

 

 

 

４～９月      DVD 作品 


