
 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（DVD）  

DG193 日本の童話② 「つるのおんがえし」（全２話２９分） 

DG370 新訂 かさこ地ぞう（１３分） 

（16 ミリフイルム） 

学 27  つるのおんがえし（１７分） 

学 59  かさじぞう（１０分） 

学 104 日本昔ばなし かさ地ぞう（１１分） 

学 291 スノーマン（２６分） 

学 320 雪うさぎと子供たち（１８分） 

学 441 年中行事アニメーション 年神様とお正月（１０分） 

学 470 貧乏神と福の神（１２分） 

（16 ミリフイルム） 

学 479 やさしいオオカミ（１５分） 

学 490 みんな友だち（１５分） 

冬のおはなし  

クリスマス   

（DVD）  

DG3  たのしい行事シリーズ クリスマスキャロル（２９分） 

DG83 年中行事 アニメーションシリーズ Part２ 

 「神様がくれたクリスマスツリー」（１２分） 

DG201 トムとジェリー 恋ははかなく 「メリークリスマス」（全８話６０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  

「サンタのプレゼント」（全８話６４分） 

（16 ミリフイルム） 

学 232 ミッキーマウスとゆかいな仲間たち（１０分） 

学 360 ウォルト・ディズニー作品 サンタのおくりもの（８分） 

学 363 クリスマスキャロル（２９分） 

学 418 ウォルト・ディズニー作品 すてきなクリスマス（９分） 

学 507 クリスマスのおくりもの（１８分） 

子どもたちの想像力をかき立て、心を豊か

にしてくれる『ねずみくんシリーズ』は、

世代を超えて愛され続けています。 

2.6cm の小さなねずみくんと動物たちの

お話は、いつもやさしく、温かい気持ちに

させてくれます。 

（DVD） 

DG312 ねずみくんのきもち（１２分） 

DG317 ねずみくんのチョッキ② 

（全６話３８分） 

（16 ミリフイルム） 

学 473 ねずみくんのチョッキ 

（全３話１９分） 

学 495 ねずみくんのチョッキ③ 

（全３話２０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 1２月号 

思いやり・友情・相互理解 

（DVD） 

DG107 みんないちばん！（１３分）    

DG182 みんな友だち（１５分）       

DG312 ねずみくんのきもち（１２分） 

DG332 やさしいオオカミ（１５分） 

使用日の一週間前までに 

ご予約をお願いします 
 

視聴覚教材目録に

教材の内容を紹介

しています 

検索 

木更津市視聴覚教育 



 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人 権 

DG35  鉢かつぎ姫（低学年：３４分） 

DG107 みんないちばん！（低学年：１３分） 

DG136 小学生のための人権パート１  思いこみに気づく（高学年：１４分） 

DG173 マザーズ ハンド ～お母さんの仕事～（中・高学年：１９分） 

DG182 みんな友だち（低学年：１５分） 

DG209 名前…それは燃えるいのち（中・高学年：１８分） 

DG332 やさしいオオカミ（低学年：１５分） 

DG333 ことばの暴力 ～心を傷つけたひと言～（高学年：２０分） 

使
用
日
の
一
週
間
前
ま
で
に 

ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す 

クリスマス 

DG3  たのしい行事シリーズ クリスマスキャロル（２９分） 

DG83 年中行事 アニメーションシリーズ Part２ 「神様がくれたクリスマスツリー」（１２分） 

DG201 トムとジェリー 恋ははかなく 「メリークリスマス」（全８話６０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 「サンタのプレゼント」（全８話６４分） 

冬のおはなし 

DG193 日本の童話② 「つるのおんがえし」（全２話２９分） 

DG369 冬休みだ。全員集合！冬の行事や習慣、なるほど講座！（１８分） 

①冬至②クリスマス③師走④大掃除⑤年越しそば⑥除夜の鐘⑦正月料理 

⑧初夢・書き初め・こと初め⑨干支⑩風邪をひかない工夫⑪春の七草・七草粥 

DG370 新訂 かさこ地ぞう（１３分） 

いのちとこころの性教育シリーズ 

教科：生活科・特別活動・保健体育 

DG304 うれしいな！赤ちゃんが生まれるよ （１～４年：１６分） 

赤ちゃんが生まれる家庭をドキュメントで紹介。お母さんのおなかの

中で赤ちゃんが大事に育てられていること、生まれたときには両親や

まわりの人々に大きな喜びを与えることを伝えます。 

DG305 おおきくなったよ！ぼく・わたし （１～２年：１６分） 

小さいころと比べると、体も心も成長しました。成長していくありの

ままの自分を受け止め、自分を大切にする気持ちを育てます。また、

その成長の過程には、家族や周りの人の助けがあったことを知り、相

手を思いやる心の大切さにも気づかせます。 

（DVD） 

DG84 手塚治虫アニメワールド

雨ふり小僧（２４分） 

大切な約束を守り続けた雨降り小

僧と、約束を忘れてしまった少年。

４０年後、大人になった少年は約束

を思い出します。 

苦くて、切なくて、温かくて何度観

ても涙が出ます。 

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 

令和２年 1２月号 

漫画家 鳥山明さんも泣いた！！ 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

理科 大地の成り立ちと変化 

DG225 第１巻 火山活動と火山の形（１５分） ●日本の火山●火山活動とプレートの動き●

伊豆大島●三宅島●昭和新山とミマツダイヤ

グラム●ハワイの火山●溶岩の粘り気と火山

の形 

DG226 第２巻 火山の噴出物・火山岩、深成岩・ 

造岩鉱物（１５分） 

●火山噴出物●火山岩と深成岩●造岩鉱物

●桜島と火山灰●浅間山と鬼押し出し 

DG227 第３巻 地震の原因と地球内部の働き 

（１５分） 

●地球規模でのプレートの動き●日本付近の

プレートの動き●震央と震源●P波と S波●東

北地方太平洋沖地震●震度とマグニチュード 

DG228 第４巻 地震に伴う土地の変化（１２分） ●兵庫県南部地震●地震に伴う土地の変化

の様子●隆起と沈降●地震による断層●津波 

DG229 第５巻 地層の重なりと過去の様子 

（１３分） 

●地層の観察●さまざまな露頭●火山灰の観

察●ボーリング調査●さまざまな地層 

DG230 第６巻 地層にみる過去の環境と地質年代 

（１２分） 

●地層のでき方●地層を作る岩石・堆積岩●

示相化石●元準化石●地質年代 

 
    地球と宇宙 

DG372 第１巻 天体の動きと地球の自転～日周運 

動（１７分） 

●太陽の１日の動き●太陽の動きの記録●星

座の１日の動き●星の動きの観察●地球の自

転と恒星の動き①●地球の自転と恒星の動き

②●天球モデル 

DG373 第２巻 天体の動きと地球の公転～年周運 

動と季節の変化（１５分） 

●地球の公転と地軸の傾き●季節と太陽の高

度●季節による昼の長さの変化●星座の１年

の動き●黄道１２星座 

DG374 第３巻 太陽系と恒星～太陽の特徴と月の 

運動（２０分） 

●太陽の姿①●太陽の姿②●月の公転●月

の満ち欠け●日食と月食 

DG375 第４巻 太陽系の惑星～惑星の特徴と動き 

（１９分） 

●太陽系の惑星●太陽系の惑星以外の天体

●太陽と惑星の距離●惑星の大きさと構造●

金星の見え方 

DG376 第５巻 太陽系と銀河系～宇宙のひろがり 

（１９分） 

●天の川と銀河●銀河系の星雲や星団●恒

星の一生●銀河系外の天体●日本の惑星探

査●小惑星探査機「はやぶさ」 

 

 

 

 

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 1２月号 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権 

DG241 いじめと戦おう！中学生篇～もしもあの日に戻れたら～（２３分） 

１日に２５００人以上が訪れる人気サイトが教える“いじめの生の声”を 

完全ドラマ化 

内容：いじめの発生・いじめのエスカレート・最悪の結末・いじめのメカニズムを知る①②・ 

いじめと戦う 

DG265 いじめはやめられる！－みんな加害者－（１７分） 

ネットに流した犯人はだれだ！？みつからないのは、みんなが加害者だから！？ 

子どもたちに、いじめについて新たな問題を提起するドラマ形式の教材です。 

DG283 聲
こえ

の形
かたち

（３０分） 

原作の「聲の形」（週刊少年マガジン）を基本に、教材としてのテーマを付加したドラマ形 

式の学習教材です。「いじめ」や「障がい」に対する意識と知識を高める内容になっていま 

す。原作：大今良時 

DG296 五井先生と太郎（１６分） 

実話をもとに脚色を加え制作しました。 

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、また太郎と五井先生の関わりからは人の心の温かさを感じとることができます。 

原作：丸山浩路 

DG331 いじめ１４歳の Message（２５分） 

この作品は、当時１４歳だった作者、林慧樹さんが学校で実際にイジメにあい、それを乗 

り越えて書いた小説をアニメーションにしました。 

DG356 トランスジェンダーの子どもたち 性の多様性と人権を考える➀（中学～：６０分） 

積極的にセクシュアルマイノリティ支援を行うカリフォルニア州でのトランスジェンダーの 

子どもたちとその家族を取材。真の性の自覚とその対応について考える内容となってい 

ます。 

DS79  ホームタウン 朴英美（パク・ヨンミ）のまち（中学～：５４分） 

本名を名のり、新任看護師として働く在日韓国人３世の朴英美の姿を通して、それぞれ 

の生き方・考え方を大切にして相互に理解し合うことの必要性、すべての人の人権が 

尊重される社会の実現について考えるドラマ作品です。 

DS80 アイムヒア僕はここにいる 僕の歩み～発達障害とともに～（中学～：５４分） 

広汎性発達障害を持つ青年の奮闘を描くドラマ。知的に遅れはないものの、 

発達がアンバランスなため学校や社会の中で生きにくさを感じ苦しんでいる 

発達障害の人たちのことをわかりやすく描いています。 

 

防滴形ワイヤレスアンプ 

定格出力４０W・ダイバシティ ８００MHｚ帯 ワｲヤレスチューナー付 

CDプレーヤー（SD/USB付） 

貸
出
機
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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 1２月号 

クリスマス 

DG3  たのしい行事シリーズ クリスマスキャロル（２９分） 

DG83 年中行事 アニメーションシリーズ Part２ 

 「神様がくれたクリスマスツリー」（１２分） 

DG201 トムとジェリー 恋ははかなく 「メリークリスマス」（全８話６０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  

「サンタのプレゼント」（全８話６４分） 

冬のおはなし 

DG193 日本の童話② 「つるのおんがえし」（全２話２９分） 

DG369 冬休みだ。全員集合！冬の行事や習慣、なるほど講座！（１８分） 

①冬至②クリスマス③師走④大掃除⑤年越しそば⑥除夜の鐘 

⑦正月料理⑧初夢・書き初め・こと初め⑨干支⑩風邪をひかない 

工夫⑪春の七草・七草粥 

DG370 新訂 かさこ地ぞう（１３分） 

（DVD） 

DG84 手塚治虫アニメワールド 

雨ふり小僧（２４分） 

大切な約束を守り続けた雨降り

小僧と、約束を忘れてしまった少

年。４０年後、大人になった少年

は約束を思い出します。 

苦くて、切なくて、温かくて何度

観ても涙が出ます。 

防火教育 

DS78  思わぬ火もと 高齢社会・増え続けている電気火災（高齢者・一般：２０分） 

     内容：電気火災・配線器具による火災・逃げ遅れ・住宅用火災報知器など 

DS117 火災！逃げ遅れを防げ！増加している高齢者住宅火災（高齢者・一般：２１分） 

   内容：フラッシュオーバー現象・逃げ遅れ・未然に防ぐ・住宅用火災警報器など 

予防 

DS７7  これだけは知っておきたい新型インフルエンザの予防と対策（一般：２５分） 

     内容：新型インフルエンザ・予防法・大流行が起こったらなど：２００９年制作 

DS97  強毒性Ｈ５Ｎ1型 新型インフルエンザの脅威 （一般：１８分） 

     内容：新型インフルエンザ・感染の仕方・個人、社会への影響など：２０１０年制作 

※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。 

高齢者 

DS102 誰もがいずれは高齢者～高齢者の交通事故をなくすために～（高齢者・一般：２４分） 

内容：心身機能と運動能力の変化・安全運転のために気をつけることなど 

DS124 青空球児・好児のお年寄りの安全生活術 防ごう！家庭内・外出時の事故（高齢者・一般：２０分） 

内容：家庭内の危険・外出時の危険 

漫画家 鳥山明さんも泣いた！！ 


