
鹿児島市立学習情報センター

火災から人を守る 町を守る　消防しょのはたらき
内　容

番　号 d-384

分　類 社会

対　象 小（中・高）

時　間 20分

制作年度 2016年

おじゃる丸　ちっちゃいものの大きなちから（アニメ）
内　容

番　号 d-385

分　類 道徳

対　象 幼・小（低）

時　間 11分

制作年度 2000年

小学生のスマホの安全な使い方教室　1巻　自分も相手も傷つけないために
内　容

番　号 d-386

分　類 道徳

対　象 小学生

時　間 21分

制作年度 2018年

小学生のスマホの安全な使い方教室　2巻　危険な目にあわないために
内　容

番　号 d-387

分　類 道徳

対　象 小学生

時　間 18分

制作年度 2018年

　小学校学習指導要領をふまえて、災害のひとつとして「火災」を取り上げ、火災から人び
との安全を守るための、消防署を中心としたしくみや活動を紹介していきます。子供が消防
署を見学するための準備学習やふりかえり学習の教材として、授業の中で活用できる内容と
なっています。
（文部科学省選定）

 この作品は、スマホを利用してトラブルに巻き込まれる小学生の事例をドラマで描き、子
供たちが情報社会における正しい判断力と態度を身につけ、危険回避の方法を理解すること
を狙いとしています。
①スマホのマナー　②会って大丈夫？　③相手の事情を考えてる？

平成30年度　視聴覚教材購入一覧

　この作品は、スマホを利用してトラブルに巻き込まれる小学生の事例をドラマで描き、子
供たちが情報社会における正しい判断力と態度を身につけ、危険回避の方法を理解すること
を狙いとしています。
①課金して大丈夫？　②ネットの詐欺　知ってる？　③ネット依存の恐怖

　この作品は、2020年に全面改訂される新しい学習指導要領のなかの「特別の教科　道徳」
指導用教材として活用できるほか、小学校低学年や幼児向けの人権啓発教育のきっかけとな
る教材として、あるいは、行事やイベントなど、子供たちが楽しく参加できる映像体験のた
めのコンテンツとしても、幅広く活用できる内容となっています。
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鹿児島市立学習情報センター

みんなの情報モラルⅡ　ゲーム機、スマホ安全教室（アニメ）
内　容

番　号 d-388

分　類 道徳
対　象 小・一般
時　間 21分（小学生）　22分（一般）

制作年度 2017年

インターネットと個人情報　自分自身を守るポイント
内　容

番　号 d-389

分　類 道徳

対　象 中・高

時　間 20分

制作年度 2017年

感染症流行中！　どう備える？どう防ぐ？
内　容

番　号 d-390

分　類 保健・性教育

対　象 中学生

時　間 22分

制作年度 2016年

特選イソップ物語②　4話収録版（アニメ）
内　容

番　号 d-391

分　類 教科外

対　象 幼・小

時　間 50分

制作年度 2001年

　「IDやパスワードとは何か」「個人情報がどんな手口で他人に知られてしまうのか」「個
人情報が悪用されることでどのようなダメージを招くのか」を具体的に紹介します。
そして、個人情報漏洩の予防法、対処法についても示します。（文部科学省選定）
①IDとパスワードとは　②情報を盗むネットの罠
③マイナンバーとは　  ④エンディング

　ゲーム機、スマホを使いはじめる前に、デジタル機器やネットに潜む危険性に気付くこと
ができる情報モラル教材です。児童とその保護者それぞれに必要な知識と心得を学ぶ内容と
なっています。（文部科学省選定）

　微生物が体内に侵入することで起こる感染症の知識を中学生レポーターによる専門家への
取材、再現映像等でわかりやすく解説しています。
①人からうつる―インフルエンザ　②人からうつる―麻しん（はしか）、風しん
③蚊に刺されてうつる

①北かぜとおひさま
②まねしたカラス
③きつねとぶどう
④アリとセミ
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鹿児島市立学習情報センター

ズッコケ三人組の自転車教室（アニメ）
内　容

番　号 d-392

分　類 防災・予防

対　象 幼・小

時　間 14分

制作年度 2016年

大丈夫ですか！火の消し忘れ　～データでみる住宅火災の原因～
内　容

番　号 d-393

分　類 防災・予防

対　象 中・高・一般

時　間 19分

制作年度 2016年

「私は大丈夫」その自信が危ない！
内　容

番　号 d-394

分　類 消費者教育

対　象 一般

時　間 24分

制作年度 2016年

内　容

番　号 d-395

分　類 消費者教育

対　象 中・高・一般

時　間 19分

制作年度 2016年

　この作品では、「プリペイドカード詐欺」「マイナンバー便乗詐欺」「老人ホーム入居権
詐欺」の事例を分かりやすく描き、被害を食い止める方法を示唆する内容となっています。
（文部科学省選定）

　この作品は、幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ番組で人気の「ズッコケ三人組」の
キャラクターと共に「自転車は車の仲間」「道路で自転車の走れるところ」「横断歩道の渡
り方」「交差点の渡り方」「危険な運転とは・・・」など、自転車の交通ルールやマナーを
正しく身につけていく教材です。

　最新のデータを基に、火災発生の危険性が高いものを取り上げながら、出火防止のポイン
トや対策を家族みんなで考える内容です。実際の火災事例、火災実験の映像などを見なが
ら、家族全員で火災を起こさない環境や習慣をどのように身につければよいのか、火災から
自らの家を守るための内容です。

 

　この作品では、どのようなケースで若者が標的にされ、被害が増加しているのか、実際に
若者が被害に遭った事例を再現ドラマで描き、それぞれの事例で未然に被害を食い止める方
法を訴えています。（文部科学省選定）

「買ってきて！」は詐欺です　

3 



鹿児島市立学習情報センター

自閉症児の教育と支援　～個性的な姿と対応のポイント～
内　容

番　号 d-396

分　類 研修教材

対　象 一般・教職員

時　間 83分

制作年度 2017年

ダウン症の理解と支援　第1巻　ダウン症児の発達
内　容

番　号 d-397

分　類 研修教材

対　象 一般・教職員

時　間 30分

制作年度 2017年

ダウン症の理解と支援　第2巻　ダウン症児との付き合い方
内　容

番　号 d-398

分　類 研修教材

対　象 一般・教職員

時　間 30分

制作年度 2017年

内　容

番　号 d-399

分　類 その他

対　象 中・高・一般

時　間 28分

制作年度 2017年

　この作品は「なぜ日本は戦争を止められなかったのか」その疑問を中学3年の女子生徒
が、戦争体験者の曽祖父から聞き出しながら戦争への拡大の足跡を資料映像で辿っていきま
す。戦争はどんな理由があろうと避けるべきです。そのために必要なことは、悲惨な戦場へ
の想像力です。平和は与えられるものではなく、一人ひとりが作り上げていくものであるこ
とを訴えます。

　この作品ではダウン症とは何か、ダウン症児の特性とはどのようなことなのか、どのよう
な支援が必要なのか等の基本的な理解と幼児期から青年期までを中心に簡略にまとめていま
す。第2巻では具体的な接し方について、実際のダウン症の方たちの映像を見ていきます。

　この作品では、自閉症児の一般的に見られる特性に対応した支援を基本にしつつ、その子
にあった環境整備と個別対応、一斉授業の中での配慮について紹介しています。8つのシー
ンを切り取り、自閉症児の行動と教師の対応を見ていく内容となっています。

涙に浮かぶ記憶　戦争を次世代へ伝えて

　この作品ではダウン症とは何か、ダウン症児の特性とはどのようなことなのか、どのよう
な支援が必要なのか等の基本的な理解と幼児期から青年期までを中心に簡略にまとめていま
す。第1巻では、基本的な理解について映像で見ていきます。
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鹿児島市立学習情報センター

内　容

番　号 d-400

分　類 その他

対　象 小・中・高・一般

時　間 30分

制作年度 2017年

あした咲く
内　容

番　号 d-401

分　類 人権教育

対　象 一般

時　間 36分

制作年度 2017年

そんなの気にしない　－同和問題－
内　容

番　号 d-402

分　類 人権教育

対　象 一般

時　間 17分

制作年度 2016年

アニメで再現！　不祥事の未然防止・再発防止シリーズ　第1巻
内　容

番　号 d-403

分　類 研修教材

対　象 一般・教職員

時　間 29分

制作年度 2015年

永遠の記憶　～認知症を知る～　

　認知症の症状をわかりやすく表現し、立場や環境が違う人を思いやる心をもつことの大切
さを学んでもらうために制作されたドラマ教材です。鹿児島が舞台となっている作品です。
（文部科学省選定）

　自分が同和地区出身であることを親友に明かしたときに返ってきた「そんなの気にしな
い」という言葉。「気にしない」という言葉の底には、そのことをマイナスに見る意識がな
いでしょうか。私たちが普段なにげなく使う言葉や態度の中には、相手を傷つけるものがあ
るかもしれません。そして、その壁を乗り越えるのは、相手を信じる力だということを伝え
る作品となっています。

　この作品は、それぞれの立場ゆえの悩みや葛藤を抱えている生き方の異なる姉妹が登場
し、姉妹での対立や、父との対話、そして、地域の人々とのふれあいを通して、別の視点や
価値観に気づいていきます。自分で自分の生き方を選択し、女性はもちろん全ての人が輝け
る社会の実現をめざす内容となっています。

　繰り返される不祥事事件、どうして不祥事は減らないのか？事例ごとにアニメーションで
再現し、監修者から刑事、民事、服務上の責任等、不祥事による大きな代償について詳しく
説明します。
①盗撮　②ストーカー　③飲酒運転　④危険ドラッグ
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鹿児島市立学習情報センター

アニメで再現！　不祥事の未然防止・再発防止シリーズ　第2巻
内　容

番　号 d-404

分　類 研修教材

対　象 一般・教職員

時　間 31分

制作年度 2015年

障がいを越えて
内　容

番　号 d-405

分　類 人権教育

対　象 一般

時　間 30分

制作年度 2016年

　教職員 ： 教職員

　小（高） ： 小学校高学年　　  中 ： 中学生　　　 高 ： 高校生　　　　　　　　　 一般 ： 一般、保護者向け

　幼 ： 幼稚園、保育園　　　　  小 ： 小学生　　 　小（低）： 小学校低学年　　 小（中）： 小学校中学年

「障害のある人とどう接していいかわからない」障がい者と健常者を隔てる壁。それは何故
できるのか、どうすれば越えられるのか。この作品に出ている人たちの多くも、最初は壁を
感じていました。しかし、相手に向かって一歩踏み出すことで、必ず壁に穴があき、そこか
ら新しい景色が見えてくる。人権について、様々な角度から考えることができる作品です。

　繰り返される不祥事事件、どうして不祥事は減らないのか？事例ごとにアニメーションで
再現し、監修者から刑事、民事、服務上の責任等、不祥事による大きな代償について詳しく
説明します。
①横領　②情報漏洩（故意）③情報漏洩（過失）④マタハラ

※ 対象の表記
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