
鹿児島市教育委員会学習情報センター

スマホ依存　スマホ依存の恐怖とその対策法
内　容

番　号 d-415
分　類 道徳
対　象 中・高・一般
時　間 12分

制作年度 2017年

Voice！！！　人権の教室
内　容

番　号 d-416
分　類 人権教育
対　象 小（中・高）・中・高・一般
時　間 38分

制作年度 2018年

わっかカフェへようこそ　～ココロまじわるヨリドコロ～
内　容

番　号 d-417
分　類 人権教育
対　象 一般
時　間 35分

制作年度 2016年

体罰を防ぐアンガーマネジメント
内　容

番　号 d-418
分　類 研修教材
対　象 教職員
時　間 17分

制作年度 2017年

令和元年度　視聴覚教材購入一覧

　この作品は，3部構成になっており，第1部はオリンピック・パラリンピックを通して人権
を考えることができ，第2部は北朝鮮による拉致問題，第3部は子供の人権（いじめ問題）を
考えさせることができる作品です。「人権」を自分の問題として，また日常の問題として考
える機会となるように制作されました。保護者，PTAや青少年育成に関わる方など幅広い場
面で活用できるように構成しています。

　この作品はアンガーマネジメントに基づいた「怒り」をコントロールして上手につきあう
方法，怒りを鎮める具体的なノウハウを解説しています。「怒り」という感情に支配されて
最悪の行動（体罰）を防止する教員向け動画コンテンツです。

　日本国民の2人に1人がスマホを利用しているといわれています。スマホ依存の人の特徴，
依存する原因，そして，依存による悪影響を説明し，スマホ依存にならないための方法を紹
介しています。

　この作品は，三つのエピソードを通して自分も相手も大切にすることができる，自分なり
の「ココロ　まじわる　ヨリドコロ」をつくりながら，自分には何ができるのかをドラマや
解説・インタビューなどで紹介しています。
１　インターネットによる人権侵害 －三色団子の向こう側－
２　高齢者の人権 －世代をつなぐ柏餠－
３　外国人の人権 －コンペイトウの来た道－
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鹿児島市教育委員会学習情報センター

教員のための保護者対応力向上シリーズ　第6巻：対応の難しいケース編
内　容

番　号 d-419
分　類 研修教材
対　象 教職員
時　間 25分

制作年度 2012年

どうして盗まれる？個人情報　ネット・トラブルに巻き込まれない秘訣
内　容

番　号 d-420
分　類 その他
対　象 一般
時　間 24分

制作年度 2017年

うしわかまるのゆうかいからじぶんをまもる！（アニメ）
内　容

番　号 d-421
分　類 防犯・予防
対　象 幼・小（低）
時　間 11分

制作年度 2018年

ボクはすぐに逃げたんだ（アニメ）
内　容

番　号 d-422
分　類 防犯・予防
対　象 小（中・高）
時　間 14分

制作年度 2012年

　タイムスリップして，現代に来たうしわかまるは，人間に化けた大魔王から何度も誘拐さ
れそうになります。そこでカラス天狗から，誘拐から自分を守るためにはどうすればよいか
を学んでいきます。うしわかまるとともに、視聴者の子どもたちに誘拐の恐ろしさと，自分
で自分の身を守る大切さを伝える内容です。

　この作品では，釜石市の小学生が津波避難の三原則を守って，どのように避難したかを詳
細に描きながら，まず地震が起こった時の身の守り方，そして津波のメカニズムや特徴など
をおりまぜて，子どもたちの防災力向上を目的に制作したものです。
（文部科学省選定）

　対応が難しい事例を基に，解決に向けて対応のポイントを解説しています。
１ プロローグ
２ 生きづらさや葛藤を抱えている保護者への対応
３ 違法行為・不当要求への対応
４ 問題が別にある場合への対応
５ エコロジカルマップ　６ エピローグ

　この作品では，ネット上で個人情報を守るために大切なこととして，IDとパスワードとは
何かということについて解説し，IDとパスワードなどの個人情報がどんな手口で他人に知ら
れてしまうのか，悪用されることでどのような損害を招くのか，具体的に紹介しています。
１　ID,パスワードの重要性と不正アクセス
２　個人情報を盗むネットの罠
３　マイナンバー制度と個人情報
４　ネットを安全に利用する心がまえ
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鹿児島市教育委員会学習情報センター

自分の運転のここが危ない！　高齢ドライバー　安全運転のポイント
内　容

番　号 d-423
分　類 防犯・予防
対　象 一般
時　間 20分

制作年度 2018年

助ける，助かる　検証　西日本豪雨
内　容

番　号 d-424
分　類 防犯・予防
対　象 一般
時　間 22分

制作年度 2019年

あなたの老後の資金が奪われる！
内　容

番　号 d-425
分　類 消費者教育
対　象 一般
時　間 24分

制作年度 2019年

内　容

番　号 d-426
分　類 道徳
対　象 小（中・高）
時　間 19分

制作年度 2018年

 

　この作品では，子供たちがドラマに登場するいじめの被害者・加害者・傍観者の立場に自
分を置き換えて視聴することで，いじめ行為を受けたクラスメイトの本当の気持ちに気づく
力を養い，いじめの傍観者にならず，解決のために何か行動しようとする意識をもつことを
ねらいとしています。

　この作品では，特殊許欺の中で発生件数と被害額が多い「オレオレ詐欺」「キャッシュ
カード交付型許欺」「架空請求許欺」を取り上げ，その事例をドラマ形式で再現しながら，
許欺師の巧妙な手口をわかりやすく紹介しています。
そして，「少しでも不審に思ったらすぐに相談窓口へ連絡をすること」，さらに，詐欺から
身を守る最も効果的な方法として，「防犯電話の設置や留守番電話を活用すること」を強く
勧めています。（文部科学省選定）

　この作品では，安全運転を継続するためのヒントを，自動車学校での有効視野の実験や模
擬講習，さらに路上での高齢ドライバーの走行などで描きます。そして、高齢ドライバーに
ありがちな過信と有効視野の問題に焦点を当て，これからも運転を続けたいと考える高齢ド
ライバーの皆さんへ，安全運転のためのひとつのあり方を示します。また，高齢ドライバー
に多いと言われているブレーキとアクセルの踏み間違いについてもふれています。

　この作品は，まず大雨が発生する原因とそれがどのような危険となり災害となっていくか
を，過去の豪雨被害の実態と被災者の声を紹介しつつ，イラストやCGを組み合わせてわかり
やすく解説します。そして,危険が迫っていることを事前に知るための情報収集の方法，気
象庁などから出される災害情報の内容を紹介します。さらに、いざというときの身の守り方
や，日頃準備しておくべきことを示しています。（文部科学省特別選定）

いじめ　心の声に気づく力
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鹿児島市教育委員会学習情報センター

いじめ回復マニュアル　－大人たちから君たちへ－
内　容

番　号 d-427
分　類 道徳
対　象 教職員・一般
時　間 17分

制作年度 2017年

三びきの子ぶたの交通安全（アニメ）
内　容

番　号 d-428
分　類 防犯・予防
対　象 幼・小（低）
時　間 14分

制作年度 2018年

中学生・高校生のための自転車交通ルール
内　容

番　号 d-429
分　類 防犯・予防
対　象 中・高
時　間 19分

制作年度 2016年

内　容

番　号 d-430
分　類 防犯・予防
対　象 一般
時　間 18分

制作年度 2017年

　この作品は，いじめを学校・家庭・地域・社会全体の課題として見つめ直し，いじめ体験
がある，いじめをよく知る大人たちが，児童・生徒・いじめを抱える子供たちへ，いじめ回
復の道筋を提言するものとなっています。

交通事故は防げる！　事故映像から検証する安全運転のポイント

　子ぶたの兄妹が，道路の歩き方や横断歩道の渡り方，道路標識の意味などを，うさぎ先生
に教えてもらいながら学んでいきます。子供達が可愛い子ぶたのキャラクター達と一緒に，
交通ルールを楽しく学ぶことができる作品となっています。

　この作品は，24時間体制で取材した交通事故の現場映像，ドライブレコーダーが捉えた事
故の瞬間の映像，及び最新のCG映像を交えて，安全運転のポイントを検証していきます。事
故事例として特に多い，追突事故・出会い頭の事故・右左折時の事故について，それぞれ気
を付けるべきところを解説しています。

　危険な自転車運転の結末は・・・。一瞬にして起きる悲劇をこれまでにない印象的な再現
映像で示し，交通ルールの大切さを中高生の心に深く刻みこみます。平成27年6月に施行さ
れた自転車運転者講習制度にも触れています。
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鹿児島市教育委員会学習情報センター

内　容

番　号 d-431
分　類 その他
対　象 小・中・高・一般
時　間 20分

制作年度 2019年

見逃すな！危険予測のポイント
内　容

番　号 d-432
分　類 防犯・予防
対　象 一般
時　間 23分

制作年度 2017年

シリーズ映像でみる人権の歴史　第5巻　渋染一揆を闘いぬいた人々
内　容

番　号 d-433
分　類 人権教育
対　象 小（高）・中・高
時　間 18分

制作年度 2017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

　江戸時代末期，岡山藩では，被差別身分の人々にあからさまな差別を行う厳しい御触れを
出します。これに対し藩内53か村の人々は，のちに「渋染一揆」と呼ばれる大規模な抵抗運
動を起こしました。この作品では，人としての尊厳をかけ，知恵と力を合わせて闘った人々
から，いま学ぶべきことは何かを問いかけています。

　この作品では初心者からベテランドライバーまで様々な方にアイマークカメラという特殊
な装置を装着してもらい，視線の動きを記録します。その検証結果を踏まえて見逃してはい
けない危険予測のポイントを説明していきます。

アゲハがとんだ（アニメ）－1945・3・10東京大空襲－

　1945年の東京大空襲をテーマに，戦争の悲惨さと平和の大切さを訴える平和教材アニメー
ション。のどかな学童疎開の風景と，激しい空襲の様子，最後に飛び立つアゲハの震えるほ
ど美しい様子を対比させ，見る人の心に強く訴えかけます。

※ 対象の表記
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