
鹿児島市教育委員会学習情報センター

シリーズ映像でみる人権の歴史 第6巻　日本国憲法と部落差別
内　容

番　号 d-439
分　類 人権教育
対　象 小（高）・中・高・教職員
時　間 17分

制作年度 2017年度

小学生向けコミュニケーション学習ビデオ　ブッククラブ大好き　どんなことを考えた？
内　容

番　号 d-441
分　類 国語
対　象 小（中）
時　間 小学生向け15分・指導者向け15分

制作年度 2012年

中学生向けコミュニケーション学習ビデオ　話し合って考えよう　ディスカッションの仕方
内　容

番　号 d-442
分　類 国語
対　象 中学生
時　間 20分

制作年度 2012年

なぜなに？社会科映像資料集　DISC1　飲料水・電気
内　容

番　号 d-443
分　類 社会
対　象 小（中）
時　間 11分～14分

制作年度 2018年

なぜなに？社会科映像資料集　DISC２　ごみ処理・下水道
内　容

番　号 d-444
分　類 社会
対　象 小（中）
時　間 10分～13分

制作年度 2018年

１　知りたい！浄水場
２　知りたい！火力発電所
３　知りたい！自然エネルギーを使った発電

令和２年度　視聴覚教材購入一覧

「金魚鉢形式」で議論を重ねていき，対話と対論（批判・反論の仕方）を学ぶことで，より
高いコミュニケーション力を付けることを目的としています。
１　話し合うテーマについて理解する。　　２　自分の考えをまとめる。
３　ディスカッションをする。　　　　　　４　周りの意見も聞く。

１　知りたい！清掃工場
２　知りたい！資源のリサイクル
３　知りたい！下水処理場

　ある小学校の中学年のクラスが「狐のつかい」という電子ブックを題材に，先生が読み聞
かせを行います。そのあと児童に，物語の流れにそって自由に意見を出してもらいます。児
童たちが色々な角度から物語内容の理解を深める姿を描いています。

　日本国憲法がどのような経過を経て憲法が制定されたのかを検証し、その過程で戦後初の
男女同権による民主選挙によって選出された国会議員たちが、主体的に憲法制定に取り組ん
だことを明らかにしました。誰ひとりとして「差別されない」と明記された「日本国憲法」
こそが、真の「解放令」であることを伝え、「差別を黙って見過ごしてはならない」こと
を、いま改めて憲法の意義とともに問いかけます。
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鹿児島市教育委員会学習情報センター

宇宙のひみつがわかるえほん（アニメ）
内　容

番　号 d-445
分　類 理科
対　象 小学生
時　間 各12分

制作年度 2020年

忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ（アニメ）
内　容

番　号 d-446
分　類 道徳
対　象 幼・小（低）
時　間 各10分

制作年度 1999年

みんなの個人情報　なぜ知られる？どうしたら守れる？
内　容

番　号 d-447
分　類 道徳
対　象 小学生
時　間 20分

制作年度 2017年

東映Vキッズシリーズ　からすのパンやさん/どろぼうがっこう（アニメ）
内　容

番　号 d-448
分　類 教科外
対　象 幼・小
時　間 計40分

制作年度 2006年

薬物乱用はなぜいけないのか
内　容

番　号 d-449
分　類 保健・性教育
対　象 中・高
時　間 19分

制作年度 2019年

　仲良し3人組のもっくん・そらちゃん・かいくんが宇宙のことなら何でも知っているタコ
ロス先生と不思議なネコと一緒に宇宙の秘密のアレコレを考えます。
第１話　なぜ，星は光っているの？
第２話　宇宙人は，ほんとにいるの？

　青少年の薬物乱用を防止するためのドラマ形式の教材です。大麻を始めとした危険な薬物
の種類とその有害性を紹介し、これらの薬物乱用が引き起こす問題点を示していきます。ま
た、喫煙・飲酒の害や、医薬品の乱用の危険性についても解説しています。薬物乱用から薬
物依存になっていく恐ろしさを伝え、薬物を拒絶する強い意志を持たせる内容となっていま
す。

第１巻　よいと思うことをおこなう
第２巻　あたたかい心でしんせつにする
第３巻　きまりを守って協力しあう

　「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。また、新しい個人情報であるマイ
ナンバーについても、基本的なことを解説します。
１　ID，パスワードってなあに？　２　個人情報がぬすまれる。
３　マイナンバーを大切に　　　　４　エンディング

第１話　からすのパンやさん（約19分）
第２話　どろぼうがっこう（約21分）
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鹿児島市教育委員会学習情報センター

火事から自分の命を守る　生きぬくためのリスクウォッチ
内　容

番　号 d-450
分　類 防犯・防災
対　象 小学生
時　間 15分

制作年度 2020年

気象災害から身を守ろう！　台風・大雨・落雷・土砂災害・竜巻
内　容

番　号 d-451
分　類 防犯・防災
対　象 小（中・高）
時　間 19分

制作年度 2016年

あおり運転　加害者にも被害者にもならないために
内　容

番　号 d-452
分　類 防犯・防災
対　象 一般・教職員
時　間 16分

制作年度 2019年

なぜ，騙されるのか？　高齢者を狙う悪質商法・詐欺に対処するには
内　容

番　号 d-453
分　類 消費者教育
対　象 一般
時　間 23分

制作年度 2019年

働き方改革を成功させる　ダイバーシティマネジメント 　全１巻
内　容

番　号 d-454
分　類 研修教材
対　象 一般・教職員（管理職向け）
時　間 39分

制作年度 2019年

　社会問題になっている「あおり運転」。運転する多くのドライバーが「あおり運転」を経
験しています。「あおり運転」の加害者にも被害者にもならないためにどうすれば良いのか
を学んでいく内容となっています。
１　運転中は感情のコントロールが大切
２　加害者にも被害者にもならないために
３　「あおり運転」の被害にあった場合の４つの対処方法

　子供たちに親しみやすいアニメキャラクターの「防災　守くん」がナビゲーターとなり，
この守くんから小学生の姉妹が気象災害のしくみや危険から身を守る方法を学んでいきま
す。
１　台風災害（暴風）　２　大雨災害（水害）
３　土砂災害　　　　　４　様々な災害をもたらす積乱雲
５　竜巻災害　　　　　６　「気象情報」を活かし災害に備える。

 この教材では，アメリカの消防署で1980年代に作成され，現在でも教えられ続けている秀
逸な火災プログラムを映像で分かりやすく紹介しています。
１　火事を起こさないために
２　自分の体に火が燃えうつったら　ストップ，ドロップ＆ロール
３　家が火事になったら　グレートエスケープ（火事からの脱出）

 

　「自分は騙されない」と思っている主人公が，悪質業者の巧みな罠にかかっていく迫真の
ドラマを通して，自分だけで判断することの危険性を訴えるとともに，被害に遭わないため
の対処法と，周囲とのコミュニケーションの大切さを描いています。

　管理職は、自分の経験や思い込みで部下を管理するのではなく、それぞれの部下が抱えて
いる問題や価値観を理解する「ダイバーシティマネジメント」を身につけることが重要で
す。それによって組織の効率化を図り、働き方改革を成功させる第一歩とすることができま
す。３ステップで「ダイバーシティマネジメント」を身につける内容となっています。

3



鹿児島市教育委員会学習情報センター

パワーハラスメントを考える　 第１巻　パワハラを正しく理解するために
内　容

番　号 d-455
分　類 研修教材
対　象 一般・教職員
時　間 28分

制作年度 2013年

パワーハラスメントを考える　第２巻　パワハラにならない叱り方
内　容

番　号 d-456
分　類 研修教材
対　象 一般・教職員（管理職向け）
時　間 27分

制作年度 2013年

日本を変えた女性たち　津田梅子
内　容

番　号 d-457
分　類 教養
対　象 中・高・一般
時　間 18分

制作年度 2018年

いのちと死の授業　第１巻　難病と闘って気づいたこと
内　容

番　号 d-458
分　類 道徳
対　象 小・中・高・教職員
時　間 児童・生徒向け27分　　教職員向け29分

制作年度 2017年

いのちと死の授業　第２巻　殺処分から救われ　人を助ける犬に
内　容

番　号 d-459
分　類 道徳
対　象 小・中・高・教職員
時　間 児童・生徒向21分　教職員向け23分

制作年度 2017年

　NPO法人「ももの木」は白血病やがんなどの患者の方やその家族が集い，悩みを共有した
り交流したりする活動をしている団体です。この巻では，「ももの木」のメンバーへのイン
タビューや，小学校での講演を通して，「人生には限りがあるからこそ，生きている今を輝
かせて大切にしよう」というメッセージを伝えています。
※授業で使用する際は，事前に視聴してください。

　女性の教育環境や活躍の場が極めて限られていた時代に、日本社会を動かした女性たちが
いました。その中の一人，女性の可能性を世界へ広げた教育者「津田梅子」を紹介した作品
です。活動に至った強い思いや、その功績、時代背景等を描き、今の日本社会にもたらした
インパクトをも紹介しています。文部科学省選定

　上司だけでなく，誰もがパワハラ加害者になりえる現在，何がパワハラを生み，どのよう
な行為がパワハラになるのか，３つの事例から職場全員でパワハラを正しく理解する基礎的
教材です。
事例１「根性論を振りかざす上司」　事例２「組織からはじき出された上司」
事例３「同僚からのパワハラ」

　指導・叱責はコミュニケーションの一環で行われることが大切であり，相手に正しく伝わ
らなかったり，受け入れられなければ意味がありません。この作品は，３つのケースから部
下にどう対応すればいいのか，パワハラにならない叱り方，指導法を解説する管理職向けの
教材です。
事例１「報告しない部下」　事例２「協調性のない部下」
事例３「ケアレスミスをくり返す部下」

　日本では年間約10万頭もの犬や猫が殺処分されています。人間の都合でたくさんの命が殺
処分されてしまう現実や，この現状を変えようとしている日本レスキュー協会の活動を通し
て，命の尊さについて考えます。最初は人におびえていた犬たちが人を助ける犬に成長して
いく過程を通して，動物たちにも人と同じ尊い命があること，どんな命も輝けることを伝え
ます。
※授業で使用する際は，事前に視聴してください。
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鹿児島市教育委員会学習情報センター

いのちと死の授業　第３巻　いじめ・自殺を防ぐために
内　容

番　号 d-460
分　類 道徳
対　象 小・中・高・教職員
時　間 児童・生徒向け16分　教職員向け33分

制作年度 2017年

いのちと死の授業　第４巻　学校における自殺予防教育
内　容

番　号 d-461
分　類 道徳
対　象 小・中・高・教職員
時　間 児童・生徒向け19分　教職員向け25分

制作年度 2017年

特選　イソップ物語③　４話収録版（アニメ）
内　容

番　号 d-462
分　類 教科外
対　象 幼・小
時　間 50分

制作年度 2001年

特選　イソップ物語④　４話収録版（アニメ）
内　容

番　号 d-463
分　類 教科外
対　象 幼・小
時　間 50分

制作年度 2001年

世界名作アニメ　ダンボ（アニメ）
内　容

番　号 d-464
分　類 教科外
対　象 小・中・高
時　間 約64分

制作年度 1941年

１　こな屋とロバ
２　ウサギとカメ
３　けんかした牛
４　ひつじかいの少年

１　いなかのねずみと町のねずみ
２　森のばん人
３　畑にうめた宝物
４　かえるの王さま

　サーカスの笑いものだったダンボが，空飛ぶ象としてサーカスのスターに成長する物語で
す。主役のダンボの愛らしさと，母親ジャンボとの親子愛に感動させられます。

　ここでは，いくつかの学校で実際に行われている自殺予防のための体験型授業を紹介して
います。この授業は，教員と児童生徒，または児童生徒同士が自殺予防について実感を伴い
ながら学び合う相互交流を重視した参加型の授業です。授業を通して，自分自身や友だちが
直面する「こころの危機」について考え，その危険な状態を切り抜ける力や友だちを支える
すべを身につけます。
※授業で使用する際は，事前に視聴してください。

　この巻では，いじめの被害にあった子供たちや，自殺にいたってしまった子供たちの3つ
の例をドラマで再現し，原因について解説しています。さらに，周りでの気づきを促した
り，自尊感情を育てるために実際に学校で行われている活動を紹介しています。
※授業で使用する際は，事前に視聴してください。
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世界名作アニメ　ピノキオ（アニメ）
内　容

番　号 d-465
分　類 教科外
対　象 小・中・高
時　間 約88分

制作年度 1941年

　カルロ・コロディの名作童話「ピノキオ」をアニメーション化した作品です。ゼペットじ
いさんと妖精によって命を与えられたあやつり人形ピノキオの成長を描いています。

　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

※ 対象の表記
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