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８０文字くらいが限度？

小学校のスマホの安全な使い方

＜内容＞

子どもたちに安全で正しいスマホの使い方を

分かりやすく解説。子どもたちが情報社会に

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。

【教材番号：Ｄ30219、D30220】

視聴覚教材一覧

情報教育

小学生道徳（低学年向け）

㉞はしのうえのおおかみ

＜内容＞

主人公のおおかみが、うさぎたちを相手に意地悪

をします。しかし、くまから親切にされたおおか

みは、自分の行為を振り返ります。

【教材番号：Ｄ30222】

道徳・特活

小学生道徳（低学年向け）

㉚金のおの

＜内容＞

あの日働き者のきこりは、あやまって大切な斧を

池に落としてしまいました。斧がなければ木を

切ってお金を稼ぐことができません。そこに…

【教材番号：Ｄ30221】

道徳・特活

（20分）

（20分）

（18～21分）
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小学生道徳（中学年向け）

④花咲き山

＜内容＞

「あっ！今、花咲き山でおらの花が咲いている

な。」村の人間が心やさしい行動をとると花咲き

山に花が咲く。現代人が失いかけている心のやさ

しさについて描いた作品。

【教材番号：Ｄ30223】

視聴覚教材一覧

道徳・特活

小学生道徳（高学年向け）

㊲手品師

＜内容＞

売れない手品師が、大劇場のステージに立てる

チャンスを捨て、自分が男の子と交わした約束を

守るという物語です。

【教材番号：Ｄ30225】

道徳・特活

小学生道徳（中学年向け）

⑳りゅうの目のなみだ

＜内容＞

みなみのほうに、ひとつの国がありました。その

国のやまのどこかに、おおきなりゅうがかくれて

いると、ひとたちは、むかしからはなしてきまし

た。

【教材番号：Ｄ30224】

道徳・特活

（20分）

（20分）

（20分）
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小学生道徳（高学年向け）

㊳星野君の二るい打
＜内容＞

県大会出場をかけた決勝戦。最終回のチャンスに

打順が来た星野君でしたが、監督の指示は送りバ

ント。星野君は指示をやぶり二塁打を打ちます

が・・・

【教材番号：Ｄ30226】

視聴覚教材一覧

道徳・特活

感せんしょうが流行るのはなぜ？

＜内容＞

微生物が体内に侵入することで起こる感染症の知

識を、視聴する小学生に理解しやすいよう、再現

映像等でわかりやすく解説する。

【教材番号：Ｄ30227】

健康な生活

（20分）

（18分）
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８０文字くらいが限度？

みんなの情報モラルⅣ アニメー

ションで学ぶ！スマホにかくれた闇

＜内容＞

インターネット上には様々な問題があり、情報

社会の身の安全や倫理、法の理解と遵守について、

必要な知識を学べる教材です。

【教材番号：Ｄ31276】

視聴覚教材一覧

情報教育

いじめ「考え、議論する道徳」

シリーズ 中学校向け

＜内容＞

学校の日常シーンで起こりうるいじめについて、

短いドラマ形式で見せ、その後にそのドラマにつ

いて児童・生徒に考えさせ、議論させるような内

容になっています。

【教材番号：Ｄ31278】

道徳・特活

中学生の高校受験対策シリーズ②

面接で合格を勝ち取る

＜内容＞

「基本的な身だしなみ」「入室時のお辞儀や姿

勢・歩き方・座り方」「応答の表情」「退室時の

方法」等を、悪い例を示しながら、良い例で大切

なポイントを分かりやすく説明します。

【教材番号：Ｄ31279】

キャリア教育

（18分）

（21分）

（20分）
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感染症流行中！どう備える？

どう防ぐ？

＜内容＞

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する。

【教材番号：Ｄ31281】

健康な生活

中学生の高校受験対策シリーズ③

面接の種類によるプレゼンテーション

＜内容＞

「個人面接で想定されるあらゆる質問」「一般的

な集団面接の場合」「グループ討論の場合」等、

効果的に自己ＰＲをしていく方法を説明していき

ます。

【教材番号：Ｄ31280】

キャリア教育

（22分）

（22分）

視聴覚教材一覧
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８０文字くらいが限度？

忍たま乱太郎 がんばるしか

ないさシリーズ

＜内容＞

おなじみの「忍たま乱太郎」が活躍する、道徳の

教材のほか、小学校低学年向けの人権啓発、行事

などで上映する幼児向けアニメーションです。

【教材番号：Ｄ32322】

視聴覚教材一覧

道徳・特活

サンリオぽこあぽこ

シナモンのげんきにおでかけ

＜内容＞

着替えやあいさつ、スプーンの使い方など、おそ

とでの約束ごとを、シナモンとお友達といっしょ

に生活の中で学べる内容になっています。

【教材番号：Ｄ32324】

家庭教育

サンリオぽこあぽこ

シナモンのおうちでチャレンジ

＜内容＞

はみがきやトイレ、おかたづけなど、家庭の中の

約束ごとを、シナモンとお友達といっしょに生活

の中で学べる内容なっています。

【教材番号：Ｄ32323】

家庭教育

（30分）

（45分）

（50分）
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サンリオぽこあぽこ

シナモンのみんなともだち

＜内容＞

順番や交通ルール、「ありがとう」「ごめんね」

など、おともだちと遊ぶときの約束ごとを、シナ

モンとお友達といっしょに生活の中で学べる内容

になっています。

【教材番号：Ｄ32325】

視聴覚教材一覧

家庭教育

名作童話大全集①～⑩

＜内容＞

全１０巻セット（各巻３話収録）

各国の童話をアニメ化したもので、ビジュアルな

時代に育つ子どもたちの夢とロマンと想像力を育

みます。

【教材番号：Ｄ32327～D32336】

アニメーション

子どもの脳・身体・心が育つ

生活リズム 実践編

＜内容＞

本作は、子どもの脳・こころ・からだのバランス

のよい発達について理解を深めます。

【教材番号：Ｄ32326】

家庭教育

（45分）

（41分）

（32～35分）
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８０文字くらいが限度？

防災教育ＤＶＤ一般向け 避難

生活の心がまえ

＜内容＞

本作品では、最近発生した大地震を教訓に、「地

震後の避難生活」において、命を守るためにどう

すべきかについて、最新の防災・減災のポイント

を紹介していきます。

【教材番号：Ｄ32237】

視聴覚教材一覧

防火・防犯・防災

あおり運転 -加害者にも被害者

にもならないために-

＜内容＞

周りの車を威嚇、挑発する行為「あおり運転」。

「あおり運転」の加害者にも被害者にもならない

ために、私たちはどうすればよいのでしょうか？

【教材番号：Ｄ32338】

交通安全

あなたの老後の資金が奪われる！

＜内容＞

特殊詐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詐欺」「架空

請求詐欺」を取り上げ、詐欺師の巧妙な手口をわ

かりやすく紹介します。

【教材番号：Ｄ32313】

防火・防災・防犯

（24分）

（16分）

（24分）
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インターネット教育ＤＶＤシ

リーズ 見えないところで起

＜内容＞

小・中・高校生が直面する主なネットのトラブル

の実態を紹介し、ネットを安全に使うためにはど

のようなことを心がけたらよいのか、学んでいく

きっかけとなることを目指します。

【教材番号：Ｄ30214】

視聴覚教材一覧

情報教育

突然、高熱が・・・感染拡大

＜内容＞

「人から人へうつる」感染症の例として、ウィル

スそれぞれの感染経路、発症した場合の症状を説

明しますまた、処置の方法として、「免疫」の解

説をまじえながら、「ワクチン」「予防接種」に

ついて説明します。

【教材番号：Ｄ32339】

健康な生活

みんなの情報モラルⅤ アプリ

と上手につきあうため

＜内容＞

スマホの利用により、発言に対する人間関係の悪

化など、情報社会におけるさまざまなトラブルに

ついて学ぶことができる教材です。

【教材番号：Ｄ31277】

情報教育

（17分）

（20分）

（25分）
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教材予約の手順

予約の方法はインターネットを利用したWeb予約と電話予約の２通りです。

Web予約をするにはログインＩＤとパスワードが必要です。忘失した場合は再交付しま

すのでご連絡ください。

また、Web予約は貸出日1週間前までの受付となりますので、お急ぎの場合は電話で

の予約をお願いいたします。

Ｗｅ ｂ予約

①石巻市視聴覚センターのホームページ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｉｖｉｃ．ｊｐ/）にアクセスして、

「Web教材予約システム」をクリックする。

②ログインをクリックする。
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③ログインＩＤとパスワードを入力して、ログインのボタンをクリックする。

④右上に団体名が表示されていることを確認する。

<< 前ページ や 次ページ >> をクリックして教材を探すか、区分や文字列を指定して

教材を絞り込む。借りたい教材が見つかったらカゴに入れるをクリック。
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⑥借りたい教材が決まったら予約を確定させます。予約カゴに移動してタイトル等を確認して

から予約手続きに進むをクリック。

⑦必要事項を入力して予約をクリック。

予約が確定すると、登録しているアドレスあてに確認メールが自動配信されますので、そちらの

内容もご確認ください。

※貸出日と返却日は土・日・祝祭日・年末年始、および河北総合センター休館日を除く平日を

指定してください。

※河北地区内の利用団体の方はなるべく配送方法を「来庁」としていただきますよう、ご協力

をお願いいたします
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電 話 予約

①Web教材予約システムやパンフレットで教材番号（アルファベット１文字と数字５桁で表示）

や機材番号（アルファベット３文字と数字２桁で表示）を確認しておきます。

②石巻市視聴覚センター（℡０２２５-６２-８１８２）に電話し、教材・機材番号、利用期間、配

送方法、担当者氏名等をお伝えください。

なお、予約のタイミングによっては宅配の発送手続きが間に合わないことがあります。その際は

お手数をおかけしますがセンターへお越しのうえ直接お受け取りください。

③電話終了後、予約確認メールを配信しますので内容を確認してください。

※電話の受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで（土・日・祝祭日・年末年始を除く）で

す。

ご注意とおねがい

●宅配を利用する場合、配達・回収の時間を指定することはできません。回収日には使用の

予定を入れないようお願いいたします。

●教材・機材は丁寧にお取り扱いください。破損・汚損や動作不良があった場合は、貸出票の

余白部分にその旨を記入してください。

●ビデオテープは巻き戻してから返却してください。

●少人数で運営しているため電話に出られないことがあります。その際は、お手数をおかけし

ますが時間をおいておかけ直しください。職員が不在で電話に出れなかった場合は、着信履歴

を確認して折り返しお電話いたします。

●都合により、センター業務を一時または終日停止することがあります。日程や停止する業務

内容については事前にホームページ等でお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解の

うえご協力をお願いいたします。
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〒９８６-０１０１ 石巻市相野谷字旧会所前１２番地１

河北総合支所内

ＴＥＬ ０２２５-６２-８１８２ （平日８：３０～１７：００）

ＦＡＸ ０２２５-６２-８１８２

ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｉｖｉｃ．ｊｐ/

ＭＡＩＬ ｉｎｆｏ＠ｉｖｉｃ．ｊｐ

石巻市視聴覚センター
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