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小学校の自転車教室

＜内容＞

小学生のユウマ君とレナさんが、優しいお姉さん

の問いかけと解説を通じて、自転車の安全で正し

い乗り方を学んでいきます。

【教材番号：Ｄ30228】

視聴覚教材一覧

交通安全

小学校理科 天体ＤＶＤ①

かげのでき方と太陽の動き

＜解説編＞

①かげはどこにできるのでしょうか。

②太陽の動きを調べよう

③日なたと日かげのちがい ほか

【教材番号：Ｄ30230】

理科

知ってる？守ってる？自転車の

交通ルール
＜内容＞

いつも自転車に乗っているけれど、よくわからな

いルールもある…そんな子どもたちの代表、お調

子者のユウトとしっかり者のカケルが”ルールの

神様”から交通ルールを守ることの大切さを学び

ます。

【教材番号：Ｄ30229】

交通安全

（19分）

（21分）

（17分）
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本当はむずかしいネットの動画

～動画投稿や配信に潜む危険～
＜内容＞

動画の投稿や配信が簡単にできてしまう環境から、

それに依存しがちなネットリテラシーの低い子ど

もたちに、動画の投稿や配信が様々な危険を招く

かもしれないことを知ってもらう内容です。

【教材番号：Ｄ30231】

視聴覚教材一覧

情報教育

毎日がつらい気持ちわかりますか

ゆるせない！ネットいじめ

＜内容＞

子どもたちにも分かりやすいアニメで、相手の顔

が見えないインターネットのいじめが、どれだけ

友だちの心を傷つけるのかを描き、いじめは絶対

にしないよう訴える内容です。

【教材番号：Ｄ30233】

道徳・特活

ズッコケ三人組のいじめをなくす

作戦

＜内容＞

”いじめは絶対にしてはいけない”という強い意

識を持ってもらい、いじめを防ぐためには、被害

者のつらい気持ちに寄り添える思いやりを育むこ

とが大切であることを訴えていく内容です。

【教材番号：Ｄ30232】

道徳・特活

（15分）

（15分）

（18分）
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不審者がいたら、どうする？ 自分

を守る正しい行動を身につける

＜内容＞

中学生が犯罪・防犯について学ぶ様子をとらえな

がら、犯罪者の心理や、危険な場所について、

しっかり理解させる内容です。

【教材番号：Ｄ31282】

視聴覚教材一覧

防火・防災・防犯

中学校保健体育編

⑧犯罪被害の防止
＜内容＞

誘拐や暴力などの犯罪被害防止と回避について、

犯罪が起きやすい場所の特徴（環境要因）と、危

険予測などの人の行動（人的要因）の両面から考

えていきます。また安全を守るために地域で取り

組んでる例について紹介します。

【教材番号：Ｄ31283】

知ってほしい、自転車加害事故の現実

＜内容＞

たった一度の過ちが、被害者はもちろん、加害者

やその家族の人生も一変させてしまう、自転車加

害事故。この教材では、実際にあった事故の裁判

記録をもとに、加害事故を起こすとどうなるか、

どうすれば事故を防げるのかを検証しています。

【教材番号：Ｄ31284】

交通安全

（19分）

（30分）

（18分）

防火・防災・防犯
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まっ白の闇

＜内容＞

薬物依存症と闘う家族の物語。その時、本人や家

族は・・・ どん底から見えた一筋の光。

【教材番号：Ｄ31286】

体育・保健・性教育

みんなの情報モラルⅥ アニメーショ

ンで学ぶ！情報発信の影響とその責任

＜内容＞

スマホの利用における、軽はずみな投稿や思い込

みから引き起こされる影響や、投稿内容で居場所

の特定がされる事案について気付くことが出来る

教材。

【教材番号：Ｄ31285】

情報教育

（20分）

（115分）

視聴覚教材一覧
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ハローキティとまなぼう！

ぼうさいくんれん

＜内容＞

子どもたちに大人気のハローキティと仲間たちが

登場する、幼児・小学生（低学年）向けの防災ア

ニメーション教材です。

【教材番号：Ｄ32341】

視聴覚教材一覧

防火・防災・防犯

きをつけよう 道路は危険が

いっぱい！

＜内容＞

このＤＶＤでは、コアラのワッツとノリジがサッ

ちゃん、ヨッちゃん、マーくんの３人に事故から

身を守るためのポイントをわかりやすく説明しま

す。アニメを楽しんでいるうちに交通ルールが身

につきます。

【教材番号：Ｄ32343】

交通安全

魔進戦隊キラメイジャーの

交通安全

＜内容＞

子どもたちに大人気のテレビ番組「スーパー戦隊

シリーズ」の「魔進戦隊キラメイジャー」が登場

する、幼児・小学校低学年向けの交通安全教材で

す。

【教材番号：Ｄ32342】

交通安全

（14分）

（19分）

（15分）

-5 -



リトルマーメイド
＜内容＞

嵐の日、人魚姫のアニーは、海のおきてを破って

幼い女の子のソニーを助けました。父親のウィリ

アム船長とはぐれてしまったソフィーをかわいそ

うに思ったアニーは人間の姿となって一緒にウィ

リアム船長を捜すことにしました。そこに海賊の

トムとデイブが現れて追われることに！？

【教材番号：Ｄ32344】

視聴覚教材一覧

アニメーション

わくわくＤＶＤシリーズ第1弾

＜内容＞

このシリーズは、ＳＬや新幹線などの人気の乗り

物やパンダ、コアラなどの動物、そしてクジラや

イルカなどの海の生き物まで、おもしろくてため

になる話を紹介しています。また、アニメのキャ

ラクターと楽しんで学べる学習ＤＶＤもあります。

【教材番号：Ｄ32346～D32347】

いきもの

おじゃる丸 ちっちゃいものの

大きなちから

＜内容＞

小学校低学年や幼児向け人権啓発教育教材、ある

いは行事やイベント、子どもたちが楽しく参加で

きる映像体験のためのコンテンツなど幅広くご活

用いただけるものです。

【教材番号：Ｄ32345】

（77分）

（11分）

（30分）

アニメーション
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BBC earth シリーズ3

＜内容＞

D32248 ライオン百獣の女王

D32249 ニューイングランドの森

D32250 氷の国の動物たち

D32251 ハゲワシ〜美しき野獣〜

D32252 まれながらのペテン師

【教材番号：Ｄ32248～D32252】

視聴覚教材一覧

いきもの

個性なの？障害なの？

早く知っておきたい発達障害

＜内容＞

発達障害の特徴・症状についての解説や対処法・

相談窓口を示します。

【教材番号：Ｄ32354】

道徳・特活

見落とさない！「衰え」の信号

高齢ドライバーの事故を防ぐ

＜内容＞

高齢ドライバー事故でもっとも多い「交差点での

事故」を中心に様々な事故例を検証し、自分の体

の衰えを自覚する大切さを訴えます。

【教材番号：Ｄ32353】

交通安全

（23分）

（18分）

（約50分）
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発達障害の対処法

当事者からのメッセージ

＜内容＞

発達障害の３名へのインタビュー等を通じ、保護

者達が過度な心配をせず、正しい知識を得て過ご

してもらうことを目指しています。

【教材番号：Ｄ32355】

視聴覚教材一覧

道徳・特活

日常に潜むＤＶ（暴力） ドメスティッ

ク・バイオレンスから身を守る方法

＜内容＞

配偶者からのＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）被害が深刻化しています。ＤＶがなぜ起こり、

どのように解決していけばよいのか、わかりやす

く解説しています。

【教材番号：Ｄ32357】

家庭教育

最期の願い

どうする自宅での看取り

＜内容＞

岐阜県養老町で在宅医療を支える、あるクリニッ

クの姿をとらえた作品。尊厳のある生き方、死に

方とは何かを問いかけます。

【教材番号：Ｄ32356】

健康な生活

（23分）

（26分）

（19分）

-8 -



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。

Ｗ ｅ 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/

石巻市視聴覚センター


