
◆ 貸し出す教材・機材

◎　 教 材 ：　 ○16 ミリ映画フィルム　 ○録画教材（ビデオ）

◎ 　機 材 ：　 ○16 ミリ映写機　 ○ビデオプロジェクター一式 

　　　　　　　　  ○スクリーン　 ○ＤＶＤプレーヤー

◆機材使用上の注意

◎ 　上記の機材はすべて、正しい取り扱いをすること。特に、終了時の電源の切り方については、

　　　すぐにスイッチをＯＦＦにしない。熱を持っているので、冷却ファンが止まるのを確認してから

　　　主電源を切る。冷却ファンは、ランプを切ってから3 分くらい動作しています。（16 ミリ映写機、

　　　ビデオプロジェクター）

◎　 使用中または使用後における、教材（フィルム、テープ等）の破損及び機材の損傷・故障につ

　　　いては、必ず連絡してください。 ※そのまま返納しない。次に利用する方が困ります。

◎　 操作について自信がないときは、知っている方やライブラリーの職員に聞いてから、使用して

　　　ください。

◎　 返納時には、付属品等の忘れ物がないように必ず確認して返却して下さい。

◆利用に当たって

◎ 　利用者の範囲は幼稚園、保育園、学校、官公署、公民館及び社会教育関係団体、その他枕

　　　崎市教育委員会が認めたものです。ただし、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。

　　　（１） 個人または特定の団体などの宣伝に使用すること。

　　　（２） 公衆の福祉に反すること。

　　　（３） 営利の目的とすること。

◎ 　借 用 ：　 ○予約申し込みは、30 日前から

　　　　　　　  　○「利用許可申請書」を提出

◎　 返 納 ： 　○返納期日を厳守

　　　　　　　　　○教材・機材の点検

　　　　　　　　　○「利用報告書」を提出

　　　　　　　　　　（機材・16 ミリフィルム・ビデオテープ名と利用人数を必ず記入）

◆教材の内容

◎ 　「視聴覚教材目録」 平成22 年9 月

　　※各学校や地区公民館、社会教育関係団体等に配布してありますので、ご参照ください。

◆フィルム・テープや機材等の予約

◎ 　直接、ライブラリーに来館するか、または電話で機材・教材の利用状況を担当者から聞いて、使

　　  用許可を受けてください。

◎　 フィルム・テープ等の内容の問い合わせについては、上記の目録を参照しながら、どんな目的で、

　　  どんな内容で、どんな人が対象なのか明確にしておいてください。

◆かごしま県民大学中央センターのHP から教材の検索ができます

◎ 　アドレス http://www.kagoshima-pac.jp/jp/db/shogai.html

                           枕崎市立視聴覚ライブラリー（枕崎市民会館内）

                               【枕崎市千代田町114 番地 ７２－２２２１】

“皆さん、映画やビデオを活用してみませんか”



男女共同参画の視点を持った視聴覚教材リスト【子育て・家庭】 ： 視聴覚ライブラリー所蔵

作品名 時間等 内容紹介 対象 枕崎市分類番号

1
絆

～あったか家族大集合～
［乳幼児期］

30分
ＶＨＳ

●今日からお父さん［乳幼児期の家庭教育１］15分
忙しい日々の生活の中で忘れがちな子供との関わりと、
父親の意識を探る。
●良いこと、悪いこと［乳幼児期の家庭教育２］15分
社会の決まりや思いやる心を育むのは乳幼児期であるこ
の時期である。

成人 41-23

2
職場とあしたの家庭
～父親の家庭参画～

20分
ＶＨＳ

家庭が楽しくなるためには、父親と家庭とどのように関
わったらよいかなどについて考えるポイントやヒント。

成人 42-7

3 頑張れ！お父さん
16分
ＶＨＳ

実際に子育てを経験しているお父さんの姿を追いながら、
父親の子育て参加を考えます。

成人 42-15

4 子どもとしつけ
16分
ＶＨＳ

ユニークなキャラクターの小錦さんとアニメのテディが、し
つけのポイントを解説。

成人 42-16

5 ゆっくり、ゆったり
17分
ＶＨＳ

７人の専門家達が登場、子育てに関する問題を解決する
ためのヒントを紹介。

成人 42-17

6 ここはやっぱりお父さん
30分
ＶＨＳ

家庭教育啓発ビデオ（乳幼児期）
父親の家庭教育参加を訴える。

成人 42-18

7 ここはやっぱりお父さん
30分
ＶＨＳ

家庭教育啓発ビデオ（小学校下学年期）
父親の家庭教育参加を訴える。

成人 42-19

8 ここはやっぱりお父さん
45分
ＶＨＳ

家庭教育啓発ビデオ（小学校上学年期）
父親の家庭教育参加を訴える。

成人 42-20

9 ここはやっぱりお父さん
45分
ＶＨＳ

家庭教育啓発ビデオ（中学校期）
父親の家庭教育参加を訴える。

成人 42-21

10 ここはやっぱりお父さん
45分
ＶＨＳ

家庭教育啓発ビデオ（高等学校期）
父親の家庭教育参加を訴える。

成人 42-22



男女共同参画の視点を持った視聴覚教材リスト【子育て・家庭】 ： 視聴覚ライブラリー所蔵

作品名 時間等 内容紹介 対象 枕崎市分類番号

11 ここはやっぱりお父さん
60分
ＶＨＳ

家庭教育啓発ビデオ（総括編）
父親の家庭教育参加を訴える。

成人 42-23

12
フォーラム

「父　かえる」
18分
ＶＨＳ

国分市で開催されたフォーラム「父かえる」の映像をもと
に、家庭における父親の役割について考える。

成人 44-6

13
新しい風

兵庫県人権啓発ビオ
30分
ＶＨＳ

豊かな心を持って幸せな人生を送るには、家族が互いの
人格を尊重し合い、協力して明るく生き生きとした家庭を
築いていくことが大切である。これは、家族における一人
ひとりの人権の大切さを描いたドラマである。

小中高
成人

56-16

14 スタートライン
33分
ＶＨＳ

男性と女性が、共に自由で平等な生き方をするには、男
性自身がこれまでの「仕事人間の自分」や「男らしさにしば
られている自分」を見直し、一人ひとりにあった家族や地
域社会との関係を新たに築くことが大切です。

成人 58-1



男女共同参画の視点を持った視聴覚教材リスト【人権・ＤＶ】 ： 視聴覚ライブラリー所蔵

作品名 時間等 内容紹介 対象 枕崎市分類番号

1

きいちゃん
私、生まれてきてよかった！

国語六年（下）
教科書掲載

21分
ＶＨＳ

（アニメ）

原作者の実体験を基に描かれた作品。身体の障害があっ
ても、前向きにひたむきに生きていくきいちゃんの姿には、
年齢を問わず多くの人が共感できると思われる。全ての
人の人権が尊重される社会を目指す一助になる作品であ
る。

小学
01-53

2 太一のもりのぼうけん
15分
ＶＨＳ

幼児期の子供を対象に、よいことや悪いことに気づくこと
や他の人に対して思いやりの気持ちを持つことなど、道徳
性の芽生えを培うことを目的に制作された。主人公の太一
とハムスターのチイチイが、森の不思議さに触れたり、ク
マのお手伝いをしたり、リスの子どもを助けたりなど様々
な体験をし、森の自然や動物たちと触れ合いを通して、少
しずつ変容する姿が描かれている。

幼児 013-15

3 おじいちゃんのトマト
39分
ＶＨＳ

（アニメ）

少年の周りの様々な出来事から、高齢者問題、いじめや
差別、不登校、命の尊厳、家族のきずな、生きがい等の問
題を投げかけ、共に生きることの大切さを訴える。

小中高
成人

56-8

4 二匹の猫と元気な家族
25分
ＶＨＳ

（アニメ）

東京に引っ越してきた春野家の人々と二匹の猫。新しい
生活や身近に起こるいじめや差別にとまどいながらそれ
を乗り越えていく。

小中高
成人

56-9

5 港町の小さなネットワーク
51分
ＶＨＳ

看護婦志望の高校生と高齢者の心の交流やボランティア
活動から広がっていく人々とのふれ合いを描きながら、す
べての世代が理解し合い、支え合うことの大切さを問いか
ける。

小中高
成人

56-10

6
心のメガネ

曇っていませんか
20分
ＶＨＳ

日常生活の中でみられるいくつかの事例を紹介して、思
いこみや偏見がどうして形成されていくのか、どうすれば
それをなくしていけるのかを考えてもらうために制作され
た。

成人 56-13

7 一枚の絵手がみ
43分
ＶＨＳ

（アニメ）

この作品は「人権教育のための国連10年北九州市行動
計画」の基本理念である「こころのもやいを大切にするま
ちづくり」と「いのちと環境の調和をめざすまちづくり」を基
調テーマとして、高齢者問題や女性問題などの人権問題
を考えるために制作された。

小中高
成人

56-14

8 新・泣いた赤おに
20分
ＶＨＳ

（アニメ）

赤おにの望みをかなえてやろうと、すすんで悪者になる青
おにの心情を、ごく自然な友だちへの思いやりとして描い
ている。純粋な気持ちの発露を幼児期から培ってもらいた
いと願って制作したものである。

幼児
小学

56-15

9
新しい風

兵庫県人権啓発ビオ
30分
ＶＨＳ

豊かな心を持って幸せな人生を送るには、家族が互いの
人格を尊重し合い、協力して明るく生き生きとした家庭を
築いていくことが大切である。これは、家族における一人
ひとりの人権の大切さを描いたドラマである。

小中高
成人

56-16

10
人権啓発アニメーション

この空の下で
42分
ＶＨＳ

町内会長の松本義之は、実務を妻のひとみにまかせっき
りで、ひとみは地域や家庭のことに理解のない夫に不満
を感じています。そんな時、町内で起きたゴミだしのトラブ
ルで多国籍アパートに住む外国籍市民たちが疑われま
す。このことで、地域の人々の間に差別や偏見が存在す
ることに気付いた松本夫妻は、地域の人々の中にある偏
見や壁をなくし、共に生きる「まち」を創るために町内の交
流イベントを思い立ちます。

成人 56-22



男女共同参画の視点を持った視聴覚教材リスト【啓発・その他】 ： 視聴覚ライブラリー所蔵

作品名 時間等 内容紹介 対象 枕崎市分類番号

1 ２１世紀はみんなが主役
23分
ＶＨＳ

男女共同参画社会基本法のあらまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※内閣府男女共同参画局

成人 61-2

2
女たちの選択

～男女共生時代～
30分
ＶＨＳ

子育ての問題を抱えたニューサーティーの夫婦のトラブル
をドラマ化。家庭的な面、社会的な面で男と女がどのよう
に変わっていけばよいのかを考える。

成人 104-1

3
元気に再チャレンジ

～キラキラしている女性たち～
25分
ＶＨＳ

家事と育児に明け暮れる日々を送っていた主婦・山田裕
美は、再び社会で働きたいと思い立ち、求職活動を始め
たが不採用となる。30歳代後半で、子育て中の彼女には
再就職の道は険しかった。そんな折「再就職支援セミ
ナー」に参加し、社会への再チャレンジを目指す仲間が大
勢いることを知り、勇気づけられる。実際に再チャレンジを
果たした女性たちが登場し、実体験を語りながら力強い
エールを送る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※内閣府男女共同参画局

成人 104-2

4
あなたを忚援します

～いつでもどこでも誰でも
チャレンジ～

40分
ＶＨＳ

21世紀の日本は、あらゆる分野で新しい夢と希望を、そし
て新しいアイディア、新しいエネルギーを必要としていま
す。女性の能力が十分にいかされていない今、女性が
チャレンジすることによって社会に新しい活力が生まれま
す。このビデオは、再就職にチャレンジして起業した人、子
育ての経験を活かして起業、ＮＰＯ活動にチャレンジした
人、農村で起業にチャレンジしたグループ等、様々な場所
で生き生きと活躍する女性が登場し、力強いメッセージを
送ってくれます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※内閣府男女共同参画局

成人 104-3

5
広がる未来！私が選ぶ
チャレンジする女性たち

29分
ＶＨＳ

女性としてどんな仕事ができるだろう、自分らしい生き方っ
てなんだろう？そんな将来に対する漠然とした不安を抱い
たある高校のパソコンサークルの仲間３人は、自分たちが
あこがれる生き方をしている女性を取材し、ホームページ
を作ってみようと思い立つ。幅広い分野で活躍する５人の
女性たちの話を聞くうちに彼女たちの夢も膨らんでいく。こ
のチャレンジを通して彼女たちがつかみかけたものとは…

高校
成人

104-4


