
名古屋市消費生活センター　くらしの情報プラザ

電話：052-222-9677
ビデオ・DVD・ＣＤ （2020年3月現在）

タイトル 媒体 対象 制作 時間 内容

その悪質商法チョットマッタ！！ DVD 中高生
さいたま消費生活総合セン

ター2017
21分

軽度の知的障害者、発達障害者の方の消費者トラブルを未然に防ぐため、ワンクリック請求、キャッチセール
ス、デート商法、マルチ商法をテーマに、悪質商法の事例と対策について分かりやすく紹介したDVD。若者が被
害に遭いやすい事例を扱っているため、障害の有無に関わらず活用できる。

子どものゲーム安心・安全対策 DVD 小学生
ガンホー・オンライン・エンター
テイメント㈱　　　2017

8分
ゲームのオンライン化や携帯型ゲーム機の普及が進む中、様々な問題が発生しており、DVDでは「高額決
済」、「歩きゲーム（スマホ）」、「乗っ取り（なりすまし）」、「チート」の4つを取り上げている。（指導案やワークシー
トなどのツールをサイトからダウンロード可能）

「お金のキホン」多重債務 DVD
高校生
以上

全国銀行協会
2016

30分
多重債務に陥る怖さと、その対策について簡潔にまとめた映像。物語は４つのストーリーから選択でき、クレ
ジット・ローンについての解説もあります。（動画・教材は全国銀行協会のＷＥＢで視聴・ダウンロードが可能）

その情報、誰のもの？
～情報社会と権利侵害～

DVD 中高生
東京都消費生活総合センター

2016
24分

授業で「情報の正しい取り扱い方」をテーマにグループ発表をすることになった中学生4人が、著作物や情報に
は誰かの権利が関係していること、取り扱い方を間違えると権利侵害になることを学習していきます。高校の情
報の授業や、中学の学習指導要領（技術・家庭、特別活動、道徳）と対照して、使用できます。

尾木ママと子どもたちの消費者の芽
～なごやかな消費者市民社会～

DVD

小学校
高学年
～中学
生

名古屋市市民経済局消費流通
課
2016

42分
買い物などの消費行動が社会や環境に及ぼす影響、消費者相談や企業への意見発信の意義などを、6つの
チャプター（各々6～9分）で紹介。現行の授業にプラスすることで、消費者教育推進法の基本理念の一つであ
る「消費者市民の育成」を目指した教育の展開に繋がります。ワークシートや講師用説明書等のデータ付き。

考えてみよう　SNSやスマホとの付き合い
方

DVD
中学生
以上

新潟ろうきん
2016

30分
中学生がトラブルや詐欺に巻き込まれる事例を紹介したDVDです。「SNS　子ども間でのトラブル」、「SNSでの
情報発信と個人情報」、｢オンライン（ソーシャル）ゲーム・ワンクリック請求への注意点｣の3話で構成されていま
す。

新しい洗濯表示の記号 DVD 一般
内閣府
2016

16分
家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程が改正され、平成28年12月1日から施行されます。長年
使い慣れた洗濯表示の記号が全て変わるため、広く消費者が新しい洗濯表示の記号に馴染めるよう周知する
DVDです。

消費者啓発ワンポイント講座！ DVD 一般
神戸市
2016

29分
将来にわたって、安全・安心で豊かな社会を築くために、私たち消費者ができることは何でしょうか？安全な製
品の選び方や「見えないお金」の使い方、ネットトラブル、食などをテーマに取り上げています。

みんなで考えよう！　中学生の消費 DVD 中学生
広島県生活センター

2014
46分

契約や販売方法の問題点などから、消費者の権利と責任を理解させるとともに、買い物行動が与える影響力
に気づき、社会の一員として発信できるように配慮された内容です。家庭分野の内容Dで活用して頂けます。

「御金大事」と考えよう！　買い物とくらし DVD
小学生
高学年

広島県生活センター
2014

39分
物やお金の使い方・物の選び方など、消費者市民育成のための小学生版の消費者教育用DVDです。家庭科
で活用して頂けます。物やお金の大切さや、より良い使い方をクイズや問いかけでわかりやすく説明していま
す。

スマートセーフティ
みんなが作る消費者市民社会

ＤＶＤ
高校生
以上

日本消費生活アドバイザー・コ
ンサルタント協会

5分
製品事故再現映像集。電気製品からの発火や自転車の傘巻き込み事故など、身の回りに潜む危険を再現し
た10の実験映像で紹介します。添付の冊子、ワークシートを利用して製品安全の知識と安全な社会の実現に
ついて学びます。講師用手引きがあり授業で活用できます。

消費者教育教材リスト　２
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ビデオ・DVD・ＣＤ （2020年3月現在）
タイトル 媒体 対象 制作 時間 内容

リーガル・レッスン
民法と契約の基礎を学ぶ

DVD
高校生
以上

東京都消費生活総合センター
2016年

32分
女子高校生が直面した法律トラブルを、元弁護士の亡き祖父が現れて解決に導いていくというストーリー。日常
生活の中における契約とは何か、民法、消費者契約法などに触れながら、わかりやすく解説します。発展学習
用ＰＤＦ付きで補足解説のワークシートが添付されています。

みんなで考えよう、
ケータイ・スマートフォン

DVD 中高生
NPO法人企業教育研究所

2015年
35分

スマートフォン利用について、学校・地域・家庭で話し合うきっかけとなる3本のドラマを収録。映像教材をもとに
問題提起し、子どもが主体的に考え、話し合い、自らの利用法を振り返る情報モラル教材です。

消費者トラブル惨英傑？ DVD
高校生
以上

名古屋市消費生活センター
2014

20分
若者を狙う悪質商法（インターネット通販、ワンクリック請求、悪質なマルチ商法）の事例とその対応策を名古屋
おもてなし武将隊が解説します。

映像で知る情報セキュリティ DVD
小学生
～一般

IPA情報処理推進機構
2014

123

分

インターネットやスマートフォンを利用する際の脅威や対策をそれぞれ10分程度のドラマ仕立てで解説してい
る、映像コンテンツ集です。企業向けのセキュリティ対策や、小学生から成人まで幅広い年齢層に対する個人
向けのものなど、全12本が収録されています。

洗濯の心得　洗濯とクリーニングの基本 DVD

高校
生・一

般

東京都消費生活総合センター
2014

23分
繊維の特性、取扱い絵表示、洗濯方法、クリーニングなどについて、トラブルの傾向を含めて紹介。「消費者市
民」としてどのような対応が必要か等、話し合う課題も提示されています。高等学校の家庭科教科書に準じた
内容です。

新しい「家庭経済」授業プラン ＣＤ 高校生
生命保険文化センター

2014

家計管理やライフステージ、収入と支出などを扱ったパワーポイント教材。家庭総合の単元でも活用可能で
す。高等学校卒業後、実生活で役立つ知識を学習できます。

相談する勇気　悪質商法に負けないぞ！ DVD
高校生
以上

千葉市消費生活センター
2013

26分
知的障害や発達障害のある若者が狙われやすい悪質商法について、事例（ワンクリック詐欺、キャッチセール
ス・デート商法、マルチ商法の３つ）と注意点、対象法などをアニメーションで解説。保護者・支援者向けの解説
編もあります。

インターネット×リアル DVD 中高生 千葉県県民生活課　2013 88分
ネット利用時のトラブルについて、全10テーマを収録。個人情報、不当請求、情報収集と発信、いじめ等、各
テーマごとに危険性などをドラマで紹介し、街頭インタビューやアドバイスを交えて構成されています（１テーマ4
～12分程度）。視聴後に、授業や講座で子どもたちとともに考えるための映像教材です。

ちょっと待って！そのクリック大丈夫？
～知って防ごう！ネットトラブル～

ＤＶＤ
ＣＤ

中高
生・一

般

大分県消費生活センター
2013

12分
インターネットトラブルの未然防止を目的に、ワンクリック請求、出会い系サイト、オンラインゲーム、SNSに関す
る４つの事例を取り上げ、その対策を分かりやすく紹介。体験型学習コンテンツのCDも付属されています。

クレジット博士と学ぶ
クレジットカード入門

DVD
高校生
以上

日本クレジット協会　2013 39分
はじめてクレジットカードを持つ若者を対象に、その仕組み、利用方法、注意点などをわかりやすく解説してい
ます。

わたしのクレジットカード体験記 DVD
高校生
以上

日本クレジット協会　2013 31分
はじめてクレジットカードを持つ若者を対象に、体験事例を示しながら、かしこいクレジットライフを送るために必
要なポイントをかりやすく解説しています。※字幕あり

砂糖のできるまで ＤＶＤ
中学生
以上

精糖工業会　2013 95分
砂糖の製造工程がわかりやすく紹介されています。他にも、砂糖の調理科学や、歴史など、5つの短編が収録
されています。

砂糖のおいしいチカラ
～砂糖の調理科学～

ＤＶＤ
中学生
以上

精糖工業会　2013 20分
砂糖の様々な調理特性を、実際に調理をしながら紹介しています。砂糖の調理科学が図解でわかりやすく解
説されています。

金融経済ナビ
～わかりやすく、授業で金融経済～

ＤＶＤ
中学生
以上

日本証券業協会
2012年

64分
金融経済についての約3分間の動画を15話収録したＤＶＤと、教育現場のための金融経済学習サイトを、ネット
接続せずＰＣで利用できるディスクの二枚組。指導ポイントや確認テスト等も収められており、授業ですぐに活
用できます。

「消費者市民教育の考え方とつくり方」
「北欧にみる消費者市民社会と教育」

DVD 教員
日本弁護士連合会

2012・2009
28分

島田広弁護士による講演資料と音声。社会における消費者の役割、教育現場での取り組みの具体例など、消
費者市民社会と教育について解説。消費者市民の考え方を授業で取り入れる際にも、参考となるDVDです。
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ビデオ・DVD・ＣＤ （2020年3月現在）
タイトル 媒体 対象 制作 時間 内容

考えよう、ケータイ　スマートフォン DVD

小学校
高学年
以上

NPO法人企業教育研究所
2012年

10分
中学生の女子生徒が主人公のドラマを通じ、携帯やスマートホンとの付き合い方を考えるDVD.。児童・生徒向
けに、先生方や保護者の方などが、誰でも簡単に授業や講座をできるよう構成されています。

見て学ぶだましの手口 ＤＶＤ
高校生
以上

川崎市消費者行政センター
2010

38分
アニメ（出会系サイトの不当請求、アポイントメント商法、マルチ商法）、唄、寸劇で構成されており、消費者被害
の未然防止のポイントがわかります。字幕あり。寸劇は台本をWEBサイトからダウンロード可。

大人社会へのパスポート
～身近なマネートラブルを考えよう～

ＤＶＤ
高校生
以上

中央労働金庫 2011 21分 社会に踏み出すにあたって知っておきたい、契約の知識、クレジットカード、悪質詐欺商法について学びます。

ストップ・ザ・マネートラブル１
新社会人・若者編

ＤＶＤ
高校生
以上

中央労働金庫 2009 20分 多重債務に陥らないためにどう行動すればよいのか、安易な借金や悪質商法について学びます。若者むけ。

消費者センスを身につけよう ＤＶＤ 中学生 消費者庁 2011 21分
携帯電話トラブルや商品購入の事例をもとに、トラブルや事故にあいそうになった時にどうすればよいかを考え
ます。冷静に考え行動するための「消費者センス」を身につけることをねらいとして、教師用解説書と生徒用冊
子教材がついています。

ネット世界の歩き方・子どもたちとネット世
界

DVD
小中高

生
神奈川県消費生活課

2010

17

分・
18分

無料をうたったサイトにアクセスして巻き込まれた２つのトラブルの事例を通して、トラブルに巻きこまれない注
意点や、いざという時の対処法を説明しています。指導者向けの解説書と学習用スライドのＣＤ付き。

見えない悪意 ＤＶＤ
中高
生・一

般
(財)警察協会 2010 36分

ホームページがウィルス感染した企業を舞台に、サイバー犯罪に巻き込まれないための対処法を考えます。ま
た、消えない架空請求画面やフィッシングなど、個人に起こりうる危険についても解説しています。

緊急リポート美容医療　キレイのリスク ＤＶＤ
高校生
以上

東京都消費生活総合センター
2010

22分
美容医療を受ける前に知っておきたいことや、メリットだけではないキレイのリスクについて解説。レーザー脱
毛、二重まぶた手術、男性の身体的な悩みといった、実際にあったトラブルの事例を再現ドラマで紹介していま
す。

くらしの中の身近な製品事故 ＤＶＤ
小学校
高学年
以上

独立行政法人
製品評価技術基盤機構

2010年

20分
実際に発生して同機構に寄せられた製品事故の中から、「こんろ」「石油ストーブ」「電子レンジ」「配線（たこ足
配線・電源プラグ）」「電池」の５つをテーマに、製品事故に至る過程、事故再現実験、注意事項をコンパクトに
まとめた映像です。身近な製品に潜む危険性について学ぶことができます。

クーリング・オフマンと学ぼう！かしこい消
費者になるために

ＤＶＤ 小学生 京都市市民生活センター
2010年

10分
契約、カードのいろいろ、悪質商法、困ったときの相談先の4話で構成されており、小学校家庭科授業の補助教
材として作られたＤＶＤ。かしこい消費者について楽しく学べるよう、アニメーションで紹介しています。

ちょっと待って、ケータイ２ ／ケータイに潜
む危険２

ＤＶＤ
小学校
高学年
以上

文部科学省
2010年

64分
ケータイ依存、個人情報の流出、コミュニティサイトの危険性、ネットいじめの4つをテーマに取り上げ、それぞ
れを子どもの目線と保護者の目線から6～7分のドラマ形式で構成しています。子ども向け、保護者向けの2枚
組。

考えてみよう！！食べ物の安全性
～食品添加物や残留農薬について～

ＤＶＤ
小学校
高学年

内閣府　食品安全委員会
2010年

16分
小学校高学年を対象に、食品添加物や残留農薬、食品安全委員会の仕事についてアニメーションでわかりや
すく解説。

若者の契約トラブル
しまった！こまった！だまされた！？

ＤＶＤ
高校生
以上

(社)全国消費生活相談員協会
2010年

26分 高校生から新社会人の若者向けに契約トラブル（ネットトラブル・マルチ商法）の回避方法と対処方法を学ぶ。

ココロノスキマ ＤＶＤ
中学生
以上

（財）警察協会　2010年 20分
買ったばかりの携帯電話で興味本位で出会い系サイトに登録する女子中学生や架空請求のメールに動揺する
大学生をドラマ仕立てでリアルに再現。人気タレント南明奈をナビゲータにトラブルに巻き込まれないために本
人や保護者が何をすべきかをわかりやすく解説しています。保護者の方にも是非見ていただきたい作品です。

食品安全の基礎知識　クイズで学ぶリスク
評価

ＤＶＤ
小学校
高学年
以上

内閣府　食品安全委員会
2009年

12分
食品の安全性を確保するために取り入れられている「リスク分析」について、「ADIって何？」「リスク分析って
何？」などの問いに答えます。ドラマ形式で作成されており小学生から理解できる内容です。
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ビデオ・DVD・ＣＤ （2020年3月現在）
タイトル 媒体 対象 制作 時間 内容

よくわかる消費生活 ＣＤ
中学生
以上

内閣府国民生活局　2008年 ―

コンビニでの買い物、携帯電話やインターネットでの情報検索など、普段、消費者として生活する場面でぜひ
知っておいて欲しい内容２０項目について、「安全」、「契約・取引」、「情報」、「環境」の分野に分け３コマ漫画を
用いて解説。生活のあらゆる場面に潜む消費者トラブルから身を守るために消費者として必要な知識を身につ
けるのに役立ちます。

食品工場へいってみよう！ ＣＤ
小学校
高学年

愛知県健康福祉部健康担当局
生活衛生課　2008年

―
愛知県が2008年2月に作成した「図解ハンドブック　食品工場へいってみよう！」の内容をCD-ROM化したもの。
パワーポイントにて閲覧・印刷が可能。全３１ページ。

公正で自由な競争を目指して ＤＶＤ
中学生
以上

公正取引委員会   2008年 34分
ミニドラマや寸劇、ＣＧにより、独占禁止法、不当な表示や過大な景品を規制する景品表示法、下請法につい
て、益子直美さんをナビゲーターに分かりやすく説明している。

消費者の強～い味方
―景品表示法と公正競争規約―

ＤＶＤ
中学生
以上

公正取引委員会   2008年 27分
ある家族の日常を通じて景品表示法や公正競争規約が果たしている役割について具体例を多く挙げてわかり
やすく解説。

はじめての金融ガイド ＤＶＤ
高校生
以上

消費者教育支援センター
2008年

33分
金融トラブルを未然防止にすることを目的として製作された教材。振り込め詐欺・偽造盗難キャッシュカード・多
重債務の事例がわかりやすく紹介されている。

食育のおはなし　食育はみんなが主人公 ＤＶＤ
小学生
以上

内閣府 　2007年 27分
今なぜ食育なのか？現状を踏まえた食育推進政策を紹介。食事バランスガイド、日本型食生活の普及と食品
の安全性への取り組みを推進している。

悪質商法ネタばらし～若者を狙うだましの
手口～

ＤＶＤ
高校生
以上

企画　東京都消費生活総合セ
ンター　2007年

30分
マギー審司が、10代、20代の若者が被害に遭いやすい4つの悪質商法の手口を、マジックを交え披露。「架空・
不当請求」、「アポイントメントセールス」、「キャッチセールス」、「マルチ商法」の対処法と、「クーリングオフ制
度」を解説４つの悪質商法の手口をマジックを披露しながらネタばらしする。

多重債務に陥らないために ＤＶＤ
高校生
以上

日本司法書士会連合会
2007年

27分

多重債務に陥った、社会人になって間もないごく普通の青年が主人公。車のローンや彼女に誘われて契約して
しまった高額商品の支払い等のために、消費者金融での借入を重ね、督促に脅える様子をリアルに再現。債
務整理の方法やクレジットの仕組み、ローン返済額のシミュレーション等が丁寧にわかりやすく解説されてい
る。

まさととめぐみのおこづかいを考えよう ＤＶＤ 小学生
企画(社)全相協ほか 制作(株)
毎日EVRｼｽﾃﾑ ほか 2007年

16分
新しい靴を買うのにじっくり検討するしっかりもののまさとと、何でもよく考えずに買いものをしてしまうめぐみ。
対照的な二人の小学生のエピソードを通じて、「かしこい買い物の仕方」「むだづかいを防ぐ方法」を学ぶことが
できます。

実験しよう！私たちの衣生活 ＤＶＤ
中学生
以上

一橋出版　2002年 20分
繊維の吸水性、保温性、燃焼等の実験や布の汚れの種類と界面活性剤の効力についての実験等を見ること
で、それぞれの特性に合った正しい洗濯や衣類の扱い方について学べる。
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