
貸出DVD一覧
人身安全対策・少年課では「情報モラル」「薬物乱用防止」などのＤＶＤを貸し出ししています。

貸し出しを希望される学校、団体は、愛媛県警察本部人身安全対策・少年課（０８９－９３４－０１１０ 内線３１１３）までご連絡くだ

さい。

インターネットに

関する被害防止
薬物乱用防止 非行防止タバコ・飲酒

ストーカー ボランティア
子どもの

防犯対策
振り込め詐欺へ

の加担防止



媒体 № 種    別 タ  イ   ト  ル
制作
年

時間
（分）

内                 容 主な対象 制作・著作

ＤＶＤ 1 サイバー犯罪
鷹の爪団のサイバー犯罪撲
滅大作戦
「ネット犯罪は突然に｝

R2 38

アニメキャラクター「秘密結社　鷹の爪団」を起用し、わかりやすく
具体的なストーリーにより、サイバー犯罪の被害に遭わないため
のポイントを伝える動画
①偽サイト編「偽サイトなんかに騙されるわけないじゃない」
(11分11秒)　希少なライブチケットの購入を希望する大学生が詐欺
サイトに遭遇したことを端緒として、チケット詐欺の手口や対策など
について説明。
②フィッシング編「フィッシング？はいはい、知ってますよ～」
(13分09秒）　フィッシングサイトに誘導しようとする銀行を装ったメー
ル・SNSが届いたことを端緒として、フィッシング（スミッシング）の手
口や対策について説明。
③IoT編「IoT機器乗っ取りって、ちょっと言ってることわかんない」
(13分08秒)　スマート家電やWebカメラなどのIoT機器が外部から不
正に操作されたことを端緒として、IoT機器の利用において気をつけ
るべきことを説明。

高校生
以上
一般

警察庁

ＤＶＤ 2 ネット犯罪被害
STOP 子供の性被害
～子供を性被害から守るた
めに～

R1 115

スマートフォンの利用に起因した子供が性被害にあうケースはいま
だ増え続けている。ＤＶＤでは、再現ドラマにより親と子の接し方や
各キャリアのフィリタリングの設定方法、高校生による演劇での事
例紹介で被害の対象となるポイントを紹介。
第１部　保護者の方へ（16分49秒）
子供の行動・様子がおかしい。こんな時あなたならどうしますか？
子供が事件に巻き込まれないようにするためのポイントを解説。
第２部　フィリタリング設定方法
docomo Android  / iPhone編　（16分15秒）
au        Android / iPhone編　（15分24秒）
SoftBank　Android /　iPhone編（13分10秒）
スクリーンタイム（iPhone)設定方法（4分07秒）
エピローグ（1分29秒）
第３部高校生の演劇による被害事例紹介
①交際相手に送った画像が・・・（7分12秒）
②SNSで知り合った相手に頼まれて・・（8分19秒）
③軽い気持ちでやってみたら・・・（11分43秒）
④家出中に助けてくれた彼が、実は・・・（9分33秒）

教員
保護者

公益財団法人警察協会
監修：警察庁
制作：TBSスパークル

ＤＶＤ 3
ネット犯罪被

害
JKビジネス

「犯罪被害から大切な自分を
守る」JKビジネス・SNSに潜
む危険

H30 45

インターネット・SNSの利用をきっかけとした犯罪被害について、以
下３つを紹介。
① いわゆる「ＪＫビジネス」による被害事例
② インターネット利用に起因する被害事例（自画撮り被害）
③ インターネット利用に起因する被害事例（神待ち掲示板による被
害）

中・高
警察庁
文部科学省

★　インターネットに関する被害防止



ＤＶＤ 4 ネット犯罪被害
家庭、学校、みんなで考えよ
う、ケータイ～情報モラル学
習プログラム

H28 28

＜ドラマには結末が無いため、少人数での討論会向けのDVD。登
場する携帯電話はガラケー。指導案の冊子有＞
NHK教育テレビ2009年8月放送「ケータイ親子の道しるべ」より
第１話ルールづくり編「わが家のルール」中学１年女子、高校生の
兄、父、母の４人家族。中学生女子は、クラスの半数が携帯電話を
持っていることもあり、誕生日に買ってほしいとねだる。子どもたち
にルールを守るという条件を出しながら、ルールを修正していく。
（約13分）
第２話「家族のキズナ」中３女子と母親、単身赴任の父親との３人
家族。女の子は友達のことで悩んでいるが、親に言い出せない。そ
んな中、担任から学校の様子を伝えるメルマガが届き、母親が先生
に娘について相談する。（約15分）

中
教員

保護者
NHKエデュケーショナル

ＤＶＤ 5 ネット犯罪被害
考えよう、ケータイ～情報モ
ラル授業プログラム

H28 20

＜ドラマには結末が無いため、少人数での討論会向けのDVD。登
場する携帯電話はガラケー。指導案の冊子有＞
NHK教育テレビ2005年8月から2006年８月放送「ケータイ社会の落
とし穴」より
第１話　人間関係編「メールの依存症」主人公のまやは、友達から
届くメールにすぐ返答しなければならないと思い込んでいる中学生
の女の子。友達のあおいからすぐに返事がなかなかこないことにイ
ラつき、食事のときも携帯を手放せなくなるなど、生活のリズムが携
帯中心となっている。(約９分）
第２話　情報発信編「ブログと個人情報」友達の勧めでブログを立
ち上げた「ありさ」。ブログに書かれたありさの何げない「日常」は、
次第にありさをしるための情報へと変わっていく。ブログに個人情報
を公開し続けた中学生が現実社会のトラブルに巻き込まれてしま
う。（約11分）

中・高
教員

保護者
NHKエデュケーショナル

ＤＶＤ 6 ネット犯罪被害
考えよう、ケータイ　スマート
フォン～情報モラル授業プロ
グラム

H28 11

＜ドラマには結末が無いため、少人数での討論会向けのDVD。携
帯電話はスマホ。指導案の冊子有＞
NHK教育テレビ2012年。高校生の優花は、友達２人と一緒にいる
際、居場所のなさを感じ、SNSという見知らぬ少女スイと仲良くやり
取りをするようになった。ある日自分のSNSのトップページに友達２
人と映った写真をのせたところ、スイに友達のメールアドレスを教え
てほしいといわれ、友達の許可も得ずにスイに友達のメールアドレ
スを教えてしまう。その直後に友達のスマホにメールが届く。（約11
分）

高
教員

保護者
NHKエデュケーショナル



ＤＶＤ 7 ネット犯罪被害

STOP TO THINK!
止まって考えよう
トラブルを防ぐインターネット
活用術

H28 45

①無差別ロックオン～ランサムウェアの恐怖～（約19分）
楽してお金を稼ごうとした少年がランサムウェアを使ってお金を稼
ぐ。
非正規アプリのゲームアプリに興味を持った女子高校生がゲーム
をダウンロードしたことで電子マネーをだまし取られてしまう。
②心に潜んでいた悪意（約15分）
いたずら目的でうその情報を書き込んだり、友人の悪口を書き込み
トラブルになる。
③安心安全インターネット活用術～基本編（約９分）
ネットをする上で、守るべき基本的なマナーについての説明。
④ダイジェスト　２分
①～③のまとめ（女優　吉木りさ　出演）

高
公益財団法人
警察協会

ＤＶＤ 8 ネット犯罪被害
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用に係る児童の
犯罪被害等防止啓発

H28 112

①自画撮りした画像の送信②メッセージに腹を立てる③コンピュー
タ・ウィルスを入手して他人に提供④インターネットで知り合った相
手にプライベートな写真を撮られた⑤オンラインゲームに勝ちたくて
不正アクセス⑥インターネットを通じた業務妨害⑦インターネットで
知り合った人からのいやがらせ⑧インターネットで知り合った人がス
トーカー⑨悪ふざけ写真の投稿　各項目に関するトラブルへの経
緯、並びに対処方法についてドラマ仕立てで解説している。＊各ド
ラマ、10～13分程度。（教育評論家　尾木直樹＜通称尾木ママ＞
出演）

小・中・高 警察庁

ＤＶＤ 9 サイバー犯罪
転落へのクリック
ーえ？まさか犯罪者にー

H27 48

様々な危険が潜むネット社会。安易なクリックにより知らず知らずの
間に犯罪者へと転落してしまう 。   part１　「戻れない」アクセスpart
２　ふたりだけの秘密　part３　「無料」の償い　(女優　藤江れいな出
演）

高 公益財団法人警察協会

ＤＶＤ 10 ネット犯罪被害 Ｔａｐｓ～その指先が導く危険～ H26 53

スマートフォンが普及し、ネット上には様々な危険が潜んでいる。
①ＳＮＳ・無料通話アプリ等に潜む危険～、②リベンジポルノの危
険、③偽通販サイトに騙される危険、についてドラマ仕立てで対処
方法などを説明している。（女優　平井理央出演）

中 公益財団法人警察協会



媒体 № 種    別 タ  イ   ト  ル
制作
年

時間
（分）

内                 容 主な対象 制作・著作

ＤＶＤ 1 薬物乱用
それってホント？
事例でみる薬物乱用

R３ 16

薬物乱用全般についてのDVD。最新の統計数値を反映している。
事例からみる薬物乱用（アニメ風のイラストで事例紹介と解説）
〇　１回だけなら大丈夫？　〇　いつでもやめられる？〇　大麻が合法な
のは安全だから？　〇　迷惑をかけなければ個人の自由？
R３年版はネット等の情報から「正しい情報を見極める力」の項目も加わ
る。

中・高・一
般

麻薬・覚せい剤乱用防止
センター

ＤＶＤ 2 薬物乱用
今、薬物問題を考えよう！
～私たちの未来のために～

R２ 18
薬物乱用全般についてまとめたDVD。
後半は主に大麻についての解説（若者に大麻が拡大。SNSの影響など）
（使用されている用語が小学生には難しいかもしれません。）

中・高・一
般

麻薬・覚せい剤乱用防止
センター

ＤＶＤ 3 薬物乱用
大麻警報発令中！
～アイメッセージで断ろう～

R1 16
大麻の危険性を専門家が説明した後、「私」を主語にして気持ちを
伝え誘いを断る方法を紹介。

小・中・高
麻薬・覚せい剤乱用防
止センター

ＤＶＤ 4 薬物乱用 薬物乱用から自分を守る H30 15
薬物乱用により脳が破壊され、薬物依存になる経緯を説明し、断る
勇気の大切さを伝える。

小・中・高
麻薬・覚せい剤乱用防
止センター

ＤＶＤ 5 薬物乱用
【手話通訳入り】
身近に潜む薬物乱用

H29 15
【手話通訳入り】
様々な違法薬物の危険を紹介し、危険から身を守るために自分を
大切にするよう促す。

小・中・高
麻薬・覚せい剤乱用防
止センター

ＤＶＤ 6 薬物乱用
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。
～やさしい解説！～

H28 15
違法薬物がどのように心身へ作用するか、イラストやイメージ映像
を使いながらわかりやすく解説。

小・中・高
麻薬・覚せい剤乱用防
止センター

ＤＶＤ 7 薬物乱用
愛する自分を大切に！
薬物乱用はダメ。ゼッタイ！

H27 15
「ダメ。ゼッタイ君」と「ダメ。くま君」の薬物乱用防止教室　パート２。
薬物乱用はなぜ「ダメ。ゼッタイ。」なのかと危険ドラッグの恐ろしさ。
とくに、中身が何が入っているか分からないことなどを解明。

小・中
麻薬・覚せい剤乱用防
止センター

媒体 № 種    別 タ  イ   ト  ル
制作
年

時間
（分）

内                 容 主な対象 制作・著作

ＤＶＤ 1 タバコ
ＮＯ　ＳＭＯＫＩＮＧ　たばこの
しくみ

H25 23
文化としてのたばこの歴史、喫煙によってもたらされる様々な疾患、
世界のたばこ対策等。　（料理研究家　博士（医学）　服部幸應出
演）

教職員等
指導者用

厚生省

★　薬物乱用防止

★　タバコ・飲酒



媒体 № 種    別 タ  イ   ト  ル
制作
年

時間
（分）

内                 容 主な対象 制作・著作

ＤＶＤ 1 万引き
万引き・・・あなたは犯罪者に
なりたいですか？

H25 18

「もしも万引きしたら自分や周囲はどうなるか、どういう心情になる
か」を、主人公の中学生の視点からのドラマで描く、万引き防止教
材。
万引きした結果、家族・友人関係が崩壊し、更に万引き被害に遭っ
たお店にどれだけ被害をもたらすか、視聴者に気づかせ、万引きは
窃盗罪という許されない犯罪であることを中学生に訴える。

小（中・高
学年）

東映株式会社
教育映像部

ＤＶＤ 2 万引き 万引きは、ぜったい悪い！ H21 14

「もしも友だちの万引きを目撃したら、自分が万引きしたらどうなる
か、どういう心情になるか」を、主人公の小学生の視点からのドラマ
で描いている。
友だちが万引きをするのを見た拓也。母親に打ち明けられないま
ま、翌日万引きを誘われ迷いつつも実行してしまった結果・・・・。万
引きは窃盗罪という許されない犯罪であることを小学生に訴える。

中
東映株式会社
教育映像部

ＤＶＤ 3 非行防止
なぜ、いけないの？
いっしょに考えよう！

H22 19
万引きや自転車どろぼう、占有離脱物横領、教室やインターネット
でのいじめ等・・・それらがなぜ「いけない」のかをわかりやすく解
説。（俳優　載寧龍二出演）

小
警察庁

ＤＶＤ 4 非行防止
なぜいけないか、
君はそれを知っている！

H22 25

中学生にとって万引きが犯罪であるのは、自明のこと。では、万引
きを手伝うことは？万引きをさせることは？万引きしたものをもらう
ことは？お笑いコンビたんぽぽが、社会の決まりについて、クイズを
通して中学生に問いかける。さらに、実際に起きた事件をテキスト
代わりに、インターネットに潜む危険を解説する。（お笑いコンビ　た
んぽぽ出演）

中 警察庁

ＤＶＤ 5 非行防止
ひろみちお兄さんとまなぼう
生活の中のきまり”

H21 13

アニメ。小学２年生５人とひろみちお兄さんとのやりとりを通じて、「う
そをついてはいけないよ」「人のものと自分のものを区別しよう」「万
引きしちゃいけないよ」というみんなと仲良くするための約束事を確
認していく。

小 警察庁

★非行防止



媒体 № 種    別 タ  イ   ト  ル
制作
年

時間
（分）

内                 容 主な対象 制作・著作

ＤＶＤ 1 ボランティア
子どもの明日をサポートしよ
う

H18 30
少年非行を見て見ぬふりをしてきた男性。妻が少年によるひったくり被害
にあったことをきっかけに、非行防止ボランティア団体「おやじの会」に参
加し、以後、少年の立ち直り支援活動に力を注ぐようになる。

ボランティ
ア

警視庁

ＤＶＤ 2 ボランティア
補導員の心得～声かけの基
本とその実践

H18 20
補導員が行う街頭補導は、非行・被害を防止するための極めて重要な活
動であるが、かけ方によってはトラブルになりかねない。声かけの態度や
方法を考える。

ボランティ
ア

（社）青少年育成国民会
議

媒体 № 種    別 タ  イ   ト  ル
制作
年

時間
（分）

内                 容 主な対象 制作・著作

ＤＶＤ 1 防犯対策 STOP！子どもの犯罪被害 R1 24

【子ども向け】
１．知らない人から声をかけられた場合の断り方を学ぶ。
２．ドラマ形式でインターネットの危険性を学ぶ。
【保護者・ボランティア向け】
３．不審者から子どもを守るための指導方法を解説。
４．子どものネット利用方法について一緒に考えることの大切さを伝
える。

小・中
保護者
ボランティ
ア

全国防犯協会連合会
東映株式会社

ＤＶＤ 2 防犯対策
どう防ぐ　子どもへの犯罪
地域の子どもは地域で育て
る

H24 24
子どもに対する体験型防犯指導。指導マニュアルのＰＤＦファイル
（ＣＤ-ＲＯＭ）が同封されている。

教職員、
ボランティ
ア等指導
者用

警察庁

媒体 № 種    別 タ  イ   ト  ル
制作
年

時間
（分）

内                 容 主な対象 制作・著作

ＤＶＤ 1 振り込め詐欺 「受け子」や「出し子」は犯罪です H26 28
男子高校生や女子中学生が振り込め詐欺に加担し警察に捕まる
状況をドラマ仕立てで再現し、中学生などへの解説、教職員向けの
解説も掲載されている。（お笑いコンビ　サンドウィッチマン出演）

中・高
教育関係
者、保護
者用

警視庁

★振り込め詐欺への加担防止

★ボランティア

★子どもの防犯対策


