対象と単元
〇小学校低学年向け
特別の学科 道徳
特別活動
人権啓発
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おじやる丸
この作品は、2020年 に全面改訂される新 しい学習指導要領のなかの「特別の教科 道徳」の指導用教
材としてこ活用いただけるほか、小学校低学年や幼児向けの人権啓発教育のきつかけとなる教材として、
あるいは、行事やイベ ン トなど、子どもたちが楽 しく参力0で きる映像体験のためのコンテンツとしても、
幅広くこ活用いただけるものです。

鯰 瘍 瘍 鯰
お じゃる丸 と電ボが神社近 くの道 を通 りかか つた ときの

を奪 う。逃 げ切 つた と思 つた 子鬼 トリオだ つたが、 突然落

こと。亀 のカメ・ トメやカタツム リのカタ ピー 、貧乏 神 の

ちてきた丸太の下 敷きになる。子鬼 トリオを助 けようとち つ

「ちっちゃいものクラブ」 の面々が、ちつちゃ
貧ちゃんなど、

ち ゃいもの クラブががん ばるが丸太 はび くとも しない。そ

いものな らではの苦労 話を している。お じゃる丸も話 に参

こに、さきほどのア リが仲 間を連れて登場 。ち つち ゃいも

加する。

のクラ ブとア リたちが協力 して土 を掘 り進 め、子鬼 たちを

その時、ちいさな水たま りか ら助けを呼ぶ声が。一 同が
駆けつけると、ア リがおぼれていた。カメと トメたちがさっ

助 ける ことができた。子鬼 たちはみんな に感謝。お じゃる
丸たちも満足 して家 路 につ く

そ く救出すると、ア リは感謝する。す っか り気をよくした
「ちつちゃいものクラブ」のメ ンバーたちは、人助けに繰 り
出す ことに。それぞれのできる範囲で人助けを行い、最後
に互いに活躍ぶ りを報告 した。
そこに、子鬼 トリオが現れ、お じゃる丸の大切なシャク

特別の教科 道徳 (第 1学 年及び第 2学 年)

ンバー の町の人 び と に対 す る親切 のエ ピソー ド、そ して、

B

主として人との関わりに関すること
◇身近にいる人に温かい心で接し,親 切にすること。

児童それぞれが行 つている親切な行動 についてを導入 と し、

◇家族など日頃世話になっている人々に感謝すること。

その上で、ス トー リーのそれぞれのエ ピソー ドについ て掘

◇気持ちのよい挨拶 言葉遣い 動作などに心掛けて 明るく
接すること。

り下 げてい く流れ になると思 います。特 に、最後 の子鬼 た
ちの エ ピソー ドで は、 自分 に対 して害 をな している相手で

◇友達と仲よくし,助 け合うこと。

あ つて も、 困 つた とき は助 ける とい うお話 にな つて お り、

☆指導にあたつて

教材 と して葛藤の部分 を含んでお ります。

子鬼 トリオ に対する行動などです。まず、
指導 に当た つては、

この教材では、おじゃる丸と
「ちつちゃいものクラブ」の
メンバーが、いろいろな親切を行うシーンを盛 りだくさん

仲良 く し助 け合 うことについ ても、教材 と して使 うことが

に取り入れています。アリとのエピソー ド、それぞれのメ

できる内容 とな つています。

また、気持ちの良 い挨拶 や言葉遣 いについてや、友達 と

製作 東映株式会社 教育映像部
プロデューサー 古知屋正裕 中鉢裕幸
<声
原案 犬丸 りん
脚本 平見瞳
絵 コンテ 波多正実

s

演 出 加藤敏幸
ア ニ メ製 作 すた じおぎ ゃろつぶ
の出演 >
お じゃる丸 小西寛子
電ボ 岩坪理江 ほか
2000年 作品

●本 DVDは 、ご購入いただいた団体 (視 聴覚ライブラリー・教育委員会 ・都道府県市町村・事業所等)内 での貸出 し、非営利上映 を行 うことを前提 とした商品です。著作権補
償金を含んだ価格設定 となっていますので、著作権処理 を行 うことなく、上映会や研修会等でご使用になれます。
●本 DVDに ついて次の行為に該当する場合は、使用の可否や別途料金等について、必ず当社 までご相談 ください。
・テレビでの放映
・ ビデオ・ オンデマン ド等による配信
●著作権者に無断で、作品の一部または全部 を複製・改変・放送・有料上映することは著作権法違反 となります。
●DVDビ デオは映像 と音声 を高密度に記録 したディスクです。DVDビ デオ対応のプレーヤーで再生 してください。パソコンなど一部の機種 で再生できない場合があります。
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