
宮崎県消費生活センター　主な貸出用ＤＶＤ

整理番号 タイトル 分数 発行年 内容 発行 対象

138 ＤＶＤで学ぶ！クレジットカード改訂版日本語字幕スーパー収録 136 H22年 基本編、海外旅行編 社団法人日本クレジット協会 若者

139 新家庭科ベストセレクション　消費生活とトラブル防止 20 H23年
ネット通販、クレジットカード、デート商法、マルチ商

法、クーリング・オフ

教育図書株式会社（NHKソフト

ウェア）
一般

140 悪質商法捕物帳 24 H22年 利殖商法、催眠商法、次々販売、携帯電話 東京都消費生活総合センター 高齢者

144 明日のためのクレジット利用法～賢い大人のカード利用術～ 24 H24年
クレジットカードの仕組み、リボ払い、クレジットカー

ドの現金化、クレジットカードの管理・注意点
東京都消費生活総合センター 若者

146 もしあなたが消費者トラブルにあったら・・・ 23 H23年 ネットショッピング、おしゃれのリスク、マルチ商法 消費者庁 若者

148
アリンコちゃんの「こんなのアリ！？」
～消費生活トラブル相談～

26 H24年

契約、ハイハイ商法、ワンクリック詐欺、マルチ商法、

多重債務、出会い系サイト、利殖商法、点検商法、アポ

イントメント商法、押し買い、訪問販売、ほめあげ商法

宮崎県消費生活センター 一般

293 おいしさそのまま冷凍食品　基礎を学ぼう 22 H24年
冷凍食品のできるまで、冷凍食品の品質管理、冷凍食品

の調理方法、冷凍食品のメリット
(社)日本冷凍食品協会 一般

294 追跡！冷凍食品　探れ！おいしさの秘密 13 H24年
冷凍食品売り場の調査、冷凍食品工場の調査、冷凍食品

の開発、冷凍食品正しい取い扱い方
(社)日本冷凍食品協会 一般

517 2013年版くらしの豆知識 － H24年 【特集】長寿時代に生きる 国民生活センター 一般

522
いま詐欺はオレオレだけじゃない。
～未公開株等詐欺にご注意を！～

3 H24年 特殊詐欺 日本証券業協会 一般

532 山田花子の消費生活サポーター劇場 28 H25年 利殖商法、訪問買取り、点検商法、マルチ商法、架空請求 岡山県くらし安全安心課
消費生活サ

ポーター

533
みえる？みえない？みえてきた！！
契約・クレジット・消費者トラブルのコト

19 H25年 契約、クレジット、ネットショッピング、マルチ商法 三重県消費生活センター 若者

534 みえてくる！悪質商法の手口～狙われる高齢者～ 29 H25年
高齢者の消費者トラブルの特徴、催眠商法、点検商法、

次々販売、利殖商法
三重県消費生活センター 高齢者

535 だまされない！消費者トラブル撃退法！ 14 H25年 劇場型勧誘、サクラサイト、訪問販売 宮崎県生活・協働・男女参画課 一般
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539 異常を感じたらまず点検 ガス給湯器が経年劣化!? 4 H24年 経年劣化の危険 日本ガス石油機器工業会 一般

540
ななの消費生活ものがたり
アニメで見る悪質商法　こんな手口に気をつけて！

34 H25年 エステトラブル、マルチ商法、次々販売、利殖商法 愛媛県消費生活センター 一般

541 気いつけられ！悪質商法～こんな手口にご用心～
44
25

H25年
利殖商法、催眠商法、点検商法、サクラサイト。還付金

詐欺
富山県県民生活課 ネット関係

542
インターネットトラブル未然防止学習教材　ちょっと待って！
そのクリック大丈夫？

12 H25年
点検商法、次々販売、出会い系サイト、クレジットカー

ド、訪問買取、利殖商法

大分県消費生活・男女共同参画

プラザ
一般

543 はしのえみの消費者トラブル予防クリニック 80 H25年
点検商法、次々販売、出会い系サイト、クレジットカー

ド、訪問買取、利殖商法
鹿児島県消費生活センター 一般

544 2014年版くらしの豆知識 － H25年 【特集】ネット社会を生きる 国民生活センター 一般

550 これで安心！金融商品のご購入 25 H26年 投資信託編、変額年金保険編 全国銀行協会 一般

551 映像で知る情報セキュリティ 123 H26年

ウイルス・サイバー攻撃対策、情報漏えい、情報セキュ

リティ、スマートフォンのセキュリティ、ＳＮＳ、ワン

クリック請求、インターネットの使い方（小学生）、セ

キュリティ（中高生）

ＩＰＡ 一般

552 追跡！冷凍食品　探れ！おいしさの秘密 13 H24年
冷凍食品売り場の調査、冷凍食品工場の調査、冷凍食品

の開発、冷凍食品正しい取い扱い方
（社）日本冷凍食品協会 一般

553 消費者トラブル惨英傑？ 25 H26年 ネット通販、ワンクリクック詐欺、マルチ商法 名古屋市消費生活センター 若者

555
若者の適切なインターネット利用推進啓発DVD
インターネット×リアル
より良いコミュニケーションを築いていくために

88 H24年
インターネットのメリット・デメリット、個人情報、い

じめ、依存、不当請求、高額請求、ダウンロード
千葉県県民生活課 若者

556 回復します消費者被害守ります消費者の利益 27 H26年 消費者団体訴訟制度 消費者庁 一般

557 公益通報者保護法・内部通報制度とは？ 23 H26年 法律、内部通報制度の意義・有効性 消費者庁 一般

558 家族で防ごう！金融犯罪 35 H27年
振り込め詐欺、投資勧誘詐欺、還付金等詐欺、ネットバ

ンキング犯罪、ネットショッピング詐欺
全国銀行協会 一般

R3-1 考えよう私たちの消費生活 17 不明

ペンケースがこわれた！～買う前に考えよう～

買い物は契約？～買い物の仕方を考えよう～

おそろいを買うために～それって必要？～

全教図 若者



R3-2 消費生活とトラブル防止 22 H29年

インターネット普及による消費生活の変化

クレジットカードの仕組みと問題

様々な悪質商法

消費者トラブルにあってしまったら

NHKエンタープライズ 若者

R3-3
エシカルコンシューマーを目指して
～持続可能な消費生活～

18 H28年

消費者の権利と問題①

消費者の権利と問題②

消費者の選択

NHKエンタープライズ 若者

R3-4 知っておきたいクレジットカードの基本 17 H25年

カードの種類

クレジットカードの仕組み

クレジットカードをよく知る

クレジットカードの落とし穴

NHKエンタープライズ 若者

R3-5
笑費者になろう！
～笑って学ぶ消費生活～

47 R2年

契約について知ろう

様々な悪質商法

デート商法

マルチ商法

消費者市民として行動しよう

教育図書株式会社 若者

R3-6 SDGｓ　今、私たちにできること 26 R2年 食、共生、環境 NHKエンタープライズ 一般

R3-7 １８歳成人　できること　できないこと 25 R1年

世界の成人年齢は何歳

成人年齢引き下げで何が変わる？

契約とトラブル

クレジットカードの仕組み

18歳で成人になってもできないこと

NHKエンタープライズ 若者

R3-8 アクティブに学ぼう　Vol.2 26 H30年

店舗で買う？インターネット通販で買う？

不要なもの捨てる？売る？

クレジットカード使いたい？

エシカル消費とは

その音楽ダウンロードしても大丈夫？

NHKエンタープライズ 一般


