
貸出品番号 貸出品名称 時間（分） 制作年 フィルム分類 対象 内容

1001 ネットの暴力を許さない 19 2009 人権教育
中学生
～一般

佐智子（１５）は、プロフのランキングに入り、学校中の人気者。それを妬んだ真理江
と由香は、佐智子のプロフにウソの書き込みをする。嫌がらせのつもりで始めた書き
込みが、やがて、勝手に増えていく。クラス全員から無視され、追い詰められた佐智
子は、学校の屋上から飛び降り自殺を図った。一命を取り留めた佐智子。やがて、
みんなが犯人探しを始めた。一緒に書き込みを始めた由香は、真理江に脅かされ
てやったと真理江だけを犯人にした。今度は、真理江がクラスから孤立していく・・・
そして屋上へ。飛び降りようとした真理江を止めたのは、佐智子でした。

1002 声を聞かせて 40 2008 人権教育
中学生
～一般

優衣は、念願の携帯電話を買ってもらい、親友のまどかに「返信は５分以内に」と言
われて食事中も気になって仕方がない。ある日、まどかから「学校裏サイト」と呼ばれ
るインターネットの掲示板の存在を教えてもらった。そこには、学校中の悪口等が書
き込まれていた。クラスメイトの夏希は、携帯電話を持っておらず、「変わっている」と
みんなから敬遠されていた。優衣は、あることから夏希とふれあう機会があり、夏希
の人柄に惹かれていった。優衣は「学校裏サイト」に夏希に対して悪意のある書き込
みを見つけた。夏希を擁護する書き込みをしたら、その矛先が、優衣に向けられ
た。

1003
ケータイトラブル
～子どもを犯罪者、被害者にさせない～

25 2009 人権教育 一般

子どもがケータイの世界へ無防備、無自覚にふれてしまう、乱用するといった背景
には、家庭、学校における人間関係、親子関係のあり方が指摘される。携帯電話の
中に犯罪や事件があるのではなく、それを使う人の心が問題です。この作品では、
３つの事例を紹介します。●事例１「掲示板の罠」●事例２「学校裏サイトの罠」●事
例３「プロフ（自己紹介サイト）の罠」

1004 ハードル 84 2004 人権教育 一般

横浜に暮らすバスケットが得意なレオンは、小学６年生の冬、中学受験を控えてい
る時期、クラスメートの万引きをを目撃してしまった。レオンは、犯人の名前を言わな
かったため、犯人と誤解されます。無実を信じない大人たちに、レオンは深く傷つき
ます。友人と万引きの現場の文具店のおばあちゃんの言葉に励まされ、心の輝きを
取り戻します。中学生になったレオンは、父親の失職と両親の別居により、母の実家
の東北宮城県で母親と弟と一緒に暮らし始めます。自然に囲まれ、友達の輪も大き
く広がっていきますが、バスケット部への入部を断ったことで、イジメの標的とされとう
とう生死を彷徨う事件が起こります。真実を隠そうとする大人たち。それに反発する
子どもたち･･･。自分を大切に、周りの人も大切にするということを伝える作品です。
（アニメ）

1005 いわたくんちのおばあちゃん～ぼく戦争せんけえね 20 2009 平和教育
小学

中学年
～一般

今日は運動会。みんなで記念写真を撮ろうというとこになり、お母さんがシャッターを
押そうとすると、いわたくんちのおばあちゃんは手を振って断った。なぜだろう…？
昭和２０年。日本は戦争をしていた。いわたくんのおばあちゃん（ちづこさん）は、ま
だ女学生でした。疎開する前の記念に写真屋を呼んで家族６人で写真を撮影した
その数日後、広島に原爆が落とされた。町中が火の海になり、ちづこさんは家族と
二度と会えなくなってしまいました。それ以来写真を撮らなくなったのです。（アニ
メーション）

【ＤＶＤ教材一覧】（2019/05/22現在）
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1006 自転車も車両です 27 2008 安全教育
小学

高学年
～一般

この作品は、自転車に乗る人をはじめドライバーや歩行者に「自転車も車両」という
意識と責任感を持たせ、安全ルールの基本である自転車安全利用５則を理解さ
せ、法規とマナーを守ることの大切さを描いています。
◎交通事故防止に役立つ３つの重要なポイント
　①「かもしれない」運転　②車の特性の理解　③「思いやり」運転
を具体的に紹介して、更なる事故防止を目指します。自転車に乗るときのマナーを
考えましょう。

1007 ふるさと－ＪＡＰＡＮ 98 2008 情操教育
小学

高学年
～一般

太平洋戦争が終わって１０年余りが経過した昭和３１年の春。東京・深川の小学校
に、坂本先生が新しく赴任して来ました。同じくして６年４組に神戸からの転校生宮
永志津がやってきた。歌手になるという夢を持つ、明るく美しい女の子だった。坂本
先生は、年末に開かれる地区合唱大会での優勝を目標に掲げ、６年４組からは、志
津らがメンバーに選ばれた。坂本先生は、特攻隊で亡くなった兄から「教師になっ
て童謡を子どもたちに伝えてほしい」という遺言を受けて、音楽教育にとりわけ強い
情熱を持っていた。合唱大会へ向けて練習に熱が入るが…（長編アニメーション）

1008 二つの故国をつなぐ歌 46 2007 情操教育 一般

インドネシア・スマトラ島の北端バンダアチェ。日本の唱歌「早春賦」を歌う少女がい
ます。少女の名はディーヴァ。大津波で妹を失い、自身も九死に一生を得た経験を
しています。ディーヴァに「早春賦」を教えているのは、祖母の「サクラ」。彼女は太
平洋戦争末期、日本人の父とインドネシア人の母との間に生まれました。日本に
帰った父を探し続けた半生。父の死の知らせと「早春賦」との出会い。戦争、災害で
家族を失った悲しみを救い、心の支えになったものは何か…。なぜサクラは「早春
賦」を孫娘ディーヴァに歌い継がせようとしているのか。（ドキュメンタリー作品）

1009 海女のリャンさん 90 2004 情操教育 一般

戦前、済州島から日本に渡り、現在では大阪で一人暮らすリャンさんの生活を３年間に渡って
記録した長編ドキュメンタリー映画。
　リャンさんという一人の女性が、差別と貧困の中で、妻として夫を支え、母として子どもを育て
てきた家族の歴史を追って、約４０年前の「在日」のカメラマン、そして家族のカメラが捉えた
フィルムに映像を終結して、未完の映画を完成させた。
　映画では、故郷・韓国済州島への５３年ぶりに訪問リャンさんやこれが最後の訪問と思う北朝
鮮への旅も紹介し、日本、韓国、北朝鮮に離散した子ども達との関係から、国家の対立がもた
らす悲劇と家族の絆の尊さを伝える。

1010
子どもにコミュニケーション能力を楽しく身につけさせ
る（指導者向け）

45 2008
教師研修用

国語
教師

子どもたちのディスカッションを軸に、現代の子どものコミュニケーション能力につい
て検証していきます。ディスカッションのテーマは、正しいあいさつの仕方、友だちを
上手に紹介する、楽しかったことを話す、上手な断り方、私の宝物紹介、友だちの
いい子と探し、ブック、クラブ（読書会）などです。子どもに自由にディスカッションさ
せていると、今の子どもの得意な部分、苦手な部分がはっきり分かってきます。その
一つ一つで、専門家の解説が入り、効果的に授業に活用できる内容となっていま
す。

1011 安全なくらしを守るシリーズ　火事からみんなを守る！ 15 2008 小学校社会 小３，４年

消防署を訪ねて、火事から人々の生命を守るために働く人々のようすや、さまざまな
工夫と努力を紹介します。ふだんの仕事や訓練の様子、また、火事が起こった時
に、一刻を争って現場に急ぐ様子など、見学活動だけでは見られない映像を交え
ながら、火事からくらしを守る消防士の努力を具体的に描きます。
【内容構成】①こわい火事　②消防署を訪ねて　③消防署の仕事といろいろな工夫
④火事が起きたら　⑤みんなで防ぐ火事
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1012
小学校　外国語活動指導法ガイド①小学校外国語活
動指導の基礎

60 2009
教師研修用

英語
教師

「小学校外国語活動」の実践の上で必要な情報を網羅しています。学級担任の役
割を強調しながら、ポイントを押さえていきます。外国語活動に対する不安や疑問を
払拭していただけるよう配慮して構成しています。

1013
小学校　外国語活動指導法ガイド②ＡＬＴとのティー
ルームティーチング技術

60 2009
教師研修用

英語
教師

ＡＬＴとのティーム・ティーティングは、児童にとっても非常に貴重な体験の場になり
ます。しかし、ＡＬＴとのコミュニケーションや授業の実施にさまざまな課題をお持ち
の先生方も多いと思います。そうした課題解決のヒントとなり、ティーム・ティーチング
の効果を最大限に発揮させるためのコンテンツを集めています。

1014
小学校　外国語活動指導法ガイド③クラスルーム・イ
ングリッシュ

60 2009
教師研修用

英語
教師

外国語活動の実践にあたり、英語力に不安を感じておられる先生方もいらっしゃる
でしょう。この巻では集中的に授業で使える英文を練習します。また、その活用を更
に実践的にするための情報もそろえております。

1015
小学校　外国語活動指導法ガイド⑥歌とチャンツの
活用

60 2009
教師研修用

英語
教師

外国語活動には欠かせない歌。しかし、ただ歌うだけでは、その学習効果を十分に
は発揮できません。授業の目標に関連させ、ただ歌うだけでは終わらせない活用の
コツがつかめるよう構成しました。チャンツの活用のポイントも押さえています。

1016 小学校　外国語活動指導法ガイド⑦ゲームの活用 60 2009
教師研修用

英語
教師

児童にとって、ただの楽しい遊びになってしまう危険もはらむゲームの活用。しっか
りと目標を持ち、外国語によるコミュニケーションをうまく取り入れて活用するための
ポイントがイメージできるように、内容を構成しました。

1017
心と心身の健康シリーズ　１　喫煙・飲酒・薬物乱用と
健康

38 2005 保健体育
小学

高学年
～中学

１　喫　煙　　　　①タバコに含まれている有害物質　②タバコを吸うとガンになる　③脳や身体
の働きを悪くするタバコ　④タバコを吸わない人にも悪影響が　⑤女性の喫煙と胎児への影響
２　飲　酒　　　　①お酒ってなに？　②お酒を飲むとどうなるの？　③脳の働きを悪くするアル
コール　④急性アルコール中毒　⑤２０歳前から飲酒するとなりやすいアルコール依存症
３　薬　物　　　　①薬物の身体への悪影響　②「ダメ。ゼッタイ。」薬物依存症の恐怖　③依存
症で苦しむ人が語る恐怖　④薬物欲しさによる犯罪と狙われている中学生　⑤薬物の誘惑に
負けるな！－ロールプレイング－で学ぼう
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1018 心と心身の健康シリーズ　２　思春期を学ぶ 23 2005 保健体育
小学

高学年
～中学

１　成長ホルモンの秘密
２　何が起こるの？大人への身体の変化
３　受精・妊娠の神秘とメカニズム
４　性感染症
５　あなたならどうする？性情報と犯罪の現状

1019 心と心身の健康シリーズ　３　心の健康 28 2005 保健体育
小学

高学年
～中学

１　「心」ってなに？
２　ストレスを知ろう
３　ストレスで変化する心と体
４　ストレスと上手に付き合おう

1020 中学校理科第２分野　第６巻「地球と宇宙」 20 2008 中学理科 中学生

Ａ　天体の１日の動きと地球の自転（７分）太陽の動きを捉えた微速度映像、天体写真や明快
なＣＧモデルなどで、地球の自転と天体の動きを解説します。
Ｂ　天体の１年の動きと地球の公転（７分）日の出・日の入りの定点観測映像とモデル実験に
よって、地球の公転と天体の動き、季節の変化を解説します。
Ｃ　太陽系の天体（６分）金星の見え方の変化などをもとに太陽系の様子を解説し、果てしな
い宇宙の広がりに目を向けさせます。

1021
中学校地理（１）世界から見た日本の地形/世界から
見た日本の気候

20 2008 中学地理 中学生

①世界から見た日本の地形
　　ヒマラヤ山脈を例に世界の造山帯を紹介しながら、環太平洋造山帯に属する日
本の地形の特徴をＣＧなどを用いてわかりやすく解説します。
②世界から見た日本の気候
 　世界にはさまざまな気候帯があることや、その中で日本は温帯に属し、また温帯
の中でもさまざまな特徴がある国であることを捉えさせます。

1022 働くということ 28 2002 進路指導 中学生

～フリーターについて考える～
６組の若者を実際に取材し、彼らが何を求め、厳しい現実の前でどのように人生を
選択しようとしているのかを紹介。安易にフリーターを選ぶ若者が多いなかで、将来
自立して生きていくためには何が必要か、彼らがどんな悩みに直面しているのかを
ドキュメンタリータッチで伝える。

1023 驚異の小宇宙　人体　（６枚組） 各50 2008 総合・理科 中学生

１　生命誕生
２　しなやかなポンプ～心臓・血管～
３　消化吸収の妙～胃・腸～
４　壮大な科学工場　～肝臓～
５　なめらかな連携プレー～骨・筋肉～
６　生命を守る～ミクロの戦士たち～
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1024 あの空の向こうに 38 2009 人権教育
中学生
～一般

下校する明日香と沙織。明日香は携帯を取り出し自身のブログを見る。遊び心で掲
載したスクープ写真に寄せられたコメントに二人の表情が強張る。明日香は、沙織
にもブログの内容について責められるようなメールを受け、学校に行けなくなる。明
日香の担任が訪問し、母親に明日香のブログを見せる。母親はショックを受ける。祖
父が家を訪れ、明日香を田舎で預かることになった。明日香は、自然と祖父、近所
の人とのふれあいから、落ち着きを取り戻す。両親も自分たちもちゃんと明日香と付
き合っていないと話し合った。何日か経った後、明日香は祖父の家を後にする。

1025 日常の人権Ⅱ－気づきから行動へ－ 23 2009 人権教育 一般

この作品は、日常生活の中でさまざまな人権問題を取り上げています。ドラマからド
キュメンタリーで差別や偏見などに苦しむ人々の心の痛みを伝えています。人権に
ついて、さまざまな角度から考えることができる作品です。
◎外国人の人権　◎障害者の人権　◎部落差別　◎インターネットの人権侵害

1026 今日もよか天気たい 35 2007 人権教育 一般

京子は、人生の半ばで視力を失った。当時は戸惑い、孤独感に襲われ、引きこもる
生活をしていた。母はボランティアの人の支えと理解が京子を前向きな考えに変
え、今では傾聴ボランティアとして明るく元気に暮らしている。そんなある日、いつも
のように母の病院に向かう京子がバスをまっていた。バスが来ると割り込んで乗って
くる若者が、優先座席に座った。バスに乗り込んできた子どもが母親に優先座席の
シートの色が違うのを見て「あれはなあに？｝と聞いた。それを聞いた若者は初めて
自分が座っている席が優先座席であることに気が付いた。

1027 起こる前に考える　子ども虐待 39 2009 人権教育 一般

核家族が進む進む中、孤立し不安な子育てや少子化により赤ちゃんや幼い子どもと接し方が
分からない世代が増加しています。母親のストレスが混乱を呼び、わが子を虐待することにな
ります。あるいは、望まない出産のため、愛着が形成されにくく、虐待を招いてしまうこともあり
ます。社会の病「虐待」をどのように理解したらよいのか。子どもたちをあらゆる立場の人のた
めの６つの断章で展開しています。１　社会問題化している虐待　２　なぜ起こる子ども虐待　３
虐待を起こしてしまう感情のうねり　４　虐待を受けた子どもの反応　５　愛着形成と子どもの育
ちを知る　６　虐待防止に向けたさまざまな取り組み

1028 銀の鈴 81 2009 平和教育 一般

太平洋戦争末期の沖縄。日本軍の指示で、沖縄から老人・女性・学童ら１０万人の
疎開が開始された。本土から沖縄の国民学校に転任してきた渡瀬は疎開を奨励。
アキコは海の危険を知りながら引率に志願。子どもたちの親は航海の安全を信じ、
わが子を疎開させる。１９４４年８月２１日いろいろな気持ちをのせた疎開船「対馬
丸」が那覇港から出港した。８月２２日米潜水艦ボーフィン号魚雷攻撃を受け、１４１
８名とともに海中に沈んだ。救助された学童たちには緘口令がしかれ、沈没の事実
は隠された。戦後、生き残ったものが、徐々に真実を語り始めた。

1029 木づかいで地球を救え！ 25 2008 環境教育 一般

木には人間の五感を優しく癒し、心身の力を高める効果があります。
木を伐り、有効に使うこと。この作品は、森林を若返らせ地球温暖化を食いとkめる
だけでなく、持続的な循環型社会を私たちに提供してくれるのです。
人間に地球にいつでもぬくもりを提供してくれる木材。この木材の良さを改めて見直
し、環境への「思いやりの心」を呼びかける作品です。「３Ｒ」とは、限りある地球の資
源を有効に繰り返して使う社会（循環型社会）を作ろうとするものです。
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1030 名探偵コナン防犯ガイド 26 2008 安全教育
幼児～
中学生

コナンと仲間たちがクイズ形式で身近に潜む「危険」をわかりやすく説明します。全
部で７項目あります。
◎あとをつけられたら？　◎友だちがつかまったら？　◎道を聞かれたら？　◎留守
中の来客は？　◎メル友から会おうと言われたら？　◎変質者のことを友だちに相
談されたら？　◎万引きしたものをすすめられたら？
クイズに答えた後、コナン君から解説があります。さらに普段からの心がけや対策も
説明します。

1031 今すぐ防げ！大麻汚染 25 2009 保健教育 一般

最近、大学生や若い人たち、芸能人の間で大麻、覚せい剤所持、使用による摘発が相次ぎ、
マスコミを賑わせています。ちょっとした好奇心、「大麻はタバコより害がない」などといった
誤った情報が汚染拡大につながっています。この作品では、大麻の怖さを知るために、ラット
を使った実験で脳が破壊されていく映像を描いています。大麻の成分ＴＨＣは脳の快中枢に
作用し、その快感を一生忘れない、一生苦しみ続けることになります。また、薬物依存のため
のリハビリ施設に入り、リハビリしている人の声を聞きます。軽い気持ちで始めた薬物。しかし、
取り返しのつかない人生を歩むことになります。

1032
一次救命処置（解説編）・心肺蘇生とＡＥＤの使用手
順（練習編）

44 2005 保健教育 一般

医療従事者等を対象に最新のガイドラインに準拠した一次救命処置をわかりやすく
映像化したものです。ある日訪れる「急変」に対して心肺蘇生するためには、心肺能
力の保持が必要です。そのためには、最近では、ＡＥＤの設置がある施設が増えて
きています。いざというときのために、医療従事者の方だけでなく、一般の人が使い
方を知っておくことも、大切です。職場の研修にもご使用ください。　　　解説編…２
１分、練習編…２３分

1033 人権のヒント　地域編「思い込み」から「思いやり」へ 25 2010 人権教育 一般

街の喫茶店のママのところに、さまざまな思いをいだいた人々が集まってくる。その
交流のなかから「人権のヒント」を考え、それぞれの違いを思いやる心の大切さを理
解します。
○結婚したら女は家庭に入るのが常識？○障がいのある人は何が何でも介護され
るべきでしょうか？介護する側の自己満足になっていませんか？○自分を通すため
に相手を傷つけたり、言い出せなくて自分が傷ついてしまったことはありませんか？
○同和問題や外国人差別など、根拠のない思い込みと決め付けていませんか？

1034 人権のヒント　職場編気づきのためのエピソード集 22 2010 人権教育 一般

普通の会社員の日常を描きながら、日頃は気づかない「人権のヒント」を探り、職場
のなかで私たちが考えるべき人権問題について提起する内容です。○「男女の役
割」女性は常に男性にリードされるべき存在ですか？○「セクシュアル　ハラスメン
ト」相手が嫌がる言動は全てセクハラです。○「パワー　ハラスメント」相手の立場に
立つことが大切です。○「双方のコミュニケーションがつくるもの」普段からの関係が
重要です。○「アサーティブな主張」キーワードは心くばりと思いやりです。○「障が
い者との共生」障がい者を先入観で見ていませんか。

1035
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ第１２巻
若い力は今

30 2009 人権教育 一般

吉岡綾さんは、十代の時に職場で受けた差別体験を、今でも夢に見ることがあるそ
うです。部落について何も知らない自分を見つめ直すことから、綾さんの解放運動
は始まりました。綾さんの母親が部落について話したのは、綾さんが小学校４年生
のときでした。部落外から嫁いだ母親にとって子育てにおいての最大の試練でし
た。市協で高校生を担当する綾さん。部落外からもメンバーが集まり、明日への展
望を確信します。
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1036 私の中の差別意識　部落差別問題から考える 24 2010 人権教育 一般

あからさまな部落差別は影を潜めましたが、まだまだ結婚差別や就職差別などは
残っているのが現状です。この作品では、ドキュメンタリーを通し、差別された人々
の心の痛みを伝えつつ、どうすれば差別がなくなるか考えるきっかけを提供します。
そして、自らの差別意識に気づき、正しい知識や判断力を持つことの大切さを伝え
ます。

1037
サンタが家にやってきた
－はじめよう！家庭経済設計－

30 2010 生涯教育 一般

原山次郎は、市役所に勤める４２歳。妻千絵は大手企業の地方支店に勤めてる。
一人娘の玲奈との三人家族。そんなある日、原山の父三汰（サンタ）がやってきた。
そんな中、妻の千絵が勤める支店が縮小のために閉鎖され、千絵は収入を失うこと
になった。通訳の夢をみている玲奈は私立高校への進学を考えいてるが、両親か
ら、進学を諦めてくれと言われショックを受ける。サンタは、経済設計を考えてみたら
どうか」と促した。夫婦は次第に未来へのプランを描き始めた。

1038 ボクとガク　あの夏のものがたり 42 2010 平和教育
小学～
一般

小学５年生の希望は、同じクラスの横田岳がお弁当を万引きするのを目撃した。岳
は次の日学校を休んだ。希望は、気になって岳のアパートを訪れたら、岳は熱を出
して一人で寝ていた。岳の両親は離婚しており、母親は仕事で休めないという。心
配で看病をする希望。その折に同じアパートに住むおばあさん美代と知り合い、一
緒に看病をしてくれた。ふとしたことで、希望と岳はケンカをしてしまう。そんな二人
に仲直りをするきっかけを美代が作ってくれた。その時、美代は二人に、昭和２０年
の八幡大空襲で兄を失った話をした。

1039 司馬遼太郎と城を歩く第１巻 60 2010 情操教育 一般

日本の城をこよなく愛した司馬遼太郎。その作品には、さまざまな城が登場し、物語
の舞台となった。歴史に名を残す名城の栄華と数奇な運命・・・。そして城主たちの
野望と挫折・・・司馬作品のエッセンスとともに、日本各地の城を訪ね歩く。○大阪城
「城塞」（大阪／大阪市）○小田原城「箱根の坂」（神奈川／小田原市）○備中松山
城「峠」（岡山／高梁市）○熊本城「翔ぶが如く」（熊本／熊本城）

1040 坂本龍馬の生涯 67 2010 人権教育 一般

33年という短い生涯を駆け抜けた幕末の風雲児・坂本龍馬。土佐の郷士の家に
末っ子として生まれ、ハナタレ坊主の寝小便たれといわれていた男がいかにして国
をも動かす存在となったのかー。剣術の腕前を磨いた少年期から、修行にでた江戸
で遭遇したペリー来航、土佐脱藩の経緯、寺田屋事件、薩長同盟締結の裏側、大
政奉還、そして非業の死を遂げた近江屋での暗殺まで、龍馬が生きた３３年の人生
を、今、なお、残されている本人直筆の手紙などの貴重な資料とともに振り返る珠玉
のドキュメンタリー。「坂本龍馬幕末歴史検定」公認ＤＶＤです。

1041 おくりびと 131 2009 情操教育 一般

求人広告を手にＮＫエージェントを訪れた主人公・大悟（本木雅弘）は、社長の
佐々木から思いもよらない業務内容を告げられる。それは、納棺。遺体を棺に納め
る仕事だった。戸惑いながらも、妻の美香には、冠婚葬祭関係＝結婚式場の仕事と
偽り、納棺師の見習いとして働き出した。・・・そこにはさまざまな人の境遇のお別れ
が待っていた。
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1042 みるみる社会科ＤＶＤ　第５集　工業と情報通信 59 2010 学校教育 小５

・製鉄所を見てみよう
・自動車工場を見てみよう
・お菓子の工場を見てみよう
・トラック輸送を見てみよう
・ニュース番組を作る人びと
・新聞社の仕事を見てみよう

1043
なるほど日本史！よくわかる歴史と人物③　新しい日
本・平和な日本への歩みシリーズ　新しい政府をつく
る－明治維新－

24 2010 学校教育 小６

○ペリーの来航○江戸幕府が倒れる○新しい政府をつくる※新政府がつくられ、近
代的な政治や社会の仕組みが整ったことを解説します。○文明開化○福沢諭吉と
学問のすすめ※欧米の文化が広く取り入れられ、人びとの生活が大きく変化したこ
とを紹介します。○士族の反乱○板垣退助と自由民権運動○国会開設と伊藤博文

1044
なるほど日本史！よくわかる歴史と人物③　新しい日
本・平和な日本への歩みシリーズ　日清・日ロ戦争と
日本・アジア

20 2010 学校教育 小６

○不平等な条約と政府の取り組み○陸奥億宗光と条約改正※幕末に結ばれた不
平等な条約を対等なものに改める交渉を進め、条約改正に成功したことを解説しま
す。○日清戦争○下関条約※日清戦争に至るまでの日本の動きや戦争のあらま
し、下関条約の内容などについて解説します。

1045
なるほど日本史！よくわかる歴史と人物③　新しい日
本・平和な日本の歩みシリーズ　アジア･太平洋に広
がる戦争

20 2010 学校教育 小６

○中国との戦争○アジア・太平洋に広がる戦争※中国との戦争が前面化したこと
や、太平洋戦争へと広がる過程を解説します。○戦争中の人びとのくらし○疎開の
ようす※戦時体制中で変わっていく国民の生活を解説し、平和な生活を築くことの
大切さに気付かせます。○戦場となった沖縄○広島、長崎への原子爆弾の投下○
日本の降伏と戦争の終わり

1046
なるほど日本史！よくわかる歴史と人物③　新しい日
本・平和な日本への歩みシリーズ　平和な豊かな日
本へ

19 2010 学校教育 小６

○戦後の国民生活○占領と戦後改革○日本国憲法※さまざまな改革によって、現
代の日本の骨組みが形成されたことに気付かせます。○平和条約と国連加盟○発
展する日本○国際社会の中の日本※高度経済成長によって国民の生活が向上
し、世界有数の経済大国へ成長を遂げたことなどを解説します。

1047 歌って　遊んで　楽しい英語　Ｓｔｅｐ１ 30 2010 学校教育
小学校

中高学年

国際理解教育としての小学校の英語活動をふまえ、「話すこと・聞くこと」を中心に、
わかりやすく、親しみやすい歌とゲームを、子どもたちの理解の段階に使いやすい
構成。導入期の子どもたちが、教室で歌とゲームを楽しみながら、ネイティブな英語
に慣れ、親しむことができ、英語への興味と関心を持てることをねらったビデオで
す。○歌・・・ＡＢＣＳＯＮＧ・ＨＥＬＬＯＷ！他　○ゲーム･･･ジャンケンゲーム、フルー
ツバスケット、ハエタタキゲーム
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1048
中学生の進路学習シリーズ　１年生編　自分を知って
将来を考えよう！

25 2010 学校教育 中学
○自分を知る・友だちを知る○職業について考えよう○考えて気付いた身の回りの
職業とは？○職業調べをしてみよう○職場に行って働く人に聞いてみる

1049
中学生の進路学習シリーズ　２年生編　働く体験で社
会を知ろう！

24 2010 学校教育 中学
○進路情報を活用しよう○自分らしい進路を考えよう○体験したい職場を発見しよう
○職場体験学習にチャレンジしよう！○自分の適性についてまとめてみよう

1050
中学生の進路指導シリーズ　３年生編　夢に向かって
はばたこう！

24 2010 学校教育 中学
○希望職業をシュミレーションしよう○職場体験学習を振り返ろう○進路希望先をく
わしく調べてみよう○将来を見通した進路選択をしよう

1051 ネットいじめ　ひとりで悩まない 23 2010 学校教育 中学

中学２年生の美咲は、初めて携帯電話を買ってもらって大喜び。親友の綾や由衣と
楽しく携帯メールで会話する毎日が始まる。そんなある日、ちょっとした誤解から綾
の機嫌を損ねてしまう美咲。メールで謝ってみたけれど、返事は来ない…。気持ち
の晴れない日が続いていた美咲をさらに落ち込ませる事件が起こった。美咲のプロ
フが何者かによって書き換えられていて、美咲の個人情報がインターネットに公開さ
れ、見知らぬ男性から次々とメールが送信されてきたのだ。美咲はネットいじめにあ
い、学校でも無視され、とうとう学校を休んでしまう。

1052 響け　大地に、人の心に 41 2010 人権教育 一般

生島カルロスひかる（小学５年生）は、小坂昇を中心としたクラスの男の子グループ
から、父親がブラジル人であることで嫌がらせを受けていた。同じクラスの山岡今日
子はいじめられているひかるを助けたいと思いながらも、何もできない自分をもどか
しく思っていた。今日子は、ひかるのお母さんにピアノを教えてもらうようになった。
学校で音楽発表会が開催されることになり、ひかると今日子はピアノ伴奏に立候補
をした。一生懸命練習をする二人に、小坂らから邪魔がはいる。そのとき今日子は。
アグネスチャンさんが、人権に対して自分の考えを話します。

1053
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ第１３巻
母娘で問うた部落差別　　（坂田かおりさん）

30 2010 人権教育 一般

鳥取県米子市を拠点に活動をする坂田かおりさん。今回、愛梨さん、瑠梨さんと母
娘の講演が実現しました。親からの目線、子どもにとっての目線を、中学生を対象と
した講演会の様子が描かれてます。坂田かおりさんは、出産後部落出身を隠して生
きてきましたが、娘さんが幼いころ通っていた保育所でのダウン症・脳性マヒの母娘
との出会いが転機となり、部落民宣言をしました。同和問題以外に、心臓移植を待
つ少年、就職に悩むコリアン、父子家庭、性同一問題など、坂田さんが隣保館の相
談員としての多忙な日々も映し出されています。
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1054
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ第１４巻
人権感覚を磨きませんか（大湾昇さん）

30 2010 人権教育 一般

沖縄出身の父と部落出身の母をもつ大湾さん。心理テストや自ら描いたマンガを
使った講演は人権をわかりやすくとき落とすと話題になっています。学習会指導員
として子どもたちと関わるなかでいじめ等の差別の芽がどのように生まれるのか、バ
スケットボール女子の部活の顧問をしている大湾さんが、部活の指導中に起こった
学生のふとしたセリフを取り上げて、問題解決にも踏み込んでいます。企画したシン
ポジュウムでは、仲間たち（中倉茂樹さんなど）が自ら体験した結婚差別の実態を
生々しく告白して、支え合う仲間づくりの大切さを訴えます。

1055 ネットいじめに向き合うために 25 2010 人権教育
中学～
一般

１　うちらのルール　「すぐに返信をしない」「メッセージが少なすぎる」など、ケータイ
メールのやりとりのちょっとした行き違いから、グループの中で仲間外れが起きる。友
達同士のメールのやりとりで大切なルールとは何かを考える。
２　匿名メール　気に入らない友人に度重なる嫌がらせメールを匿名で送っていた
郁夫。相手の苦しむ姿に嫌がらせはエスカレートしていくが、犯罪的な発言や行為
の発信源は突き止められて処罰の対象となり得ることを知らなかった。

1056
ケータイ・ネット社会の落とし穴Ｖｏｌ．１
ネットシャカイノミチシルベ

25 2010 人権教育
中学～
一般

○架空請求と個人情報　子どもの間で密やかに話題になるアダルトサイト。興味本
位でアクセスしたマモルは、サイトの誘いに騙されて個人情報を送ってしまう。そし
て、数日後、マモルの元には高額な請求書が…○メール交換と友人関係…仲良し
３人組。しかし、メールの表現の仕方や部分的な引用がもたらす大きな誤解。そん
なメールがきっかけとなり、３人の友情は引き裂かれてしまう。○掲示板となりすまし
…人気音楽グループが大好きなあさみ。ネットでファンクラブの掲示板を見つけ、女
子大生と名乗る人物と知り合いになった。実際に会ってみると…

1057
ケータイ・ネット社会の落とし穴Ｖｏｌ．２
ケータイ社会の落とし穴

25 2010 人権教育
中学～
一般

○メールと依存症…友達から届くメールにすぐに返答しなければいけないと思い込
んでいる中学生の女の子麻耶。友達の葵からの返事がなかなか来ないことにイラつ
く麻耶は、家族と食事をするときでもケータイを手放すことができない。やがて麻耶
は依存症になっていく…。○ケータイサイトと不正請求…男子中学生・信吾のケー
タイに届いた「あや」からのメール。信吾は気になって返事をしてしまう。やがて請求
のメールが届き、催促の電話もかかってきてしまう。恥ずかしくて誰にも相談すること
ができない信吾は、ついに…。

1058 飲酒運転　許されない犯罪 23 2010 安全教育 一般

順風満帆な人生を送っていた会社員平田哲也。ある時、市役所に勤める西川から
海外研修に出ると電話があり、祝杯をあげることにした。次の日は朝から得意先に
出かけなければならず、会社の車に乗り、平田の後輩浅井が経営する飲食店で祝
杯をあげた。代行を頼もうと思っていたが、頭からすっかり消えていた。西川を駅ま
で送って行った後、通行している近所の女性を轢き死亡させてしまう。平田は、社用
車で事故を起こしたため、懲戒解雇となった。西川は、要求依頼同乗罪、浅井も酒
類提供罪に問われた。その後遺族は３人を民事裁判で訴えた。

1059 語らずに　死ねるか！無名の元兵士たちの声 45 2010 平和教育 一般

戦後６０年以上が経ち、あの大戦から帰還した元兵士達は８０歳～９０歳代の高齢と
なっています。「自分達の死と共に消えてしまう戦場体験を何とか遺したい」「同じ歴
史を繰り返さないためにも自分の体験を子どもや孫たちに語りつがなくては」そう考
えている元兵士も少なくありません。戦争を知らない世代が圧倒的に多くなり社会が
大きく変貌しようとしている今こそ、私たちは、積極的に彼らの声を聞き、かけがえの
ない財産として後世まで遺していかなくてはなりません。
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1060 熱中症　もしもの時の応急処置マニュアル 15 2010 保健教育 一般

熱中症は、スポーツのときだけでなく、一般生活の中でも起こり、死亡例も毎年報告
されています。この作品では、熱中症を症状ごとに解説し、応急処置例と予防法に
ついて、わかりやすく説明していきます。○熱中症とは○熱けいれんの症状・応急
処置例○熱失神・熱疲労（脱水）の症状・応急処置例○熱射病の症状・応急処置
○熱中症を防ぐには

1061 知っておきたい　子どもの安全と応急処置 33 2010 保健教育 一般

４歳以下の子どもの死亡原因の１位は「不慮の事故」です。子どもは成長発達段階
で大人の想像を超えた好奇心に満ちた行動を取ることがあります。こうした行動は
子どもの成長・発達段階では必要なものです。しかし、不慮の事故を未然に防ぐの
は、それを見守る大人の責任です。１　年齢によって起きやすい事故　２　とっさの
事故の応急処置　３　安心・安全、家庭内の事故防止

1062 知っていますか　薬物の真実 21 2010 保健教育
中学～
一般

昨今、有名大学での大麻汚染や芸能人の薬物乱用が相次いでいます。薬物問題
は、もはや特別なことではなく、より身近なものとなりました。事態は深刻化していま
す。この作品は、薬物体験者自身の強い説得力を持つ言葉で「薬物の真実」つまり
「薬物乱用の本当の怖さ」を伝えていきます。
「一度だけなら大丈夫」の「一度」を抑止する作品になることを念頭において制作し
ました。

1063 ヘレンケラーを知っていますか 105 2010 情操教育 一般

ヘルパーの協力を得ながらも、一人で自立して生活している絹子の家に、リストカッ
トを繰り返し人生に終止符を打とうとしている山口祐介（１５才）が偶然にも行き着く。
盲聾者ではあるが、一人で手際よくこなす絹子の生活ぶりや、前向きに生きる魂に
触れて、祐介は自分を見つめ直し始める。絹子は祐介に自分の人生を話し始め
た。結婚したすぐ後出征して、帰還した時には絹子は失明の身となって、さらに悲
運が襲い失聴も加わり、光と音を失ってしまった。祐介はそんな絹子の人生を聞き、
絹子が行きたがっている懐かしい海に連れて行こうとする。

1064 クリームパン 36 2011 人権教育 一般

　アパートで一人暮らしの多田公佑（２５歳）は、派遣切りにあって失業中。ふと、死
のうかと考えた。そんな中、ベランダに出ると、隣室を見ると男の子を２階から突き落
とそうとしている。男の子（武史）には、殴られたような小さなアザがあった。見ていた
ら睨まれたので、部屋を出る。商店街で、店主の珠子に試食を勧められクリームパ
ンを一つ買う。部屋に戻ると、ベランダにいた武史に、クリームパンを渡す。珠子は、
顔見知りの武史が虐待を受けているのではないかという噂を聞き、心配する。多田
が武史の隣人と知り、事情を聞いて、民生委員、児童委員に相談することにした。そ
のことが縁で多田は、珠子の店でアルバイトを始めた。多田と武史が仲良くしてるの
を、隣人の男が見ていた。多田が部屋に戻ると隣室で、男が暴れている。壁にぶつ
かる音、武史とその母親の悲鳴が聞こえる。武史は、珠子に連絡し、隣室のドアを
叩く。武史は、意識がなくなり入院することになった。珠子も駆けつけ、誰にも話さな
かった阪神淡路大震災の話を始めた…。
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1065
部落の心を伝えたいビデオシリーズ第１５巻
夫婦で差別と闘います！

30 2010 人権教育 一般

出演　石井真澄さん、千晶さんご夫婦
●夫婦で講演
　部落出身の妻（千晶さん）と部落外の夫（眞澄さん）は結婚して３年。異なる立場か
ら夫婦で講演を始めた。
●結婚差別と支えた人たち
　二人の結婚を祝福した人、応援した人、そして悩んだ親たち…赤裸々に語られる
差別心とは？結婚差別の実体験について語っています。
●子どもたちのロールモデルとして
　差別は人と人とのつながりだけでなく、自分の可能性も断ち切ってしまう。そんな
思いをもつ高校生たちが企画した交流集会で、二人は語った。

1066 心のケアと人権　家庭編 18 2011 人権教育 一般

　石崎は、課長に昇進したが、仕事の責任が重くなり、負担も増えていた。妻の友里
子は、「今が一番大事なときだから、がんばって」と励ましていたが、石崎には、逆に
追い詰められているように感じていた。ある日、会社に出かけると言ったまま公園で
一日を過ごしてしまい、その後、休みがちになる。病院にいくと、「うつ病」と診断され
た。友里子は、その事実が受け入れられず、また、近所の噂話、視線も気になっ
て、深く悩む。妻は、勇気を出して、病院へ行く。医師は「うつ病は適切な処置をす
れば、治癒することができる。そのためには、家族や周りの人の理解や支えが必要
です」と妻に伝えた。友里子は、偏見と闘い病気を受け入れて支えていこうとする。

1067 くらしの中の人権問題　家庭編 22 2011 人権教育 一般

　－子どもの人権・女性差別・ＤＶ・老人問題－
　親として当然と、子どもの携帯を勝手に見る親と、勝手に見ないでと怒る子ども。
子どものプライバシーを尊重するか、親の保護責任として管理するか…。座談会で
は、子どものしつけと虐待の境界線について話し合います。
　また、家庭での男女の役割分担は差別につながらないか考えます。ＤＶは、暴力
的な態度や言葉使いも含まれます。言った本人に自覚がない場合があります。そし
てＤＶ被害者が、どんな人権侵害があったかを語ります。老人問題では、家庭の中
で孤立する老人の孤独が描かれています。老人の気持ちを聞きもせず、決めつけ
ないようにしないといけません。コミュニケーションが大切です。
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1068
それぞれの立場　それぞれのきもち
職場のダイバーシティと人権

32 2011 人権教育 一般

　黒豆クッキーの全国展開のイベントに向けての話…子育て中の社員細川さんと未
婚の派遣社員小池さんにとっての仕事を大切にするという考えは同じだが、細川さ
んは子どもの迎えの時間があるからと帰ってしまい、その分の仕事が、小池さんに
回ってくるが、上司に派遣社員だから残業をしたらいけないと言われ、すこし複雑な
気持ちになる。転職してきた藤井さんが、上司の山田課長にアイデアを出して説明
をしても、すぐ「君は転職組だから」と言われ理解してもらえないと感じていますが、
その藤井さんは後輩への接し方はどうだったのか。嘱託職員の年配者の人からの
言葉「他人のことはわからない。けれど、思いを馳せることはできる」というセリフを聞
き、藤井さんは、後輩への接し方を見直す。そんな中、山田課長の奥さんが倒れ
る。介護の疲れがでたようだ。山田課長も部下の考えに思いを馳せる。そして、営業
課のみんなが、あたらしいパッケージの意見を出し合う。メンバーからの多様な意
見、豊かなアイデアが次々と出てくる。

1069
思わぬ火もと
高齢社会・増え続けている電気火災

20 2008 安全教育 一般

　統計によると住宅火災原因の多くは、コンロ、タバコ、次いでストーブや電気製品、
配線器具などとなっています。
　なかでも年々、電気ストーブや電気コードなどの配線器具による「電気火災」が目
立ってきています。電気ストーブはどのような火災が多いかを実験で検証していま
す。たこ足配線やトラッキング現象の危険な例も挙げて実現しています。
　住宅火災の死亡原因の６割近くは「逃げ遅れ」です。死者の半数以上は、６５才以
上の高齢者です。人間は、高齢になると様々な身体能力の低下から火災や煙に気
付きにくくなり、逃げ遅れてしまうのか、逃げ遅れを防ぐにはどうしたらいいのかも検
証します。
　万が一、火災になった時、住宅用火災警報器が作動して助かった実例もすくなく
ありません。実際助かった方のインタビューも交えながら、火災警報器の設置方法、
設置場所などを図解で詳しく見ていきます。

1070 ０ゼロからの風 111 2006 安全教育 一般

 母親の深遠なる愛が法律を変える「危険運転致死傷罪」の新設を成し遂げた実話
に基づく感動のストーリー。
　最愛の夫に先立たれ、一人息子の零と暮らす圭子。零は、早稲田大学に入学し
たばかりで夢いっぱい。親子とても仲が良かった。突然、悲劇が起こる零が飲酒運
転の車にはねられたのだ。愛する息子のあまりにも突然過ぎる死。圭子は、零の死
を受け止められない日々を過ごす。零を奪った加害者は、飲酒運転かつ無免許、
再犯だったのにも関わらずたった数年の懲役という判決だった。あまりにも軽い交通
犯罪の刑罰。「未来ある若者の命を奪っておいて、数年で社会復帰できるなんて…
なぜ？」圭子は刑法の厳罰化に向けて立ち上がる。圭子は刑法の厳罰化に向けて
立ち上がる。同じく思いを抱く仲間たちと共に街頭に立ち、約３７万人の署名を集
め、刑法改正に動きだした。国会審議を経て「危険運転致死傷罪」の申請をを成し
遂げた。
　圭子は、息子の意をついで、早稲田大学を受験し３回目で見事合格を果たし、大
学に通い始める。(バリアフリー版と２枚組）
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1071 まゆ　－ココロの星－ 123 2006 安全教育 一般

　実話に基づいた一人の女性の心の成長と「生」と向き合う姿を描いた、力強く希望
にあふれる物語。
　札幌市内の広告会社で働く竹中まゆ。小学３年生のときに母が卵巣がんを発症。
それ以来、入退院を繰り返す母に代わって、父とともに家事をこなし、４人家族の竹
中家を支えてきた。ある日、ふっと胸の脇にゴロゴロしたしこりのようなものが触れる
のに気が付いた。まだ若いし、乳がんなんてありえない。２０歳前後の乳がん患者は
統計上０パーセント、それなのに…。「９割の確率で悪性です」医師からの容赦ない
乳がんの宣告。「先生どんなにつらい治癒もがんばります。でも私、いつか好きな人
の子どもを生みたいんです。その可能性だけは残してください」。
　それから、まゆと乳がんの闘いは始まった。（バリアフリー版と２枚組）

1072
小学校理科ＤＶＤ４年生②
星や月①　～星の明るさや色～

29 2011 学校教育 小４

おりひめ星であること座のベガ、ひこ星であるわし座のアルタイル、白鳥座のデネブ
で夏の大三角を観察します。映像では、星には赤い色、青白い色などの色の違い
や明るさの違いがあることも紹介します。
○夏の大三角　○せいざの見つけ方　○星の明るさとちがい
○星の色のちがい

1073
小学校理科ＤＶＤ４年生③
星や月②　～月の動き～

29 2011 学校教育 小４

月は東から西に動いて見えること、日によって三日月や満月などに形が変わって見
えること、時刻によって見える位置が変わることなどを学びます。月が動いていること
は時間を縮めて撮影した月が速く動く映像によって理解できます。
○半月の動き　○月が動くようす　○満月の動き　○月はどのように動くのだろうか
○月の形

1074
小学校理科ＤＶＤ４年生④
星や月②　～星の動き～

29 2011 小学理科 小４

星座は並び方は変わらないが、時刻によって位置が変化していることをオリオン座
の働きによってとらえ、また、冬の大三角も観察します。星座の動きは時間を縮めた
映像により理解します。
○オリオン座の観察　○オリオン座の動き　○冬の大三角

1075
小学生理科ＤＶＤ５年生③
人のたんじょう

29 2011 小学理科 小５

人の胎児が母体内の子宮の羊水の中で胎盤と、へその緒で母親とつながり養分を
得て成長する姿を受精４週間後から、誕生までを超音波画像、コンピューターグラ
フィックスなどの映像で紹介します。
○たい児の成長　○子宮のかんきょう　○たいじの大きさ　○哺乳類の出産
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1076
小学校理科ＤＶＤ６年生①
体のつくりとはたらき①
～わたしたちの体と空気～

29 2011 小学理科 小６
肺で血液中に酸素を取り入れ、二酸化炭素などを排出するしくみと呼吸のはたらき
をコンピューターグラフィックスなどで理解し吸う吸気とはいた吸気のちがい、気道カ
メラによる気管のようす、魚の呼吸を紹介します。

1077
小学校理科ＤＶＤ６年生③
体のつくりとはたらき③
～血液のじゅんかんとはたらき～

29 2011 小学理科 小６

血液は、心臓のはたらきで体内の血管を巡り、養分、酸素、二酸化炭素などを運ん
でいること、肺から心臓に戻る血液には酸素が多く含まれていることなどをコン
ピューターグラフィックなどで学びます。
○血液じゅんかん　○動物の血液の流れ　○動き続ける心臓の筋肉
○はく動と脈はく　○血液のじゅんかんと養分

1078
わくわく日本列島！工業生産シリーズ
さぐろう！自動車をつくる工業

29 2011 小学社会 小５

自動車工場や部品工場などをたずねて、自動車づくりにはげむ人々の努力や工夫
を紹介します。また、環境や人にやさしい自動車づくりを紹介しながら、これからの
自動車生産について考えさせます。
【おもな内容】①自動車工場をたんけんしよう　②部品をつくる　③自動車を運ぶ仕
事と海外の現地生産　④人と環境やさしいづくり

1079
わくわく日本列島！工業生産シリーズ
考えよう！日本の工業の特色

29 2011 小学社会 小５

代表的な工業地域を訪ねて、中小工場で働く人々の努力を紹介しながら、日本の
工業の特色をとらえさせます。また、横浜港のようすなどを通して、日本の工業を支
える貿易の特色や課題について考えます。
【おもな内容】①京浜工業地帯　②海沿いに広がる工業地域　③活躍する中小工
場　④横浜港を訪ねて　⑤工業生産を支える貿易

1080
政治のはたらきと私たちのくらし第１巻
個人の尊重と日本国憲法

29 2011 中学公民 中学

この巻では、「個人の尊重」について考えることから、日頃遠い存在のように思える
憲法について、そして法に基づく政治についての理解を促します。年齢・性別・文
化・障がいの有無など違いを認め合い、互いを尊重することによって、みんなが安
心して暮らせる社会が存在しているということ、「個人の尊重」の上に成り立つ民主
主義において、「みんなで決めて良いこと、決めてはならないこと」があるということ
を、身近な例によって明らかにしていきます。また、民主政治のしくみの基本である
「三権分立」、長年の人類の英知によって築き上げられた「憲法の三原則」などを、
図やイラストを用いてわかりやすく解読します。
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【ＤＶＤ教材一覧】（2019/05/22現在）

1081
政治のはたらきと私たちのくらし第２巻
民主政治と政治参加

29 2011 中学公民 中学

この巻では、私たちのくらしと政治とのつながりを実感させながら、国の政治、地方
の政治のしくみを学んでいきます。国の政治については、唯一の立法機関である国
会、行政権を執行する内閣のしくみやはたらきを、実際の国会の様子や、写真・イラ
ストを活用して解説しています。また、間接民主制、政党政治についても説明を加
えました。そのうえで、国民が自ら代表者を選ぶ選挙のしくみ、１票の格差、投票率
の問題等に触れることで、国民の政治参加の基本が選挙であることに気付かせるよ
う工夫しています。地方の政治については、首長や議会の役割をわかりやすく解説
するとともに、住民投票など、について見ていきます。民主政治は、私たち「国民」が
参加し、ともにつくっていくものなのだという認識をより深めることができます。

家庭生活と環境シリーズ①
買い物からはじめよう　環境とのかかわり

12 2011 中学家庭科 中学

普段の買い物の中では、どのような工夫ができるでしょうか。環境のことを考えてい
る主婦と、あんまりそうでもない中学生が、スーパーマーケットで買い物くらべに挑
戦。近くでとれた食材を選ぶ、商品表示を参考にする、必要な量だけを買う。
そんな工夫の数々を紹介していきます。

家庭生活と環境シリーズ②
大切にしよう　水・ガス・電気

13 中学家庭科 中学

水・ガス・電気は、私たちの家庭にやってくる大切な資源です。実験を交え、家庭内
での資源の無駄遣いを検証し、すぐにでもできる省エネのコツを伝授します。ちょっ
とした工夫を、私たちみんなが積み重ねていくことが、限られた資源の保護につな
がります。

家庭生活と環境シリーズ③
江戸時代に学ぶ３Ｒ

11 中学家庭科 中学

「ゴミ」というものがほとんどなかったと言われる、究極の循環型社会・江戸。そこで
は、あらゆるものを徹底的に再利用することが、ごく普通の習慣でした。現代の３Ｒ
（リデュース・リユース・リサイクル）を考えるためのヒントを、江戸庶民の暮らしの中に
探ります。

1083 今、地域社会と職場の人権は！ 36 2011 人権教育 一般

　本作品は「増え続ける高齢者の問題」「子育てする女性の問題」「パワ・セク・ハラス
メントの問題」「同和問題」に視点をあて、だれもが地域と職場で、自分の持っている
能力や個性を発揮し、生きがいを持って働ける環境づくりの大切さを問いかけてい
きます。
　「いきいきと安全で安心できる社会」への取り組みと、共に支え合う「共存社会」の
実現をめざす人権問題学習教材用ドラマである。
〇第１章「高齢社会の中の地域社会と職場の人権」
〇第２章「子育てと働く女性の職場と人権」
〇第３章「ハラスメントを見逃さない職場と人権」
〇第４章「同和問題、差別のない明るい社会を！」

1082
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【ＤＶＤ教材一覧】（2019/05/22現在）

1084 児童虐待と子どもの人権 23 2011 人権教育 一般

　虐待を受けた経験のある子どもや、虐待を受けた子どもなどを保護している児童
福祉施設など関係者を取材し、虐待の現状とその背景を描くとともに、よりよい子育
てのあり方を探り、子どもの人権を守るために何ができるかを考えるための作品で
す。
　神戸の児童養護施設の職員である野口啓示さんは、アメリカで考案された「ペアト
レーニング」というしつけの方法を日本流にアレンジして紹介しています。「西成子
育てネット」の代表の小倉さんは、子育ては家庭だけでなく、行政を含めた地域社
会の中でみんなが行っていくことが大事だと主張します。

1085 ネットと上手につき合おう！ 23 2011 人権教育 一般

　子どもの間で携帯電話を中心に、さまざまなネット利用が広がっていますが、その
一方でトラブルも増加しています。
　この教材は、インターネットに詳しい噺家の柳家三之助の軽妙な語り口とケータイ
世代の中学生とのやり取りを通じ、トラブルを防ぎ、そして、インターネットを有効に
活用していくためのヒントを提供します。再現ドラマや図表も交え、わかりやすく解説
しています。
○パート１「架空請求」
〇パート２「ルールとマナー」
〇パート３「個人情報」
〇パート４「ネットとケータイのこれから」

1086 林家たい平の高齢ドライバーの交通安全 21 2011 安全教育 一般

　高齢ドライバーの方は何十年も安全運転しているので事故は起こすはずはないと
過信しがちです。交通事故はちょっとした不注意や気の緩みで起きてしまいます。
また、加齢に伴って生じる身体的機能の有効視野や動体視力、夜間視力、聴力、
反応速度等が低下することが分かっています。
　この作品は、高齢ドライバーの交通ルールと加齢に伴う身体的・精神的特性を林
家たい平師匠が軽妙な語り口で解説して、安全運転の大切さを示唆します。
　楽しく「有効視野テスト」などができ、自分の視野を再確認することができます。み
なさん、もう一度安全運転の基本を確認してみませんか。

1087
防災の備えと意識
東日本大震災が残した教訓１０カ条

22 2011 安全教育 一般

　 地震対策や津波対策でまず大切なことは、自分の命は、自分で守るという「自助」
です。「自助」への取り組みとして、個人が身近に行うことができる地震や津波に対
して必要な備えを、１０項目にまとめています。いつどこで発生するかわからない地
震や津波、それに備えるため、今すぐできることをすぐ始めてみませんか。
①家屋や塀の強度を確認する②家具の転倒・落下防止③出火防止と初期消火④
けがの防止対策⑤津波対策⑥地域の危険性を把握⑦家族で話し合う⑧非常備品
を備える⑨防災知識を身につける。⑩防災行動力を高める
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【ＤＶＤ教材一覧】（2019/05/22現在）

1088 津波・命を守る心構え 20 2011 安全教育 一般

　２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災は、想定外の巨大な津波を引き起こ
し、東北地方沿岸を中心に多くの死者・行方不明者を出しました。
　この作品は、東日本大震災を取材し、津波という自然災害から命を守っていくため
にはどのような意識を持ち、どのような行動をすべきかを考えるものです。小中学生
６００人が津波から逃げ切った「釜石の奇跡」はなぜ起こったのでしょうか。釜石で長
年防災の指導をしてきた片田敏孝教授にお話を伺います。また、津波のメカニズム
を解説し、津波から命を守る知恵を伝えます。

1089 ひびけ　月光の曲 37 1993 平和教育
小学生
～一般

　実話をもとにしたビデオ絵本で、原作者の児玉辰春さんによるナレーション作品で
す。
　昭和２０年夏、太平洋戦争末期、特別攻撃隊として出陣を前にした若者二人が、
佐賀県鳥栖市でこの世の最後の思い出にと、鳥栖小学校のピアノでベートーベン
の「月光」を夢中で引き終え、見送る子ども達と別れを惜しんで出征していきました。
　やがて終戦となり、平和な時代を迎えた日本。長い年月を経て、このピアノも老朽
化し廃棄処分が決まったが、　あの時の演奏に立ち会った元女性教師の呼び掛け
でピアノの保存運動が始まりました。
　戦争の悲惨さと平和の大切さを改めて考えてみませんか。

1090 モップと箒　-大阪発の障がい者雇用- 30 2011 人権教育 一般

　～働きたいと願う人たちがいる。それを叶えてあげたいと願う人たちがいる。知的
障がい者の就労支援という、人と人とが真剣に向き合う現場。１年半の取材の中で
見たものは～
　障がい者雇用の場が広がりつつある中、働きたいのに働けない障がい者は、まだ
数多く存在します。本作品は「大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組
合（エル・チャレンジ）」に関わる知的障がい者と支援者の姿を一年半にわたり密着
取材したドキュメンタリーです。人と人とのつながり…、つながりの中でこその成長
…。社会の中で働くことの意味を今一度問いかけます。

1091 マザーズ　ハンド　～お母さんの仕事～ 19 2012 人権教育
小学生
～一般

　学校で、お母さんの仕事について作文を書くことになった小６の愛理。清掃員の
仕事をしている母のことを恥ずかしく感じます。トイレに落ちていたぬいぐるみを洗う
母の姿を見た愛理は、その母の手に嫌悪感を感じます。作文を書けないままでいる
愛理を、姉は母の仕事場に連れて行きます。そこには雑踏の中、父親を亡くした二
人のために一生懸命働く母の姿が。凛として掃除を続ける母の姿を見た愛理は、恥
ずかしく感じた自分の心が差別を生み出すのだと知ります。
　このドラマは、身近にある偏見や差別に目を向け、人権への理解を深め、誰もが
幸福に生きていく権利を持つことを伝えるために制作されました。
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【ＤＶＤ教材一覧】（2019/05/22現在）

1092 子育てに希望を！児童虐待のない社会のために 19 2012 人権教育 一般

　今、児童虐待が社会問題としてクローズアップされています。その背景の一つに、
母親の子育ての環境の問題があると考えられています。母親なら誰でも感じること
のある子育ての不安。その不安から起因する問題とその解決法を、再現ドラマと埼
玉県和光市での取り組みをみていきながら、わかりやすく紹介します。
　埼玉県和光市とＮＰＯ法人が連携して運営する子育て広場。みんなで子育てを考
え、支え合えるよう、子育て相談や家庭へのサポートを行っています。再現ドラマで
は、子育ての不安と自信の喪失で絶望していた彩香が、地域の相談窓口を利用
し、立ち直っていきます。

1093 桃香の自由帳 36 2011 人権教育
小学生
～一般

　小学校２年生の桃香は、クラスで仲間外れになっている志穂が気になります。ある
日公園で、気難しいと地域で疎まれている秀次郎と知り合い、悩みを打ち明け、あ
る勇気が生まれます。桃香は心を決めて志穂に声をかけ、二人で志穂の母・恵里
が働く地域のコミュニティカフェへ。しかし迎えに来た桃香の母・日菜子は、恵里の
昔の噂話も聞き、桃香を志穂から離そうとします。小さな反乱を起こし飛び出した桃
香が、公園で秀次郎と一緒にいる姿を見てあわてた日菜子は、突然のお腹の痛み
にそのまま気を失い……。
　この作品は、どの地域でも起こりうる出来事に光を当て、つながり、ささえあう共生
社会を創造するために制作されたドラマです。

1094 秋桜（こすもす） 90 2003 人権教育 一般

　理佳は中学２年生で学級委員長。友人の萌は文学少女で、最近では俳句にも興
味を持つ。だが突然、萌が学校を休みがちになる。クラスメートの沙希からのいじめ
が関係しているようだが、萌は本心を打ち明けません。そんな折、クラス全体で句会
を行うことになるが、沙希の姿が見当たりません。沙希を探す理佳。その時、理佳は
悲しみにくれる沙希の姿を見てしまう。理佳に無理やり句会に連れてこられる沙希
…。そこには萌に素直に心から謝る沙希の姿があった。俳句のもつ自然に対する謙
虚な気持ち、人としてのやさしい思いやりが萌と沙希の心を繋ぐ。この作品は、俳句
でいじめが解決できるかという奇想天外なテーマを題材にすると同時に、現代社会
が抱える様々な問題を描いた人間ドラマでもある。

1095
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ第１６巻
ドラゴン流　“人権とダンス”　（松本柳子さん）

30 2011 人権教育 一般

 京都市内の部落で生まれ育った“ドラゴン先生”こと松本柳子さんは、父の遺言「優
秀」＝「人の憂いに寄り添う」を実践して30年。小学校で育成学級を担当していま
す。
　１５０人がメンバーの、年齢・性別・障がいの有無を問わないダンスサークル「ＦＤ
Ｆ」の代表も務め、ダンスで「人のつながり」「心の癒し」を育みます。
　喜怒哀楽の素直な発露がダンスに結実。「プライドとリスペクト」が人間解放の要と
語るドラゴン先生の日々を紹介します。
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1096
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ第１７巻
仕事作りが私の仕事　（植並鈴枝さん）

25 2011 人権教育 一般

　中学校３年生の時に父を亡くした植並鈴枝さんは、父の死後、学業と仕事を両立
させ、あらゆる働く現場を体験。それが現在の仕事＝就労支援に結びつきました。
　４人の子育てをしながら様々な資格を取得し、Ｃ－ＳＴＥＰの前身である（社）同和
地区人材雇用開発センターに就職。同和地区住民の就労支援を続け、仕事を通じ
て社会と人をつなげるその活動は、障がい者などあらゆる就職困難者へ広がってい
ます。
　解放運動に生きた父の口癖は「仕事保障」。父の背中を追い、就労支援を通じて
人権確立の社会作りを担います。

1097 もし今、地震が起きたら～命を守る備えと退避行動～ 19 2011 安全教育 一般

　伝えられてきた「地震時の心得」を検証する～火を消し、ドアを開け、机の下にかく
れるなど、強い揺れの中で、こうした行動がとれるのかどうかを実験します。
　場所の危険性を考える～地震時に海岸付近や崖の近くにいる場合など、それぞ
れの場所の危険性を知っておくことが重要です。
　緊急地震速報を行動に活かすには～緊急地震速報により、わずか数秒とはいえ
退避行動をとる時間的な猶予が与えられますが、その数秒をどう活かすのか考えま
す。
　事前の備え～家屋の耐震や家具転倒などの実験で、耐震補強の重要性を明らか
にします。

1098 真剣に考えよう　自転車のこと 16 2011 安全教育
小学生
～一般

　多くの人が「自転車で加害者になるような大きな事故は起きない」と考えているの
ではないでしょうか。しかし、実際には自転車が歩行者と衝突する事故が発生し、大
きな社会問題となっているのです。自転車事故の被害者だけでなく、加害者になら
ないためにも、もう一度、自転車は車両であるということを認識し、交通ルールの大
切さを真剣に考えていきます。
　この作品の主人公・小学生の拓也君は、自らの乱暴な運転により歩行中のおばあ
さんとぶつかり、おばあさんは意識不明になってしまいます。拓也君はいったいどう
なってしまうのでしょうか…。実際に起きた自転車事故の裁判例を挙げ、交通事故
の責任の重さを訴えます。

1099
中学生も消費者です
契約トラブルや権利と責任を学ぶ

16 2012 消費者教育 中学生

　物の売り買いは全て「契約」によるものです。日々の買い物で適切な行動をとるた
めには契約の基礎知識が大切です。商品の販売方法は、店で直接買う時と、販売
員が消費者を訪問して買う方法がありますが、インターネットやカタログなどによる購
入は、直接商品を見たり、店員から商品の説明や情報を確認できずトラブルになる
ケースがあります。悪質業者は、社会経験が少なく警戒心も低い中学生をターゲッ
トに「無料」「特別」などの言葉で誘い、不当な契約をさせようとします。「買い物」とい
う中学生の自らの身近な消費行動を通して消費者であることを自覚し、契約など消
費者としての基礎知識、権利と責任について理解を深めます。
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1100 元気いっぱい！になろう～毎日の生活と健康 13 2011 保健体育 小３
健康を保持増進するには、食事、排便、運動、休養および睡眠の調和のとれた規
則正しい生活を心がけることが大切です。リズムのある正しい生活と健康の関係を、
身近な事例を通して分かりやすく解説していきます。

1101 心が見えるふしぎなメガネ～心の健康 18 2011 保健体育 小５
思春期には、誰でも様々な悩みや不安が生じてきます。心の中をのぞける不思議
なメガネを手にした少女の姿を通して、この時期の悩みや不安にどのように対処し
ていけばよいのか考えていきます。

1102 事故やけがはこうして防ぐ～けがの防止 18 2011 保健体育 小５
事故やけがを防ぐためにはどうすればよいのか、様々な事例を交えながら考え、学
んだことを生活に活かす力を育てます。また、万一けがをしてしまった時の手当ての
しかたも紹介します。

1103 病気から体を守る！～病気の予防 16 2011 保健体育 小６
病原体によって引き起こされる病気の発生要因や感染経路、予防方法を分かりや
すく解説します。そして、病気にかからないためには、普段からどのような生活をす
ればよいのか考え、行動できるようにします。

1104 子どもと生活習慣病～生活のしかたと病気 16 2011 保健体育 小６
生活習慣病の多くは大人になってから症状が現れますが、子どものころからの生活
習慣が大きく関係しています。生活習慣病を予防するには、子どものうちに正しい
生活習慣を身につけることが大切であることに気づかせます。

1105 気になるのはなぜ？思春期のこころ 17 2005 保健体育 小３～６
異性を意識したり、自分に自信が持てなかったりと、思春期の心は不安定になりが
ちです。そこで心を科学的に解説し、心の安定を目指します。また心身の発達には
個人差があることを理解し、相手の気持ちを思いやることの大切さを伝えます。
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1106
中学校保健体育ＤＶＤ　ダンス
創作ダンス～表現して踊る楽しさ～

50 2012
指導用

保健体育
教師

創作ダンスの学習経験に応じて多様なテーマからの１時間の授業展開例を分かり
やすく紹介します。また、創作ダンスの導入として、心と体をほぐし多様な身体感覚
を磨く「ダンスにスイッチ・オン」を収録しています。

※授業でそのまま使える創作ダンスの音楽ＣＤ付きです。

1107
中学校保健体育ＤＶＤ　ダンス
現代的なリズムのダンス～リズムに乗って踊る楽しさ
～

50 2012
指導用

保健体育
教師

ロック、ヒップホップのリズムで踊る１時間の授業展開例のほかに、ロック、サンバ、
ヒップホップのリズムの特徴と踊り方のポイント、「ワークショップ型」の活動の工夫な
どを収録しています。

※授業でそのまま使えるロック、サンバ、ヒップホップの音楽ＣＤ付きです。

1108
ものづくり中学技術ＤＶＤ
材料の特徴を調べよう　～木材・金属・プラスチック～

20 2012 中学技術 中学生

●木材の特徴…電子顕微鏡写真や実験、合板の製造工程などを通して、木材の
構造とその特徴を確かめます。環境の視点からも、再生産可能な材料・木材につい
て考えます。●金属の特徴…製鉄所で鉄鋼製品が作られる様子や、ダイカスト（鋳
造）工場、金属プレス工場での加工作業の映像などを用いて、金属の特徴と加工法
を解説していきます。●プラスチックの特徴…化石燃料から化学的に作られるプラ
スチックの優れた特徴を紹介する一方で、環境に与える影響やリサイクルについて
も考えていきます。射出成形の加工の様子も紹介します。

1109
ものづくり中学技術ＤＶＤ
木材を使って製作しよう

18 2012 中学技術 中学生

●構想をまとめて設計しよう…ＤＶＤを入れるラックを題材に、どうすれば強い構造
になるのかを考え、構想を図に表わす方法を紹介していきます。
●木製ラックの製作①けがき・切断…けがきの方法、のこぎりの使い方や刃の仕組
みを解説。②切削・穴あけ…かんなの調整法と使い方、卓上ボール盤による穴あけ
作業について解説。③部品の修正・組立て・仕上げ…部品を修正したのち、釘を
使って接合します。げんのうの使い方を解説し、最後に紙やすりで仕上げます。

1110
決定版！高校入試面接攻略ＤＶＤ
第１巻　面接にそなえて

15 2012 進路指導
中学生
・教師

面接の役割と重要性を紹介します。面接時のマナーと常識、面接の流れをわかりや
すく解説しています。また、自己推薦書（自己ＰＲカード）の書き方や面接当日まで
の準備などもていねいに解説しています。
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1111
決定版！高校入試面接攻略ＤＶＤ
第2巻　面接の攻略法

15 2012 進路指導
中学生
・教師

面接のポイントや攻略法を紹介します。よく聞かれる質問事項を厳選、実践的なアド
バイスを紹介します。その他、グループ面接での注意点など、困ったときの対処方
法などをクイズを交えながら紹介します。

1112
決定版！高校入試面接攻略ＤＶＤ
第３巻　面接攻略シミュレーション

15 2012 進路指導
中学生
・教師

面接はきちんと準備をしておくことで安心して臨めるものです。でもその準備も知識
のみでは受験生の不安は解消されません。そこで最後の仕上げとして、実際の面
接の雰囲気をつかめるようにドラマ形式を採用。実際の面接に近い体験ができま
す。第１巻と第２巻のおさらいや練習などに最適です。

1113 だんじり囃子 54 1997 人権教育
小学生
～一般

　だんじりの町から転校した小学５年生の進一は、新しい学校で人気者になり、３年
生の妹とともに楽しい日々を過ごしていました。しかし、進一の母が同和地区に生ま
れ育ったことが分かると、二人は学校で無視されるように。クラスメートの母親たちが
遊ばせないようにしたためでした。進一の担任・遠藤先生は、進一が太鼓が上手な
ことを知り、放課後に進一から太鼓を習おうと子どもたちに呼びかけます。太鼓の力
強い音の響きにひかれ、子どもたちもしだいに集まり、「いじめっこ」たちも参加する
ようになったのです。そしてだんじり祭の日、何台ものだんじりが走り抜ける町には、
みんなで心をひとつにして綱を引く進一たちの姿がありました。この作品では、地域
に伝わる伝統文化を通じて人と人とがふれあう姿を描きながら、人権や同和問題に
ついて考えていきます。

1114 探梅　春、遠からじ 40 2010 人権教育
中学～
一般

夫の故郷に引っ越してきた、東京育ちの亜紀。「世話好きおばさん」の邦子が何かと
声を掛けてくれるものの、亜紀にとっては「余計なお世話」。しかし愛猫バニラの家
出をきっかけに亜紀は苦手な邦子に助けを求めることに。福祉協力員（見守り隊）で
もある邦子の活動、バニラを拾って面倒を見てくれていた孤独な男性・波岡との出
会い、独居高齢者のボヤ騒ぎなどを通して亜紀は次第に心を動かされ、福祉協力
員のメンバーに。この作品は人と人とのつながりや助け合いの根底となる人権尊重
について考えるアニメーション作品です。

1115 虹のきずな 31 2011 人権教育
小学生
～一般

小学校の図書館で読み聞かせのボランティアをしているひかりが出会った、いつも
独りぼっちでいる中国人の転校生・タオロン。つたない日本語が原因でいじめられ
るようになってしまったタオロンに、ひかりは声をかけることができません。実はひかり
には、いじめを傍観した過去がありました。そんな二人が一冊の絵本に出会い、踏
み出した一歩とは…？この作品は、差別に対する「傍観者」「無関心」という立場に
焦点を当て、人とのコミュニケーション、認め合うこと、自立した考えや行動を取るこ
との大切さを、立体アニメーションで呼びかけます。
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1116 一人ひとりの世界人権宣言　第２巻 28 2009 人権教育 一般

「むすび」は、大阪市西成区にある、あいりんと呼ばれる地域、通称・釜ヶ崎を拠点
に、紙芝居劇を上演する高齢者が活動するグループです。野宿生活を経験したメ
ンバーも多く、社会保障を受けながら活動を続けています。「ジェネシス」は、障がい
のある人とない人がペアを組み、さまざまなジャンルのダンスを踊る「車いすダンス」
を通じて「共通の生きがいづくり」を目的に活動しています。このふたつのグループ
の活動を紹介しながら、身近な人権を考えます。

1117 職場の日常から考えるパワーハラスメント 28 2012 人権教育 一般

ある会社の人事部に飛び込む問題をドラマで紹介しながら考えていきます。①パワ
ハラの生まれるところ～パワハラだと勘違いする部下と正しく指導できない上司を例
に、上司の適切な指導について考えます。②見えない・気づかないパワハラ～部下
の仕事量や進行状況を正しく把握し、適切な指示や指導をすることを考えます。③
誰もがパワーを持っている～部下から上司へのパワハラ、人間関係からの切り離し
を受ける側の気持ちを考えます。　④パワハラのない職場を目指して～パワハラを
なくすためには日頃からの良好なコミュニケーションが不可欠です。

1118
ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

14 2012 安全教育 小３～６

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災以降、子どもたちに災害を生き抜く力を
育むことは重要と叫ばれるようになりました。岩手県釜石市は２００４年から、津波避
難の三原則（①想定を信じるな②「ここまで逃げれば大丈夫」ではなく最善を尽くせ
③率先避難者たれ）を取り入れて防災教育を徹底。釜石市の小・中学生約３千人
は、防災教育によって津波に巻き込まれることなく全員無事に避難することができま
した。子どもたちが三原則を守ってどのように避難行動をとったのか、地震発生時か
ら検証していくアニメーション作品です。


