


令和３年度 教育映像祭 受賞作品

最優秀作品賞【文部科学大臣賞】

優秀作品賞

※本カタログの掲載情報は諸事情により変更になる場合があります。ご了承ください。

■学校特別価格の取扱いについて

●�カタログ中、㊫で表示された金額は、学校でご購入いただく場合に適用される「学校特別価格」です。学校特
別価格でご購入された場合、商品のご使用はご購入いただいた学校内に限定されます。複数の学校でご使用
される場合は、学校特別価格は適用されません。

　※�この場合の学校とは、学校教育法第１条に示された学校の範囲【幼稚園・小学校・中学校・高等学校・
中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校】のほか、保育園・専修学校を含みます。

■サンプル版動画について

QRコードが記載されている作品にはサンプル版動画を用意しております。スマートフォン等でQRコードを読み
取って視聴してください。� （※�QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です）

■オンライン方式での使用について

近年の映像教材を使用した研修のデジタル化・多様化を受けまして、弊社の映像教材について、社内LANでの
ご利用などオンライン研修をご検討されている場合の問い合わせにも対応を行っております。

　１）社内LANで使用する場合
　　�映像教材をMP4やWMVなどご都合の良いデータ形式に変換して、使用期限を設定の上、販売を行っ

ております。

　２）ライブ配信で使用する場合
　　�対面講習の同時送信（ZoomやGoogle�MeetといったWeb会議サービス等でのリアルタイムライブ配

信）に限る形で配信利用を許諾する「ライブ配信権」を含めた価格設定で映像教材の販売を行っており
ます。すでにご購入いただいている弊社商品に関しても配信権付与の問い合わせ対応を行います。

　※一企業・団体における内部研修に限ります。
　※�価格や条件等は、ご検討いただいている研修の人数や内容によって異なります。また、作品によっては、

オンライン方式での使用に対応していない場合がございます。まずはお気軽にお問い合わせください。

■本カタログ掲載商品の使用範囲について

●�本カタログに掲載されたＤＶＤは、ご購入いただいた官公庁(都道府県市区町村・視聴覚ライブラリー・教育
委員会・警察・消防等）や事業所等での貸出し、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。

　※有料での上映・貸出しは認められません。
　※�学校特別価格でご購入いただいた場合には、団体貸出しは認められません（次項の「学校特別価格」につ

いての説明をご参照ください）。

●�本カタログの掲載商品について、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

●�当社に無断で、作品の一部または全部を複製・改変・放送・有料上映・配信することは、著作権法違反となり
処罰の対象になる場合があります。

中学校部門　【特別活動】

スマホは情報モラルが大切　１巻
ネットいじめをしない！

SNSでの出会いに気をつけよう！
掲載ページ：34,85,91,94

中学校部門　【社会】

シリーズ映像でみる人権の歴史 第8巻

ひとと皮革（かわ）の歴史
掲載ページ：31,59,82

社会教育部門　【家庭生活向】

サラーマット
〜あなたの言葉で〜

掲載ページ：27

社会教育部門　【市民生活向】

人生のネクストドア
50歳代からのライフプラン

掲載ページ：40

職能教育部門

出会いを豊かなものに
公正さでのぞむ採用選考

掲載ページ：23

小学校（幼稚園含）部門　【道徳】

くぅとしの
あなたがそばにいるだけで

掲載ページ：46,67

中学校部門　【特別活動】

シェアしてみたらわかったこと
東京のどこかにあるシェアハウス。ここには、年齢も社会的立場も異なる人たち
が、同じ屋根の下暮らしている。就職のため上京しシェアハウスにやってきた主人
公、藤木未来。個性的な住民たちとの交流を通して、未来は成長していきます。

掲載ページ：24

小学校（幼稚園含）部門　【特別活動】

火事から自分の命を守る
生きぬくためのリスクウォッチ

掲載ページ：8,72

中学校部門　【特別活動】

スマホは情報モラルが大切　２巻
もう一度よく考えよう！
写真や動画の投稿
掲載ページ：34,85,91,94

社会教育部門　【家庭生活向】

家庭からふりかえる人権

話せてよかった
掲載ページ：27

社会教育部門　【市民生活向】

未来へのアップデート
30歳代からのライフプラン

掲載ページ：40
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社会教育　防災・消防・救急

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■27分　■2021年　■〔C#3258〕

毎年のように発生する水害。予想を超える大きな被害が相次ぐ中、いっ
そう重要性を増しているのが、正しい備えと避難行動です。
避難行動は人それぞれ異なります。大切なのは自分のリスクを理解し、
自分に合った避難方法を考え、確実に避難をするために行動計画を
立てておくこと。そのときが来たら、ためらわずに避難をすることです。
水害から命を守るために欠かせない対策を、わかりやすく解説していき
ます。

監修：公益財団法人 市民防災研究所 理事　池上三喜子
ＭＣ・ナレーション：半井小絵

防災　市民向け

ためらわずに避難を！
水害から命を守る備えと避難行動 最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■手話通訳・字幕・副音声版付き
■解説書・視聴後アンケート用紙等を弊社サイトよりダウンロードできます
■27分　■2021年　■〔C#3009〕

毎年のように地震や水害などの災害が発生する中、避難したくても動
けない人や、情報の入手すら困難な人がいます。要配慮者と呼ばれる
これらの方々の命を守るために、どう備え、どう行動すれば良いのか。
このことは防災の大きな課題と言えます。
要配慮者自身に求められることは何でしょうか。また地域の人たちには
何ができるのでしょうか。本作品では、当事者の方々への取材を交え
ながら、自助・共助の両面から具体的な方策を探っていきます。

監修：長野保健医療大学 特任教授　医学博士・防災士　北村弥生
ＭＣ・ナレーション：甲斐まり恵

防災　市民向け

災害から一人の命も取り残さないために
要配慮者の備えと避難行動 最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■26分　■2020年　■〔C#3206〕

南海トラフ地震や首都直下地震といった大地震が、高い確率で発生す
ると予想されています。それ以外にも、日本では甚大な被害をもたらす
大地震が、いつどこで発生してもおかしくありません。
地震で命を落とさないために、私たちは日頃からどのような備えをする
べきなのでしょうか。様々な場所で地震に遭遇したとき、その場所に応
じてどのように身を守ればよいのでしょうか。この作品では実写映像を
通して、これらを具体的に解説していきます。

監修：公益財団法人 市民防災研究所 理事　池上三喜子

防災　市民向け

迫り来る大地震に備える
〜そのとき、その場所に合った身の守り方をするために〜
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防災・消防・救急社会教育

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書付き
■24分　■2019年　■〔C#3141〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

災害自体を止めることはできません。しかし、備えがあれば
被害を減らすことができます。それが「減災」という考え方。
そして減災の基盤となるのが、「自助」と「共助」です。この教
材では、災害に遭遇する家族の様子をドラマで描き、「自助」・

「共助」の重要性、命を守る備えと行動を実感的にイメージ
させます。「５段階の警戒レベル」「住民の主体的な避難行
動」などの最新の情勢に基づいた、いま必要とされる防災知
識が満載です。
監修：公益財団法人 市民防災研究所 理事　池上三喜子

地震・水害から命を守る
生き抜くための自助・共助

防災　市民向け

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■26分　■2016年　■〔C#2859〕

熊本地震の大きな特徴を５つ挙げ、そこから学ぶことので
きる教訓を、被害に遭われた方のインタビューや資料映像
に加え、各分野の専門家による解説を交えて紹介。いつか
あなたを襲うかもしれない大地震への様々な対策を視聴者
に伝える防災ビデオです。
　特徴１: 想定外の揺れ 　特徴２: 安否確認にＳＮＳ
　特徴３: 避難生活の質 　特徴４: 具体的な備蓄品
　特徴５: 揺れに対する備え
解説：武蔵野学院大学 特任教授　島村英紀
　　　新潟大学 医学博士　榛沢和彦

防災　市民向け

熊本地震から学ぶ
こんな対策があなたを救う

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■25分　■2016年　■〔C#3512〕

近年の大きな災害で被災した人々へ大々的なインタビュー
を敢行。被災時の様子を、当時の資料映像を交えながら
視聴者に届けます。彼らの口から語られる、その時、生死
を分けたものとは？　これは、災害大国・日本に住む全て
の人間が学ぶべき、“ 命の授業 ” です。

CASE１〈地震〉～長野県白馬村～ 「奇跡」を起こしたご近所力
CASE２〈水害〉～茨城県常総市～ 災害時にとらわれる「思い込み」のワナ
CASE３〈噴火〉～鹿児島県口永良部島～ 島をひとつにした「危機意識」

防災　市民向け

被災地からのメ
証 言 集

ッセージ　命をつなぐ絆
キズナ

の力

地域の共助を考える上で、災害時要援護
者の支援が大きなテーマとなっています。
災害時、ともに生きのびるためには何が必
要なのか？　東日本大震災の教訓を踏ま
え、要援護者自身の自助、周囲の人々の
共助のあり方を改めてみつめ直すための、
市民向け啓発教材です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■17分　■2014年　■〔C#7499〕

防災　市民向け

災害時要援護者の支援
ともに生きのびるための 自助・共助

地域の防災拠点としての避難所の役割、
開設・運営の流れ、東日本大震災で得ら
れた教訓などを分かりやすく解説します。
市民自らが避難所を運営する一員である
ことを強く訴え、地域の共助力を一層高
めることを目的とした市民向けの防災・減
災ＤＶＤです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
■字幕版付き　■17分　■2014年　■〔C#7499〕
★教育映像祭優秀作品賞

防災　市民向け

避難所の開設・運営
その時、皆さんの力が必要です

近年、想定を超える規模の気象災害が多発し、防災啓発
の重要性がより高まっています。本作品では、局地的豪雨

（いわゆるゲリラ豪雨）とそれに伴う災害を中心に取り上
げ、気象に関する正しい知識と、命を守るすべを伝えます。
お天気キャスターの森田正光さんがナビゲーターとして登
場し、気象に関わる重要な部分を中心にわかりやすく解説
します。本編映像のほかに、広島土砂災害を経験した方へ
のインタビューを証言集として収録しています。
監修：株式会社ウェザーマップ

防災　市民向け

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■本編21分＋証言集28分　■2015年　■〔C#2825〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

気象災害から命を守る
『想定外』は、いま起きるかもしれない
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社会教育 防災・消防・救急

防災　市民向け

3.11東日本大震災から学ぶ
もし今、地震が起きたら 命を守る備えと退避行動

過去から伝えられてきた ｢地震時の心得｣
が、現在でも有効かどうかの検証が進め
られています。東日本大震災の経験も踏
まえ、今求められる地震時の心得、緊急
地震速報の行動への活かし方、地震への
備えを考えていきます。
監修：株式会社社会安全研究所 所長　首藤由紀

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2011年　■〔C#3757〕

防災　市民向け

3.11東日本大震災から学ぶ
津波・命を守る心構え

東日本大震災時、登校していた小中学生
が津波から逃げ切った ｢釜石の奇跡｣ の
事例を紹介します。津波のメカニズムを
解説し、津波から命を守るためにはどの
ような意識を持ち、どのような行動をす
べきかを伝えていきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■20分　■2011年　■〔C#3305〕
★教育映像祭優秀作品賞

地震や津波が起きたとき、どうすれば命
を守ることができるのでしょうか。普段
から私たちが心に刻むべきことを解説し
ていきます。
監修：東京大学地震研究所 助教 大木聖子

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■15分　■2012年　■〔C#3134〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

防災　市民向け

地震や津波で死なないために
心に刻む５つのこと

東日本大震災の後、防災を基本にした、
区画整備事業・まちづくり事業が被災地
で進んでいます。しかしそこには地域が
抱える課題、問題がありました。福島県
浜通りでの 4 年に及ぶ取材映像と、復興
が進む現在の姿を織り交ぜて、地域に生
きる私たちへ問いを投げかけています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■18分　■2014年　■〔C#7499〕

防災　市民向け

明日への伝言
私たちの被災・防災・まちづくり

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■18分　■2011年　■〔C#6131〕

防災　市民向け

迫り来る地震や津波にいかに備えるべき
か。大地震を体験した被災者の話から「本
当に学ぶべき教訓」を探っていき、耐震
補強、危機意識、コミュニティ活動や情
報の確保の大切さを伝えます。

大地震発生！ 【改訂版】
東日本大震災・阪神・淡路大震災から学ぶ

いつ大災害が起こるかわからない日本では、事
業所内での被災を想定した防災訓練を行う必要
があります。この作品では、事業所での模範的
な防災訓練を取材し、一連の流れと手順を紹介
しながら、大事なポイントについて紹介していき
ます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■24分　■2017年　■〔C#7499〕
★教育映像祭優秀作品賞

災害の備え 適切な行動
見て学ぶ事業所の防災訓練

防災　事業所向け

過去の大災害の多くから得た教訓の一つに、避
難所のあり方があります。開設、誘導、衛生、食料、
健康、防犯といった観点から、実際の事例を通
して、避難所をより良いものにするためのヒント
を提供します。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■24分　■2017年　■〔C#7499〕

地域が主役
避難所の開設と運営のしかた

防災　市民向け

防災・減災における女性のリーダーと女
性による活動の組織化の重要性を示し、
平常時・発災時に女性にどのような役割
が期待されるのかを解説。地域で女性の
防災組織を作った場合、何が大切なのか
というポイントを説明していきます。
監修：明治大学大学院特任教授 工学博士　中林一樹

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■21分　■2016年　■〔C#7499〕
★教育映像祭優秀作品賞

防災　市民向け

女性の力を防災の力へ
女性消防隊の活躍

2013 年 4月13日の淡路島の地震を導入として、
活断層による地震についてや、地震のメカニズム
を CG やイラストで解説します。また地震に対す
る日頃の備えについて、わかりやすく説明します。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■20分　■2014年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・科学技術映像祭特別奨励賞

検証　巨大地震
活断層のメカニズム

防災　市民向け

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■22分　■2013年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

防災　市民向け

現在、旧耐震基準で建てられたマンションは約
100 万戸。また、高層マンションでは「長周期
地震動」への対策も必須です。規模の違う二つ
のマンションの取り組みを紹介し、マンション・
集合住宅での自主防災活動の在り方を考えます。

まず命を守る備え
集合住宅・マンションの防災対策
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防災・消防・救急社会教育

（中学生・高校生向け）
第 1 巻　応急手当編（20分）
第 2 巻　AED と心肺蘇生法編（23分）

■DVD ２枚組 65,000円（税込 71,500円）
　　　　　 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■20分／23分　■2014年　■〔C#7499〕
★教育映像祭優秀作品賞

救急救命

知ってよかった応急手当
〜災害・事故・急病から命を救う〜　＜ガイドライン 2010 対応＞

（一般向け）
第 1 巻　応急手当編（19分）
第 2 巻　AED と心肺蘇生法編（23分）

■DVD ２枚組 65,000円（税込 71,500円）
■19分／23分　■2014年　■〔C#7499〕

救急救命

いざというときの応急手当
〜災害・事故・急病から命を救う〜　＜ガイドライン 2010 対応＞

消防　市民向け

毎年、住宅火災で命を奪われる人は 1,000人以
上。実際の火災事例、火災実験の映像などを見
ながら、家族全員で火災を起こさない環境や習
慣をどのように身につければよいのか、火災か
ら自らの家を守るために考えていく内容です。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■字幕版付き
■19分　■2016年　■〔C#7499〕

大丈夫ですか！ 火の消し忘れ
〜データでみる住宅火災の原因〜

消防　防火管理者向け

近年改正された消防用設備などの基準見
直し、雑居ビルの安全対策として統括防
火管理者の権限の強化などの新しい対策
を盛り込みながら、過去の火災事例から
防火管理上の問題点を学び、防火管理者
の役割と責務を学びます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■24分　■2016年　■〔C#7499〕

職場に潜む火災
〜事例から学ぶ防火管理〜

消防　市民向け

建物火災の中で最も多いのが住宅火災。住宅火
災から命を守るポイントを３つの習慣・５つの対
策にまとめ、実際の火災事例、専門家のアドバ
イス、火災実験映像などを捉えながら、一つ一つ
わかりやすく解説していきます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■19分　■2013年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

火災から命を守る８つのポイント
３つの習慣 ５つの対策

出火した場合の煙の怖さ、火災警報器の使い方、
そして、高齢者を守るための地域の取り組みを
紹介し、出火防止・早期発見・早期避難と、高
齢者自身の日頃の心構えと、地域の力の大切さ
を訴えます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■22分　■2013年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

相次ぐ 高齢者住宅火災
身近に潜む火災の危険

消防　市民向け

犠牲者の出た火災の原因のうちで、一番多いの
は放火です。この作品では、放火による火災の
実態と特徴、個人としてできる放火対策、地域
の放火対策を紹介し、地域みんなで安全な街づ
くりに取り組むことの大切さを訴えます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■19分　■2013年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

放火を防ぐ第一歩
放火させない環境づくり 

消防　市民向け

熱中症の危険と応急措置をアニメで解説
します。現場労働者向けと管理監督者向
けの６つのエピソードで構成。
監修：（独）労働安全衛生総合研究所
　　　特任研究員 医学博士　澤田晋一

■DVD 45,000円（税込 49,500円）
■１枚のディスクに２編が収録されています
■30分／35分　■2015年　■〔C#7499〕

救急救命

熱中症はこわくない！ 〜予防対策10か条〜
【作業員編 30分　管理職編 35分】

高齢者における身体的な特徴や生活習慣
などを検証しながら、熱中症を防ぐ方法、
熱中症になってしまったときの対処法など
をわかりやすく解説しています。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■19分　■2011年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

救急救命

検証・急増する高齢者の熱中症
正しい知識を身につけよう

児童を管理する立場の教師・保護者に対
して、熱中症の特徴的な症状、熱中症が
起こる要因や仕組み、環境条件に応じた
熱中症の事例、応急処置や救助の求め方
など、熱中症の予防と対策を分かりやす
く紹介・解説していきます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※この商品の学校特別価格は大学には適用されません
■20分　■2011年　■〔C#7499〕

救急救命

熱中症から子どもを守れ！
救命救急センターからの警告
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社会教育 防災・消防・救急

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■15分　■2020年　■〔C#0367〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

火災は、起こさないことが一番重要です。しかし思いがけない場面で
火災に巻き込まれる可能性は、決してゼロではありません。もしものと
き、どう行動すれば良いのか。子供たち自身が知っていれば、自分の
身を守り、被害を最小限に食い止めることができます。この教材では、
アメリカの消防署で 1980年代に作成され、現在でも教えられ続けて
いる秀逸な火災予防プログラムを映像で分かりやすく紹介。子供が危
険に直面したときに、自分で考え、自身の力でサバイバルすることを目
指したものです。
監修：一般社団法人 RISK WATCH
　　　代表 長谷川祐子　コンサルタント 奥田悦子

消防　子ども向け

火事から自分の命を守る
生きぬくためのリスクウォッチ

ハローキティとまなぼう！ ぼうさいくんれん

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■解説書付き
■14分　■2019年　■〔C#1814〕

子供たちに大人気のハローキティと仲間たちが登場する、幼児・小学
生（低学年）向けの防災アニメーション教材です。キティとミミィが、
学校の防災訓練や実際の地震を体験するストーリーを通して、地震が
起きたときの行動や避難の仕方をわかりやすく描いていきます。学校、
通学路、家の中、海の近くで地震が起きたときに、どのように命を守
る行動をとればよいか、子供たちがキティたちと一緒に学ぶことができ
る教材です。
監修：公益財団法人 市民防災研究所 理事　池上三喜子

防災　子ども向け

忍者玉丸の火の用心

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■13分　■2017年　■〔C#1663〕
★文部科学省選定

幼児・小学生（低学年）向けの火災予防アニメーション教材。子供たちに
火災の恐ろしさを知ってもらい、火遊びによる火災をなくすことを目的と
した作品です。

〔あらすじ〕時は戦国時代。城の一角に潜入し、探し物をしていた忍者玉
丸とくのニンは、「暗くてよく見えない」とライターを取り出し、ろうそく
に火をつけますが、「あちっ」と落としてしまいます。たちまち火が燃え上
がり、消防車が駆けつけることに。じい丸にこっぴどく叱られる玉丸とく
のニン。消防士の黒丸は、火災予防の大切さを二人に教えようと、忍者
屋敷の中を案内します。

Ⓒトマソン／ピーターパン・クリエイション

消防アニメーション
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防災・消防・救急社会教育

釜石市の小学生たちがどのように避難したかを
詳細に描きます。子どもたちの防災力向上を目
的に制作したものです。
監修：群馬大学大学院工学研究科 教授
　　　広域首都圏防災研究センター長
　　　片田敏孝

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■14分　■2012年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

防災アニメーション

防災アニメーション

じしんがきたらどうする？
むしむし村の防災訓練

｢むしむし村｣ の仲間たちが、教室での防
災訓練を体験しながら、地震が起こった
時の行動の仕方を学びます。海辺の遊園
地では、津波が来た時の避難について学
んでいきます。幼児向けの、わかりやすく
防災について学べるアニメーションです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2012年　■〔C#2109〕
★文部科学省選定

防災　子ども向け

こどものための防災・防犯シリーズ
もしものときにできること 全５巻

○ぐらぐらどーん！  自然災害編① 地震・津波
○びゅうびゅうざざー！ 自然災害編② 

風水害・雪害・土砂災害・火山噴火
○めらめらもくもく! 生活安全編① 火災
○ぶーぶーききー！ 生活安全編② 交通安全
○にこにこがおー！ 生活安全編③ 犯罪防止

■DVD 各巻 50,000円（税込 55,000円）
■DVD＋CD-ROMの２枚組セット　全５巻　■各巻22〜32分
■「もしものためのワークシート＆イラストデータ集」付き
■2012年　■〔C#7499〕　★危機管理デザイン賞シルバーアワード受賞

タイムスリップして、現代に来た牛若丸は、
消防士やカラス天狗に教えられながら、
地震の時どうすればよいか、学んでゆき
ます。また津波や、火事の時の身の守り
方も学びます。牛若丸と共に、視聴者の
子どもたちも、防災の知識が身につく内
容です。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 28,000円（税込 30,800円）
■10分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

防災・消防アニメーション

うしわかまるの
じしんとかじからじぶんをまもる！

防災　子ども向け

ナンデくんと学ぶ
地震と津波を知ろう じぶんの命を守るために

地震・津波が起こる理由や緊急地震速報
の仕組み、地震・津波が起きた時の行動
の仕方を、小学生の「ナンデくん」と一緒
に学んでいきます。どんな状況で地震が起
きても命が助かるよう、子どもたちにしっ
かり理解させることを狙いとしています。
監修：東京大学地震研究所 助教　大木聖子

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■16分　■2012年　■〔C#1619〕
★文部科学省特別選定

地震・津波発生のメカニズムと緊急地震
速報の仕組みをＣＧ映像等で解説。その
上で、地震や津波が起きた時にどういう
行動をとれば生き延びることができるの
か、中学生たちにしっかり理解させます。
監修：東京大学地震研究所 助教　大木聖子

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■16分　■2012年　■〔C#0830〕
★文部科学省特別選定

防災　子ども向け

地震・津波から生き延びる
正しい知識と行動

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■解説書・ワークシート・防災カード（PDF）付き
■2015年　■〔C#0800〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

【収録コンテンツ】
・地震だ !! 身を守れ ! 教室にて ----------【4 分 48 秒】
・地震だ !! 身を守れ ! 通学路にて -------【5 分 00 秒】
・地震だ !! 身を守れ ! 自宅にて ----------【5 分 57 秒】
・津波だ !! 身を守れ ! 通学路にて -------【6 分 24 秒】
・津波だ !! 身を守れ ! 公園にて ----------【7 分 35 秒】
・台風だ！ 身を守れ ! 台風・集中ごう雨・土砂災害 ---【7 分 50 秒】
・雷・たつまきから身を守れ ! ------------【8 分 48 秒】
・雪害を学び身を守れ ! --------------------【8 分 15 秒】
・火山を学び身を守れ ! --------------------【9 分 19 秒】
・地震だ !! 身を守れ !（ロングバージョン） ---【9 分 18 秒】
・津波だ !! 身を守れ !（ロングバージョン） ---【12分 40 秒】

防災　子ども向け

災害ケーススタディ
とっさの判断！ 君ならどうする？

小学校向けの防災教材です。地震や津波など、いろいろな災害についての基本
的な知識や、災害から身を守るための方法を学びます。災害が起こる場面をア
ニメーションで提示し、どのように身を守るか視聴者に考えさせます。また、実
際の災害の映像を交えてそれぞれの災害の基礎的な知識を伝えます。45 分授
業で使うだけでなく、ショートホームルームなどの短い時間でも活用できる教材
として開発いたしました。
監修：東京学芸大学 教授　日本安全教育学会 理事長　渡邉正樹
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最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■20分　■2021年　■〔C#3826〕
★全日本交通安全協会推薦

交通事故につながるおそれのある危険は、交通場面の至るところに存
在していると言えます。しっかり注意をしておけば確認できる「見える
危険」。死角になって確認できない「見えない危険」。そしてハンドル
を握る私たち「自分自身に潜む危険」。このような様々な危険に対して、
いかに注意力を高め、交通事故を起こさないようにするか。本作品で
はそのポイントを学んでいきます。
　●見える危険を見落とさない
　●見えない危険を予測する
　●危険予測の実践
　●自分自身に潜む危険

交通安全　ドライバー向け

最新作油断することなかれ！
〜見える危険・見えない危険、そして自分自身に潜む危険〜

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■2022年7月発売予定

毎年、３千人以上の人が交通事故で死亡し、その原因の６割を安全運
転義務違反が占めています。中には、無謀ともいえる運転に巻き込まれ、
死亡した人もいます。
言い換えれば、防ぐことのできる事故で命を失ったことになります。
残された遺族の怒りや悲しみは、はかり知れません。
そこで、こうした遺族の悲痛な叫びを映像化し、安全運転への願いを
訴える教材を提案します。事故の原因をクローズアップし、ちょっとし
た油断が心のスキがいかに多くの人を不幸にしているのかをしっかり認
識してもらい、絶対に事故を起こしてはならないという気持ちにさせる
教材をめざしました。

交通安全　ドライバー向け

最新作あの日あのとき

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■22分　■2021年　■〔C#2974〕
★全日本交通安全協会推薦

交通違反に対して、これくらいならと甘く見て違反を繰り返し、それが
結果的に重大事故の大きな要因になることが少なくありません。運転
に関し、甘く見てはいけないいくつかの場面のほかに、絶対にしてはい
けない、いわゆる『あおり運転』についても取り上げ、交通事故を起
こさない、命を守る運転を見ていきます。

　①致死率が跳ね上がる 〜後部座席シートベルト非着用〜
　②思い込みラベル 〜「危険予測」と「思い込み」の違い〜
　③車は進んでいる 〜スマホ操作中に関わる事故〜
　④怒りのコントロール 〜あおり運転〜

交通安全　ドライバー向け

これくらいならと甘く見てはいけない
〜一般ドライバー向け交通安全ケーススタディ〜
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■19分　■2021年　■〔C#7499〕

安全運転の基本中の基本、何より確実な危険回避の方法……それは、
止まること。事故を防ぐ一時停止を、あらためて確認していきましょう！
 Chapter１：一時停止標識で「止まれ！」
　止まる・見せる・確認する。より安全な「多段階停止」を紹介します。
 Chapter２：横断歩道で「止まれ！」
　信号のない横断歩道。歩行者優先のルールをあらためて確認します。
 Chapter３：こんなときにも「止まれ！」
　ほかにもある、一時停止が必要な場面。きちんと止まっていますか？
監修：主幹総合交通心理士　名古屋大学 特任准教授　島崎敢

交通安全　ドライバー向け

最新作止まれ！ 一時停止で防げる交通事故

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■17分　■2020年　■〔C#7499〕

大きな社会問題となっている、あおり運転。厳罰化を求める
世論を受け、2020年、道路交通法が改正されました。新た
に規定された「あおり運転」の要件や、大幅に厳しくなった罰
則など、道交法改正の内容を分かりやすく解説。そして、あお
り運転に遭わないための、安全運転のポイントを示します。
法律監修：ときわ綜合法律事務所

交通安全　ドライバー向け

あおり運転、厳罰化！
道路交通法改正と「あおられない運転」

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■16分　■2019年　■〔C#2617〕
★全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

あおり運転をしないための心構えや、あおり運転に遭遇し
た時の対処法を解説。そして急な進路変更や一時不停止と
いった、相手の危険な運転が原因となる事故事例をドラレ
コ映像で検証し、安全運転のポイントを紹介します。交通事
故を防ぐためには、マナーを大切に思いやりとゆずり合いの
心を持って運転するのが大切であるということを伝えます。

交通安全　ドライバー向け

運転マナーが大切
〜思いやり・ゆずり合いの心が事故を防ぐ〜

■DVD 90,000円（税込 99,000円）
 ㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕版付き
■26分　■2018年　■〔C#2824〕
★全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

飲酒運転により死亡事故を起こした加害者、及びその家族、
そして被害者の家族ばかりでなく、加害者が勤務する会社
の社会的責任（ＣＳＲ）までをも描いてゆきます。飲酒運転に
よる交通事故が、波紋のように周囲のものたちを悲しみと苦
しみの日々に突き落とす様子を描くことで、飲酒運転に警鐘
を鳴らします。　出演：矢柴俊博 ほか

交通安全　ドライバー向け

切り裂かれた未来
〜飲酒運転の代償〜

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■20分　■2018年　■〔C#3712〕
★全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

アクセルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故を例に、
このような事故がなぜ起きるか専門家への取材を行い、対
策を解説していきます。さらに、実際に起きた高速道路の事
故、カーブの事故、飛び出し事故の事例を基に、どうすれば
防げたのか、事故の現場映像やドラレコ映像、ＣＧ映像も交
えながら検証し、安全運転のポイントを学んでいきます。

交通安全　ドライバー向け

見直そう！ あなたの運転
〜事故を防ぐための運転操作〜
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救急隊とともに 24 時間態勢で事故現場
を取材し、実際の事故の様子を通してそ
の原因を探ります。また、実験や体験テ
ストなども行い、未然に事故を防ぐため
にどうすれば良いのか、実証的に考えて
いきます。
監修：早稲田大学人間科学学術院 教授　石田敏郎

交通安全　ドライバー向け

事故映像と実験に学ぶ　安全運転講座

■DVD 70,000円（税込 77,000円）
 ㊫ 35,000円（税込 38,500円）
■字幕版付き　■27分　■2015年　■〔C#3098〕
★全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

※この作品は「事故映像と実験に学ぶ 安全運転講座」を再編集し、
　優良ドライバー講習などに適した短縮バージョンとしたものです。

交通安全　ドライバー向け

事故映像に学ぶ　安全運転講座

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■字幕版付き　■15分　■2015年　■〔C#3100〕
★全日本交通安全協会推薦

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■18分　■2017年　■〔C#2971〕
★全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

24時間体制で取材した交通事故の現場映像、ドライブレ
コーダーが捉えた事故の瞬間の映像、および最新のＣＧ映
像を交えて、安全運転のポイントを検証していきます。事故
事例として特に多い、追突事故・出会い頭の事故・右左折時
の事故について、それぞれ気を付けるべきところを解説して
いきます。

交通安全　ドライバー向け

交通事故は防げる！
事故映像から検証する安全運転のポイント

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■19分　■2017年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

近年、交通死亡事故のうち多くの割合を占めるのが、横断
中の歩行者に車が衝突する事故です。横断歩行者事故は
どんな場面で多いのか、事故を防ぐにはどうすれば良いの
かを、危険予測のスタイルで分かりやすく解説します。新
たな撮影手法・ＣＧ技術を用いた、より実際の運転感覚に
近い映像で、一層の現実感を伴った理解ができます。

交通安全　ドライバー向け

危ない！ そこに歩行者が！
横断歩行者事故を防ぐ危険予測

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■字幕版付き
■17分　■2015年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

歩行者事故を起こさないためにはどうすれば良いのか、ド
ライバーの立場から安全運転のポイントを探っていきます。
・漫然脇見運転の危険 ～直進時に起きる歩行者事故～
・安全不確認の危険 ～交差点での歩行者事故～
・気をつけて！ 夜間、右からの横断歩行者
・高齢歩行者に配慮した運転

交通安全　ドライバー向け

歩行者事故を起こさない運転
ドライバーのためのチェックポイント

■DVD 90,000円（税込 99,000円）
 ㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕版付き　■28分　■2014年　■〔C#2728〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定
　教育映像祭優秀作品賞

現在でも飲酒運転を原因とした悲惨な交通事故は後を絶ち
ません。交通事故を起こしてしまった加害者と、突然の事
故の被害に遭ってしまった被害者、そしてその家族や職場
も含めた周囲に起こる悲劇を丹念に描いたドラマ形式の教
材です。
出演：千原せいじ　ほか

交通安全　ドライバー向け

終わりなき悔恨
〜飲酒運転の果てに〜

ドライブレコーダーは見た！
ドライバー心理から考える安全運転

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■15分　■2017年　■〔C#6961〕
★全日本交通安全協会推薦

交通事故には、ドライバーの“こころの持ち方”が深く関わっ
ています。様々な事故の状況が刻み込まれたドライブレコー
ダーの映像と、その再現映像をもとに、ドライバーの心理
に着目しつつ危険回避の方法を探ります。解説は、日本交
通心理学会・主任交通心理士の島崎敢さん。ドライバー
が陥りやすい危険を指摘しながら、危険回避のポイントを
具体的に解き明かします。

交通安全　ドライバー向け
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交通事故を起こさないためには、交通ルールを
厳守し、常に危険を予測・対処できる運転行動
を身につけることです。本作品では、ドラレコ映
像から事故に繋がりやすい状況を抽出し、危険
に備えた運転行動を具体的に提示します。

■DVD 70,000円（税込 77,000円）
■字幕版付き
■20分　■2017年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

事故を起こさないための運転行動
ドライブレコーダー映像から考える

交通安全　ドライバー向け

３人の登場人物が、交代で車を運転しな
がら目的地に着くまでの姿をロードムー
ビー風に描きます。道中の様々なヒヤリ
ハット場面をもとに、安全運転のアドバイ
ザー “Dr. ドライブ ” が視聴者に正しい運
転の仕方や安全運転５則などの交通ルー
ルを示していきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2013年　■〔C#7353〕
★全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

無事故でＧＯ！ セイフティ・ドライブのポイント
慣れと油断が事故を招く

基本的な安全運転の方法だけでなく、高
齢ドライバーの特性を知ることや、事故
発生時の救急救護について、その重要性
に触れます。なおかつ交通事故の悲惨さ
を視聴者の心に訴えかけ、安全運転の大
切さを強く印象づけるドラマ形式の教材
です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■22分　■2012年　■〔C#3759〕
★全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

もしやり直せるなら…
グッドドライバーへの道

飲酒運転による交通事故が周囲の人々を
悲しみと苦しみに突き落とす様子を重厚
なドラマで描きます。死亡事故を起こし
た加害者とその家族、そして被害者の家
族ばかりでなく、加害者が勤務する会社
の社会的責任までをも描いていきます。
出演：宅麻伸、遠藤久美子ほか

■DVD 90,000円（税込 99,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕版付き　■27分　■2007年　■〔C#3510〕
★全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　ドライバー向け

飲酒運転　悲劇の連環

アルコールが運転にどのような影響を与えるか、
再現ドラマを交え、CG、実験で明らかにします。
特に「酒気残り」が運転に与える影響に注目し、
体内のアルコール残量とドライバー本人の酔いの
感覚とに大きなズレがあることを検証します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
■字幕版付き
■21分　■2016年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

絶対にダメ！ 飲酒運転
「しない！」「させない！」「許さない！」

交通安全　ドライバー向け

全事故における重傷者数で最も多いのがバイク
乗車中の事故。事故の際、身体に直接ダメージ
を受けやすいバイク。バイクを運転する上で注意
すべき点を実際に起きた事故から学びます。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■字幕版付き
■23分　■2013年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

交通安全　二輪車

原付・二輪車ライダーへ
防ごう！ バイク事故　事故に学ぶ安全運転のポイント

実際に事故を起こした四人のドライバーがその
体験を語ってくれました。出会い頭事故。その
他の事故現場映像も加えて、事故体験者の失敗
から事故防止のポイントを学びます。
監修・指導：（一社）日本交通科学学会 顧問
　              日本大学名誉教授（医学博士） 大久保堯夫

■DVD 70,000円（税込 77,000円）
■字幕版付き
■本編26分＋短縮版15分
■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

注意一秒　怪我一生
交通安全　ドライバー向け

業務中に従業員が交通事故を起こした場合に負
わなくてはならない個人の責任と企業の責任や
損失について、ドラマを交え、分かりやすく解説
します。
監修：日本大学通信教育部長・法学部教授
　　　自動車損害賠償責任保険審議会委員　福田弥夫

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
■字幕版付き
■22分　■2014年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

従業員の交通事故と企業リスク
交通安全　事業所向け

統計データをもとに、多発する事故のパ
ターンをひもとき、ドライブレコーダーに
よる実際の事故映像を検証しながら、事
故のリスクを減らすために注意すべきポイ
ントを紹介します。夜間の走行時におけ
る歩行者との事故のリスクとその対策に
ついて学ぶ交通安全教材です。

■DVD 70,000円（税込 77,000円）
■字幕版付き　■20分　■2017年 ■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

点
と

灯
も

せ！ 心のヘッドライト
歩行者との交通事故を防ぐ運転の心得

「交通安全の為に出来る簡単なこととは？」「事
故の起こる場所とは？」「もし、交通事故を起こ
してしまったら？」‥‥これらの疑問を４人の交
通安全の専門家に聞きます。

■DVD 70,000円（税込 77,000円）
■英語字幕版・中国語字幕版付き
■17分　■2018年 ■〔C#7499〕

専門家に聞く！ 交通安全
交通安全　ドライバー向け



㊫＝学校特別価格　●諸般の事情で価格を改訂する場合があります

14

社会教育 交通安全

交
通
安
全

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■18分　■2020年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

たった一度の過ちが、被害者はもちろん、加害者やその家
族の人生をも一変させてしまう、自転車加害事故。この教
材では、実際にあった事故の裁判記録をもとに、加害事故
を起こすとどうなるのか、どうすれば事故を防げるのかを検
証していきます。
法律監修：ときわ綜合法律事務所

交通安全　自転車

知ってほしい、自転車加害事故の現実
自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■17分　■2020年　■〔C#0983〕
★全日本交通安全協会推薦

子供たちにとって楽しくて便利な自転車。しかし自転車は軽
車両という車の仲間で、交通ルールを必ず守る必要があり
ます。この作品では、自転車に乗った小学生のユウマ君とレ
ナさんが登場し、２人が考えながら自転車の正しい乗り方を
学んでいくことで、視聴者も一緒に理解を深めることができ
ます。交通ルールを学び安全に楽しく自転車に乗りましょう。

交通安全　自転車

小学生の自転車教室
〜交通ルールを学んで 事故にあわない おこさない〜

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■約17分　■2022年　■〔C#0050〕
★全日本交通安全協会推薦

中学生・高校生にとって、通学など日常生活で利用することが多い自
転車。自転車はとても便利で楽しい乗り物ですが、自分勝手な乗り方
をしていると思いがけない事故を起こしてしまうことがあります。自分に
都合のいい自分ルールで運転してはいけないのです。自転車事故の被
害者にも加害者にもならないために。本作品ではドライブレコーダーの
事故映像や、事故の被害者・加害者になった再現映像も交え、自転
車事故の怖さを伝えながら、自転車を運転するときに守らないといけな
い交通ルールとマナーを基本から紹介していきます。
●自転車の走るところ ●交差点の渡り方　　●自転車の危険行為
●暗いところを走るとき ●自転車の点検

交通安全　自転車

危ない!! 自転車の自分ルール
中学生・高校生のための自転車安全教室

最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■19分　■2021年　■〔C#2559〕
★全日本交通安全協会推薦

自転車はとても便利で楽しい乗り物です。健康志向の高まりもあり、自
転車の利用者は年々増加していますが、大人でも自転車の交通ルール
を正しく理解している人は多くないかもしれません。本作品では自転車
を利用する大人の方を対象に、自転車の交通ルールを基本から解説し
ていき、交通ルールとマナーの再確認を図っていきます。

●自転車の走るところ  ●交差点の渡り方
●自転車の危険行為  ●電動アシスト自転車
●暗くなったときの運転  ●自転車の点検

交通安全　自転車

安全・快適な大人の自転車ライフのために
これだけは知っておきたい！ 自転車の交通ルール

最新作
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交通安全　自転車

ドライブレコーダーは見た ! シリーズ
自転車の交通ルールを覚えよう　小学生の交通安全

小学生を対象に交通ルールと正しい乗り
方がなぜ大切なのかを、ドライブレコー
ダーの映像を交えながら分かりやすく解
説します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■15分　■2012年　■〔C#6959〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　自転車

ドライブレコーダーは見た ! シリーズ
あなたの乗り方、大丈夫 !?　中学生の自転車交通ルール

中学生を対象に「自転車安全利用五則」
を分かりやすく解説。ドライブレコーダー
が収録した衝撃的な映像を通じて、視聴
者に交通事故を疑似体験させながら、加
害者になる例や刑事上・民事上の責任も
紹介し、自転車の安全利用の重要さを訴
えます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■16分　■2012年　■〔C#6960〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　自転車

危険な自転車運転の結末は…。一瞬にし
て起きる悲劇を、これまでにない印象的な
再現映像で示し、交通ルールの大切さを
中高生の心に深く刻みこみます。2015年
に施行された自転車運転者講習制度にも
触れています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2016年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

「知らなかった」では すまされない
中学生・高校生のための自転車交通ルール

自転車の交通ルール、知ってるようでよく
知らない。だけど今さら人には聞けない
……そんなオトナの皆さん必見！ 基本の
基本から学びなおすための自転車交通安
全教材です。自転車安全利用五則をベー
スに、特に重要な項目に絞り、安全な自
転車の乗り方を分かりやすく解説します。

交通安全　自転車

オトナのための自転車教室
ルールの基本を再チェック！

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■16分　■2014年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

成人の方を対象に、自転車の交通ルール
を、ドライブレコーダーや実際の事故現
場の映像、最新のＣＧ映像も交えながら、
基本から分かりやすく解説。事故に遭わ
ない、事故を起こさないように、安全意
識の再確認を図っていきます。

交通安全　自転車

大人の自転車交通安全
事故映像から学ぶ自転車の安全な乗り方

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■20分　■2017年　■〔C#2729〕
★全日本交通安全協会推薦

タイムスリップして、現代に来た牛若丸は、
初めて自転車に乗ることになりました。し
かし自転車の交通ルールをまったく知ら
ない牛若丸にとって、道路は危険がいっ
ぱい。本作品を視聴することで、子ども
たちは牛若丸と共に自転車の交通ルール
を学ぶことができます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2018年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

交通安全　自転車

うしわかまるの自転車交通安全

交通安全　自転車

守ろう！ 自転車の交通ルール
中学生・高校生の自転車の安全な乗り方

中学生・高校生にとって、便利で楽しい自転車。しかし自
転車は乗り方次第では、大変危険なものになります。自
転車を安全に乗るためには、交通ルールを守ることが何よ
りも大切です。本作品では、ドライブレコーダーや実際の
事故現場の映像、最新のＣＧ映像も交えながら、中学生・
高校生を対象に自転車の交通ルールを分かりやすく解説
し、事故に遭わない、事故を起こさないための、自転車
の安全な乗り方を伝えていきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■20分　■2017年　■〔C#2000〕
★全日本交通安全協会推薦

あの時 『ボク』は 自転車で…
交通安全　自転車

ちょっぴりミステリアスなドラマを通して、
自転車の正しい乗り方、ルールを守ること
の大切さを学んでいく、小学生向けの自転
車交通安全教材です。ドラマ本編のほか
に、危険予測学習に便利なショートコンテ
ンツ（約 1 分）を６タイトル収録しています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■付録／危険予測学習用動画コンテンツ（約１分×６本）を収録
■20分＋付録６分　■2017年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

交通安全　自転車

クイズ形式で学ぶ自転車交通安全の危険
予測トレーニング教材です。楽しいアニメ
で興味を惹きつけながら、危険な交通状
況を示す場面では子どもの目線から見た
実写映像を多用。より実践的な危険予測
能力を高めます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■17分　■2013年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

クイズ！ 危険をさがせ　自転車に乗るとき
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魔進戦隊キラメイジャーの交通安全

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2020年　■〔C#3650〕
★全日本交通安全協会推薦

子供たちに大人気のテレビ番組「スーパー戦隊シリーズ」の「魔進戦隊キ
ラメイジャー」が登場する、幼児・小学校低学年向けの交通安全教材で
す。ヒーロー・ヒロインがキラキラとカッコよく活躍する楽しい物語を通
じて、道路の歩き方や横断歩道の渡り方、そして交通ルールを守ること
の大切さを学べる作品です。

〔あらすじ〕キラメイレッドとキラメイグリーンは、男の子が事故に遭い
そうになっているところに出くわし、間一髪、助け出します。その男の子

「翔」と姉の「莉子」は、お友だちの家に行きたいけれど、子供だけでは
危なくて行けないと困った様子。レッドとグリーンは、２人に交通ルール
を教えながら、一緒にお友だちの家へと向かいます。

交通安全　子ども向け

ミヤモトムサシの こうつうあんぜん 五
ご

輪
りん

の書
しょ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2020年　■〔C#3713〕
★全日本交通安全協会推薦

ムサシ、コジロウ、オツウと、その剣道の先生、タクアン和尚が登場する、
幼児・小学生向けの交通安全アニメーション教材です。剣豪ミヤモトム
サシが書き残したとされる「こうつうあんぜん五輪の書」をもとに、道路
の歩き方や横断歩道の渡り方などを、タクアン和尚と一緒に学んでいき
ます。交通ルールの５つの基本を楽しく学ぶことができる作品です。
　一．とびだしはぜったいにダメ
　二．どうろのあるきかた
　三．おうだんほどうのわたりかた
　四．しんごうきのみかた
　五．どうろひょうしきのみかた

交通安全アニメーション

交通安全　子ども向け

ガチャピン・ムックとまなぼう！ こうつうルール

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2022年　■〔C#2775〕
★日本交通安全教育普及協会推薦

日本を代表する教育番組キャラクター「ガチャピン・ムック」が登場する
幼児・小学校低学年向けの交通安全教材です。優しくて面白いキャラク
ターたちと安全な道路の歩き方や横断歩道の渡り方、信号についてなど
交通ルールの基本を学んでいきます。楽しいストーリーの中で、交通ルー
ルを守る大切さがしっかりとわかる教材になっています。

〔あらすじ〕街全体を使った宝探し大会に参加している「ガチャピン・
ムック」。でも交通ルールがわからないと宝を探すのは難しそう。親切な
女の子「あおい」と出会ったガチャピン・ムックは、「あおいパパ」に交通
ルールを教えてもらいながら、一緒に宝探しを始めます。

Ⓒガチャムク

最新作
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交通安全アニメーション

とびだしはあぶないぞ！
むしむし村の交通安全

子どもたちになじみの深い虫たちがキャラ
クターになって登場する、明るく楽しいス
トーリーの中で、歩行者として守るべき交
通ルールの基本を分かりやすく解説して
いきます。幼児の交通事故の多くが飛出
しであることを考慮し、特に飛出し防止に
関して重点を置いた内容となっています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2012年　■〔C#3709〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

「アラジンと魔法のランプ」のキャラクター
を使い、道路の歩き方や信号機のない横
断歩道の渡り方、交通標識の意味や電車
の踏み切りの渡り方などを楽しく学べる
構成となっています。子どもたちが交通事
故に遭わない、起こさないためにも、交
通ルールを守ることの大切さを示します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2011年　■〔C#2553〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

アラジンと魔法のランプの交通安全

タイムスリップして、現代に来た牛若丸と
カラス天狗は元の時代に戻るために、く
らま山を目指します。しかし交通ルール
を知らない牛若丸にとって、車社会は危
険がいっぱい。身を守るために、カラス
天狗から交通ルールを教えてもらいます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■10分　■2018年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

交通安全アニメーション

うしわかまるのこうつうあんぜん
交通安全アニメーション

三太郎とかぐや姫の交通安全
幼児・小学生（低学年）向けの交通安全ア
ニメーション。うっかり玉手箱を開けてタイ
ムスリップした浦島太郎・桃太郎・金太郎・
かぐや姫の４人。気がつけばそこは車やバ
イクが行き交う現在の日本でした。もとの
世界に戻るには乙姫様のいるレストラン竜
宮まで歩いて行かなければいけません。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2016年　■〔C#3000〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

三びきの子ぶたの交通安全
三びきの子ぶたの兄妹が登場する、幼児・
小学生(低学年)向けの交通安全アニメー
ション教材です。子ぶたの兄妹が、入院して
いるお母さんの所に行くために、道路の歩
き方や、横断歩道の渡り方、踏み切りの通
り方などを、うさぎ先生に教えてもらいなが
ら学んでいきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2018年　■〔C#3008〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

ハローキティとまなぼう！ こうつうルール
ハローキティと仲間たちが登場する、幼児・
小学生（低学年）向けの交通安全アニメ。
ダニエルのお誕生日会に呼ばれたキティと
ミミィ。ママから道路の歩き方や、横断歩道
の渡り方、標識の見方などを教えてもらい
ながら、ダニエルのお家を目指します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2019年　■〔C#1813〕
★全日本交通安全協会推薦

交通安全アニメーション

忍者玉丸 ルールを守って交通安全 !! の巻
幼児・小学生（低学年）向けの交通安全ア
ニメーション。500年前の世界から現代に
タイムスリップした忍者玉丸たちが、敵の
忍者から虎の巻を取り返そうとするストー
リーの中で、道路の歩き方や、横断歩道の
渡り方を学んでいきます。

Ⓒトマソン／ピーターパン・クリエイション

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2015年　■〔C#3385〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

赤ずきんちゃんと学ぼう！ 交通ルール
名作童話のヒロイン「赤ずきんちゃん」が主人
公の交通安全アニメーション教材です。「赤ず
きんちゃん」がおばあちゃんの家に行く途中
で、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方などを
学んでいきます。子どもたちに、歩行者として守
るべき交通ルールの基本を、分かりやすく解
説していきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2014年　■〔C#2558〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

テレビでおなじみ「はなかっぱ」の仲間た
ちと楽しく交通ルールを学んでいく、幼児
～小学生低学年向けの交通安全教材アニ
メーションです。

Ⓒ 2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■13分　■2013年　■〔C#7172〕
★全日本交通安全協会推薦

はなかっぱの交通安全
ケーキを求めて右・左・右

交通安全　子ども向け

小学校低学年向けの危険予測トレーニン
グ教材。人体模型のジンタ君と一緒に道
路の安全な歩き方を学んでいきます。
・見通しの悪い交差点での危険
・停車車両の間の横断の危険
・信号のある交差点での危険

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■15分　■2013年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

クイズ！ 危険をさがせ　道路を歩くとき
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■17分　■2015年　■〔C#6521〕
★全日本交通安全協会推薦

高齢者の交通事故死者の内訳をみると、最も多いのが歩
行中の事故死で、ほぼ半数となっています。本作では、落
語家の三遊亭小遊三師匠と、熊さん・おかみさんのかけ
合いの中で、特に歩行中に気をつけることと、自転車の安
全運転について伝えていきます。小遊三師匠の軽妙な語り
口で、高齢者の方に楽しく分かりやすく交通安全の大切さ
を学んでいただける作品です。

交通安全　高齢者向け

三遊亭小遊三の高齢者の交通安全

警察庁は加齢による身体機能の低下を感じる人
に対し、運転免許を自ら公安委員会に返しても
らう制度を導入しました。地方と都市部の条件
の違いをふまえ、免許返納者の現状やサポート
制度を紹介します。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
■17分　■2016年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

運転免許返上！
あなたは運転をいつやめますか？【2016 年改訂版】

交通安全　高齢者向け

落語家の林家たい平師匠が、高齢ドライ
バーの交通ルールと、加齢に伴う身体的
精神的特性を解説します。事故事例や有
効視野テストを紹介しながら、高齢ドラ
イバーに安全運転の大切さを示唆します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■21分　■2011年　■〔C#3488〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全　高齢者向け

林家たい平の高齢ドライバーの交通安全

依然として多く発生している、高齢歩行者の死亡事故。そ
の大半を占める道路横断中の事故を中心に、どこに危険
が潜んでいるのか、どうすれば安全なのかを、わかりやす
く解説します。高齢者の皆さんに、事故の危険を自分のこ
ととして捉えてもらい、事故の防止に前向きに取り組む意
欲を持たせる交通安全教材です。
　・誰にでも起こり得る高齢歩行者事故
　・こんな横断、危険です！
　・横断歩道のある場所では
　・危険が増す 夜の道

交通安全　高齢者向け

シルバー世代のみなさん！
正しい道路の横断、してますか？

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■18分　■2017年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

やじさん・きたさんのおじいちゃんコンビと、孫娘のように
かわいいはなちゃんたちが登場し、ドラマ形式で交通ルー
ルを学ぶことができる教材です。高齢者の方が特に交通事
故に注意してほしい、いくつかの場面を見ていきます。
 １. 安全は急がば回れ ～横断歩道以外の場所の横断～
 ２. 夕暮れ時は要注意 ～夜間は歩行者も自動車も見えにくい～
 ３. 止まれは止まれ ～信号機の無い交差点での自転車事故～

交通安全　高齢者向け

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■20分　■2021年　■〔C#3515〕
★全日本交通安全協会推薦

はなちゃんとやじきたの交通安全
〜高齢歩行者・自転車向け交通安全ケーススタディ〜

最新作

近年、高齢ドライバーによる交通事故が世間の注目を集め、
大きな社会問題となっています。誰しも、加齢に伴って生
じる身体機能などの衰えは、避けて通ることはできません。
自分自身に生じつつある体の変化を自覚し、これを十分に
補うことのできる余裕のある行動と、慎重な運転を心がけ
ることが大切です。
　１. ブレーキとアクセルの踏み間違い
　２. 一時停止違反
　３. 高速道路での逆走

交通安全　高齢者向け

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■18分　■2021年　■〔C#3520〕
★全日本交通安全協会推薦

日
にち

々
にち

是
これ

安
あん

全
ぜん

 加齢による変化と上手に付き合う
〜高齢ドライバー向け交通安全ケーススタディ〜

最新作
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人
権
啓
発

社会教育　人権啓発

職場の人権

お互いを活かし合うための人権シリーズ③
今そこにいる人と、しっかり出会う
ー同和問題ー

この教材では、同和問題への理解を深めていただくととも
に、同和問題をモチーフに、人と人がしっかり出会い、差
別とどう向き合っていくかのヒントになるよう構成しまし
た。ドラマ形式で描いていますので、登場人物の気持ちに
寄り添って視聴することができます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■24分　■2020年　■〔C#2574〕

職場の人権

お互いを活かし合うための人権シリーズ④
「違い」を「力」にするために

ー職場のコミュニケーションのヒントー

お互いの「違い」を理解するという段階から、「違い」をプ
ラスにして、積極的に新しい価値に転換する時代になって
います。この教材では、「違い」を新しく「力」にしていく
ために、どんなコミュニケーションのあり方でそれを実現
していけるのか、事例をとりあげながら考えます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■26分　■2020年　■〔C#3290〕

職場の人権

お互いを活かし合うための人権シリーズ①

多 様 性 入 門

この教材では、多様性とは、ある集団が多様な人を受け入
れるという認識ではなく、集団に属する全ての個人が、そ
れぞれに個性を持ち、それぞれの違いをお互い認め、活か
し合うことだということをテーマに据えています。このテー
マについて、身近で誰もが経験しうる事例を丁寧に解説す
ることで、多様性尊重への入門編となるよう制作しました。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■27分　■2019年　■〔C#3257〕

職場の人権

お互いを活かし合うための人権シリーズ②
ハラスメント・しない、させないための双方向コミュニケーション

自分にも思い込みや偏見があるかもしれないことを自覚し、
互いのズレを修正していく双方向のコミュニケーションが、
ハラスメント防止の重要なポイントになるという視点のも
と、ハラスメントの入り込む余地を与えない、新しいコミュ
ニケーションの形を提案します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■26分　■2019年　■〔C#3513〕

職場の人権

お互いを活かし合うための人権シリーズ⑤
ハラスメント対峙（退治）・心の視野をひろげて

個々への気づきを持って相手と柔軟に向き合い、ハラスメン
トを回避していく術とはどのようなものでしょうか? この教
材では、そんなお互いのコミュニケーションのあり方を〝心
の視野をひろげる〟と呼んで、働く場でハラスメントを生まな
いため、対峙(退治)するための新しいヒントを、さまざまなグ
レーゾーン事例からご紹介していきます。

最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート（ダウンロード版）あり
■27分　■2021年　■〔C#3516〕

職場の人権

お互いを活かし合うための人権シリーズ⑥
小さな歩みを見つけよう
〜職場の人権 気づきポイント集〜

このドラマの中では、人権啓発室のメンバーが社内外の取
材をもとに8つの再現ドラマを作り、社内特設サイトで公開。
社内のチャットツールを通して集まった感想コメントを受け
て、多様な人権への気づきを探していきます。職場での働き
方がますます多様になってきている今、〝仲間とともに自分ら
しく働く〟ために、この教材がヒントになれば幸いです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート（ダウンロード版）あり
■24分　■2021年　■〔C#3300〕

最新作
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社会教育 人権啓発

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ①
そんなの気にしない ̶ 同和問題 ̶

自分が同和地区出身であることを親友に明かしたときに
返ってきた、「そんなの気にしない」という言葉。「気にしな
い」という言葉の底には、そのことをマイナスに見る意識がな
いでしょうか。私たちが普段なにげなく使う言葉や態度の中
には、相手を傷つけるものがあるかもしれません。そして、壁
を乗り越えるのは、相手を信じる力だということを伝えます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■17分　■2016年　■〔C#3204〕

ハラスメントを防ぐためには、十分なコミュニケーション
をとると同時に、相手が言いにくい立場にいる場合は、相
手の心を推し量り、思いを聞いてみることが大切です。こ
の作品では、職場におけるコミュニケーションの重要性を

「コール＆レスポンス」というキーワードに仮託して考えて
いきます。

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ③
コール＆レスポンス ̶ ハラスメント ̶

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■24分　■2017年　■〔C#2970〕

障害のある人がどんな場面で困っているのか、どんなバリ
アがあるのかなどの具体例を挙げ、それをどう取り除いて
いけばいいのかについて考えます。そして、障害のある人
からの発信の重要性も示し、障害者と共生していくための
方策について考える一助となるよう、制作しました。

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ⑤
お互いの本当が伝わる時 ̶ 障害者 ̶

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■24分　■2018年　■〔C#2730〕
★教育映像祭優秀作品賞

人権問題への対応は、時として企業の価値に大きく関わる
ため、人権尊重の考え方を積極的に企業方針に取り入れた
り、職場内で人権研修を行う企業も増えています。この作品
では、ハラスメントや差別的取り扱いなど、多くの日本企業
が直面する可能性が高いテーマを中心に取り上げ、共通す
る解決策として、「コミュニケーション」を提示しています。

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ⑥
わからないから、確かめ合う ̶ コミュニケーション̶

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■29分　■2018年　■〔C#3900〕

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ④
誰もがその人らしく ̶ LGBT̶

ＬＧＢＴの問題は、誰もが自分らしく生きることを考えてい
くうえで全ての人々に関わりがあります。ＬＧＢＴの人を別
のカテゴリーの人と見ずに、自分にも続く性のグラデーショ
ンの中で、たまたまその位置にいる人々というふうに客観
視できれば、ＬＧＢＴの人たちへの見方もひろがり、誰もが
生きやすい社会をつくる一歩になるのではないでしょうか。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■20分　■2017年　■〔C#3256〕
★教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ②
ウエルカム！ ̶ 外国人の人権 ̶

日本で暮らし働く外国人が増えています。外国人と働く
には、多様性を尊重し、その文化を受け入れると同時に、
私たち日本の文化や習慣も尊重してもらうことが必要です。
この作品は、企業の広報担当者を主人公に、異文化の壁
をむしろ扉としてとらえ、開いていくことを描いた教材です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■16分　■2016年　■〔C#2616〕
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人権啓発社会教育

一見、コミュニケーションが良好に見える職場にも、ハラ
スメントの落とし穴はひそんでいます。もしかしたら、普段
の何気ない言動が、知らぬ間にハラスメントになっている
かもしれません。様々な事例をもとに、それぞれの立場の
考え方や、気づきのポイントを示し、職場でのコミュニケー
ションのあり方を考えていきます。

職場の人権

ハラスメントを生まないコミュニケーション
グレーゾーン事例から考える

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■25分　■2018年　■〔C#3442〕

現代企業において、周囲が気づきやすいパワハラやセクハラ
は減ってきているかもしれません。しかし多様化する職場や
人間関係の中で、ちょっとしたコミュニケーションの不和に
よって様々なハラスメントの芽は発生しているのです。どこの
企業でもありそうなショートドラマを通じて、多様性を尊重
したコミュニケーションとは何かを考えるドラマ教材です。

職場の人権

多様性を尊重した職場のコミュニケーションと人権Ⅰ
ハラスメントを生まないために

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオ付き
■25分　■2015年　■〔C#3254〕
★教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

人権啓発は企業にどんな力をもたらすのか

いま、企業は利潤追求という価値観だけではなく、社会に
とって責任ある存在であるという立場が求められています。
そのために、企業内で人権啓発の必要性が高まっています。
この作品では、企業に働く人が人権の視点を取り入れて仕
事に関わっていくことが企業にどんな力をもたらすかという
ことを、ドラマ形式で事例をとりあげながら考えていきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■25分　■2017年　■〔C#3139〕

職場の多様化が進む現代社会。企業で働くメンバーが相手
の“多様性”（個）に目を向け、それを尊重するコミュニケー
ションをとることが必要となってきています。相手の価値観
や想いに目を向け、意識することで、円滑で働きがいのある
職場になるのです。企業の多様化が原因で発生する人権課
題とその解決のヒントを分かりやすく描くドラマ教材です。

職場の人権

多様性を尊重した職場のコミュニケーションと人権Ⅱ
個に向き合い、伝え合う

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオ付き
■25分　■2015年　■〔C#3255〕

日頃の言動から考える 職場のハラスメント

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート（ダウンロード版）あり
■29分　■2021年　■〔C#3521〕

職場において、日頃の何気ない言動がハラスメントにつながることがあ
ります。誰もがハラスメントの被害者にも加害者にもなり得るのです。
ハラスメントを防ぐためには、どのようなことを意識すれば良いのでしょ
うか。
職場で起こりがちなハラスメントやそのグレーゾーンについて、様々な
事例をもとに考え方のポイントを解説し、ハラスメントが起こりにくい職
場環境作りについて自分事として考えることができる教材です。

監修：成蹊大学法学部 教授　原昌登

職場の人権

最新作
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社会教育 人権啓発

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオをデータ収録
■25分　■2014年　■〔C#3137〕
★教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

新・人権入門

職場でありがちな人権的なトラブルシーンを１６話のショー
トドラマとして再現。視聴者とドラマの出演者が共に学び、
悩み、考えることのできる教材です。
・パワハラ　・セクハラ　・女性活躍推進
・障害者への配慮　・外国人との共生　・表現と人権
・自他尊重コミュニケーション　・ＬＧＢＴ
・多様性尊重トレーニング　・同和問題　など

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書付き
■28分　■2012年　■〔C#3133〕
★教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

職場の日常から考えるパワーハラスメント

「職場のパワーハラスメントについては業務上の指導と線
引きが難しい｣ との声があります。また上司からだけでな
く同僚間や部下から上司への嫌がらせもパワハラに該当す
る可能性があります。本作品では様々なケースをドラマで
描くことで、パワハラについて問題提起していきます。

職場の人権

なぜ企業に人権啓発が必要なのか

企業にとっての人権啓発とは何なのでしょうか？ 人権啓発
を考えるためのヒントを、企業を舞台に日常の会社生活の
一コマを切り取ったドラマとして構成しました。
・話せる関係　　　　・イヤなことはそれぞれ違う
・障害者と自然に　　・外国人に学ぶ
・性の垣根を越えて　・適性と能力のみで採用されたい

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書・ワークシート付き
■22分　■2014年　■〔C#3410〕
★教育映像祭優秀作品賞

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書付き
■23分　■2013年　■〔C#3135〕

働きやすい職場環境をつくるには、社員それぞれがお互い
の立場を理解し尊重しあい、適切にコミュニケーションを
とっていくことが大切です。職場の身近なコミュニケーショ
ン不全がハラスメントの問題につながっていくことをドラマ
形式でわかりやすく伝え、どうすれば健全な職場環境を育
てることができるか皆で考えていくための教材です。
　■上司⇄部下　■女性⇄男性

職場の人権

自他尊重のコミュニケーションと職場の人権１
ハラスメントの視点から

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書付き
■23分　■2013年　■〔C#3136〕

職場で体験しがちな身近なエピソードを４つ取り上げ、お互
いを尊重するコミュニケーションの大切さを考えていく教材
です。
■「好意が重すぎるぅ！」 
■「理系って冷たい？」
■「年上の部下、年下の上司」
■「ワーク・ライフ・バランス」

職場の人権

自他尊重のコミュニケーションと職場の人権２
相手の立場で考える

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書付き
■28分＋付録　■2011年　■〔C#3201〕
★教育映像祭優秀作品賞

職場では多様な人々が働き、年代・役職・家庭環境など社会
的立場も様々です。それぞれの立場ゆえにすれ違うこともあ
りますが、相手の気持ちを考えることで乗り越えていき、多
様な仲間を受け容れていく過程をドラマで描きます。

職場の人権

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
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■25分　■2019年　■〔C#2973〕

公正な採用選考

なぜ公正採用選考は基本なのか

ある企業を舞台に、人事部の採用担当者たちがさまざま
な部署を訪ね、採用選考のための面接のロールプレイを
重ねることを描いた作品です。さまざまな部署の多様な
意見を受け止め、応募者が質問を受けたときどう感じるの
か。不適切な質問とはどういうもので、なぜ不適切なのか。
また、逆に適切な質問とはどのようなものか。そして、そ
もそも、なぜ公正な採用選考は基本なのかということに
向き合っていく内容です。

公正な採用選考

公正な採用選考が企業にもたらすもの

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■25分　■2018年　■〔C#2992〕

予断や偏見により採用担当者が合否の判断を誤ると、かけ
がえのない人材を永久に失ってしまいます。また採用選考
時に応募者の人権をないがしろにすれば、その情報が広く
伝播し、会社そのものの信頼を失いかねません。このＤＶ
Ｄでは、公正な採用選考の意義や、公正さをいかに守って
いくかなどについて、具体的な事例をふんだんに盛り込み、
企業の採用担当者の目線でわかりやすく描くものです。

フェアな会社で働きたい
公正な採用選考

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■25分　■2015年　■〔C#3539〕

企業が様々なステークホルダーの人権を尊重することは、
現代の企業にとって必須のことであり、またそのための社
員教育も重要になっています。しかし、社員が人権啓発に
ついて具体的に自分のこととしてとらえるのは、難しいこと
でもあります。このＤＶＤでは、人事部の新入社員の体験
をドラマにして、公正な採用選考をはじめとする企業におけ
る人権のあり方について学ぶ教材として制作しました。

“尊重する”から始めよう
〜公正採用選考の基本を学ぶ〜

公正な採用選考

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■29分　■2017年　■〔C#3205〕

いま、企業は利潤追求だけでなく、社会にとって責任ある
存在であることが求められています。そのものさしとなるの
が企業の採用選考活動です。採用選考は短い期間ですが、
その一瞬の間に会社と応募者双方の将来がかかっていま
す。この作品では、採用選考に関わる事例を短く取り上げ、
公正な採用選考の基本的な考え方と、その原点である同
和問題と人権尊重のこころを学びます。

想いの架け橋になる
公正な採用選考のために

公正な採用選考

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■28分　■2022年　■〔C#2731〕

採用選考は、応募者と企業の想いを結ぶ〝架け橋〟と言えま
す。両者をつなぐ採用選考の場においては、応募者の人権
を尊重し、広く門戸を開くことが大切です。また、適性と能力
をはかる適切な評価基準をつくることも重要です。この作品
は、人事部に配属された新入社員が、上司のあたたかい指
導を受け、同期入社社員と心の交流をしながら、人事部員と
して採用選考の基本を身に着けていく成長の物語です。

最新作 出会いを豊かなものに
ー公正さでのぞむ採用選考ー

公正な採用選考

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き　■30分　■2021年
■〔C#3346〕　★教育映像祭優秀作品賞

採用選考を、企業と応募者、双方にとっての豊かな出会いの
場とするためには、予断と偏見にとらわれず、応募者の基本
的人権を尊重することが重要です。この作品では、ある架空
の企業を舞台に、グループ各社の人事担当者が集まり、より
良い採用選考のあり方を考えるという設定で物語が進行し
ます。登場人物は、立場や知識の異なる多様な担当者たち。
視聴する方が、自分に置き換えて考えることができます。

最新作
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シェアしてみたらわかったこと

■DVD 20,000円（税込 22,000円）
■字幕・副音声版付き／活用の手引付き
■46分　■2020年　■〔C#6526〕
★教育映像祭最優秀作品賞

東京のどこかにあるシェアハウス。ここには、年齢も社会的立
場も異なる人たちが、同じ屋根の下暮らしている。就職のた
め上京しシェアハウスにやってきた主人公、藤木未来。個性
的な住民たちとの交流を通して、未来は成長していきます。

【収録テーマ】
●外国人に関する人権　●性自認や性的指向に関する人権
●外から見えにくい障害のある人の人権　●災害時の人権

さまざまなテーマから考える人権

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■26分　■2021年　■〔C#3945〕

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染への不安から、感染し
た方への誹謗・中傷や、特定の職業につく人々への不当な差別などの、
いわゆる「コロナ差別」が問題となっており、各自治体でコロナ差別
解消に向けた様々な取り組みが行われています。本作品は、「コロナ差
別」の特徴と、差別や偏見がなぜ生まれるのか、そしてどのように向
き合っていけば良いのかを学べる、ドラマ形式の人権啓発教材です。

〔あらすじ〕新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中、橘
家の理人、智恵、娘の杏里の三人は、身近に感染者が出ていないこ
ともあって危機意識も徐々に薄れていき、どこか他人事のように考え
ていた。ところがある日、杏里の同級生の一家が感染して…。

さまざまなテーマから考える人権

私たち一人ひとりができること
〜当事者意識をもって考えるコロナ差別〜

最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■20分　■2021年　■〔C#2618〕

ネットでの誹謗中傷やデマが、たいへん大きな問題となっています。ネッ
ト上の誹謗中傷により、命まで落とす人もいますし、社会的にたいへ
ん大きなダメージをうけることもあります。
この作品では、根拠のない誹謗中傷により、20 年以上にもわたって大
きな被害を受け、現在にいたるまで誹謗中傷を受け続けながらも、誹
謗中傷と闘い、乗り越えていく経験をお持ちのスマイリーキクチさんに
出演いただき、ネットの誹謗中傷の現実と対策、そして人権的な課題
について、実際の事例をもとに考えていきます。
出演・協力：スマイリーキクチ

さまざまなテーマから考える人権

いわれなき誹謗中傷との闘い
スマイリーキクチと考える インターネットにおける人権

最新作

Voice!!!　人権の教室

■DVD 20,000円（税込 22,000円）
■字幕・副音声版付き／活用の手引付き
■38分　■2018年　■〔C#7271〕
★教育映像祭優秀作品賞

舞台は、休日の学校で開かれる「人権の教室」。招待状で
招かれた 3 人の中学生・高校生が「声」を手掛かりに、
3 つの人権のテーマについて学んでいきます。
出演：小林星蘭、岩崎恭子ほか
●声援＜オリンピック・パラリンピックと人権＞
●発信＜北朝鮮による拉致問題＞
●歌声＜子供の人権（いじめ問題）＞

さまざまなテーマから考える人権
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■21分　■2019年　■〔C#7499〕

外見からはわからない障害や病気を抱えながら日常生活を
送っている人は多くいます。この作品では２人の難病患者
さんと、てんかんと発達障害をもつ大学生を取材しました。
どんな場面で困っているのか、どんな配慮が求められてい
るのか。外見からはわからない障害や病気を抱える人の話
を通じて、私たちにできる配慮を共に考えてゆく内容です。

さまざまなテーマから考える人権

知りたいあなたのこと
外見からはわからない障害・病気を抱える人

知りたいあなたのこと
視覚障がい者の生活・気持ち

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■22分　■2021年　■〔C#7499〕

私たちの身の回りには、視覚に障がいを抱えながら暮らして
いる人がいます。点字ブロックや白杖などを利用して、一見
自立した生活を送っているように見えますが、周囲の理解
や配慮が乏しく、困ったり、危険を感じることもあるといいま
す。この作品は、視覚に障がいのある人への取材を通じて、
私たちにできる配慮を共に考えてゆく内容です。

さまざまなテーマから考える人権

最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■21分　■2022年　■〔C#7499〕

私たちは、「音のない世界」を一体どこまで想像できているのでしょうか？
耳の聞こえない・聞こえにくい方々は、人知れず不安や困りごとを抱えな
がら生活を送っています。ですが、彼らは障がいを持っていることが周囲
から分かりにくいため、困っていても周囲にはなかなか伝わりません。
この作品では、1人の難聴の方を中心に取材しました。彼らは、一体どん
な場面で困っているのか？ どんな配慮が求められているのか？
この作品は、聴覚に障がいを持つ方々の話を通じて、私たちにできる配
慮を共に考えてゆく内容です。

さまざまなテーマから考える人権

最新作
知りたいあなたのこと ３
きこえない人の生活・気持ち

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■全編視聴と、前編「問題提起」・後編「解決へ向けて」（各10分程度）の
　視聴が選べます
■23分　■2021年　■〔C#7499〕

新型コロナ感染は、感染者、その家族・親族や、病院関係者
への誹謗中傷・差別を生みました。単身・シングルマザー世
帯などすでに経済的に逼迫していた人々に加え、学生・一般
世帯の人々をも厳しい生活状況へ追い込んでいます。本作
品は、急激に姿を変える社会の現実を通じ、差別やいじめの
ない社会とは何かを語り合う作品です。

さまざまなテーマから考える人権

君が笑っていた
ソーシャルディスタンスの罠

最新作 一瞬の雨

非正規雇用の単身世帯、母子家庭、学生の生活苦は、コロナ
感染拡大によって、厳しさを増しました。しかし、生活保護申
請を始め、公的支援や民間支援団体へ救済の声を上げるこ
とをためらう人たちは少なくありません。救済を求めること
への抵抗や恥ずかしさをつくっているものは何なのかをみつ
め、だれもはじき出さない社会をつくるために、いま私たちに
何が求められているのかを改めて問い直すドラマ作品です。

さまざまなテーマから考える人権

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■28分　■2022年　■〔C#7499〕

最新作
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いじめは学校だけの問題。私たちはどこ
かでそう思い込んでいないでしょうか。本
作品は、いじめを学校・家庭・地域・社会
全体の課題として見つめ直し、いじめ体
験がある、いじめをよく知る大人たちが、
児童・生徒・いじめを抱える子どもたちへ、
いじめ回復の道筋を提言するものです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■17分　■2017年　■〔C#7499〕

さまざまなテーマから考える人権

いじめ回復マニュアル
ー大人たちから君たちへー

町の路地にたたずむこの小さなカフェに
は、いろんな人が訪れ、駿と桜が出迎え
ます。ここは、ココロ まじわる ヨリドコロ。
ようこそわっかカフェへ。

【収録テーマ】
●インターネットによる人権侵害
●高齢者の人権　●外国人の人権

■DVD 20,000円（税込 22,000円）
■字幕・副音声版付き／活用の手引付き
■35分　■2016年　■〔C#7469〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

さまざまなテーマから考える人権

わっかカフェへようこそ
〜ココロ まじわる ヨリドコロ〜

障がい者は自分とは違う世界の人…。理解
しにくい相手を恐れ、排除してしまう…。
そんな「心のバリア」をあなたも感じたこ
とはないですか？ 相手に向かって一歩踏
み出すことで、必ず壁には穴があき、そ
こから新しい景色が見える…。そんな三
つの実例を追いかけました。

さまざまなテーマから考える人権

障がいを越えて

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■30分　■2016年　■〔C#3138〕

さまざまなテーマから考える人権

高齢化の進む現代社会において、介護は、
多くの人にとって避けて通れない問題と
なっています。弱い立場の高齢者を心なら
ずも虐待してしまうことは、誰にでも起こり
得ます。認知症の親の介護をする２つの事
例をドラマで描き、虐待を未然に防ぐには
どうすれば良いかを考えていきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■28分　■2015年　■〔C#3541〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

防ごう 高齢者虐待
日常の介護から考える

さまざまなテーマから考える人権

虐待は暴力行為ばかりを指すのではなく、
不適切な子育てを繰り返せば虐待になり
得ます。虐待の芽は日常生活の中に潜み、
誰もが虐待の当事者になる可能性がある
とも言えます。そうした観点に基づき、ドラ
マと専門家の解説を通して、虐待を防ぐた
めに私たちができることを描いていきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■25分　■2015年　■〔C#3540〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

防ごう 子どもの虐待
日常の子育てから考える

さまざまなテーマから考える人権

認知症と向き合う

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説シート付き ■30分 ■2016年 ■〔C#3397〕
★文部科学省特別選定・公益社団法人認知症の人と家族の会推薦
　教育映像祭最優秀作品賞

認知症によくみられる症状、認知症の人の
思いと家族の気持ちの変化、症状の理解、
介護者の交流の大切さなどを描いたドラマ
教材です。認知症について正しい知識を持
ち、認知症の人の視点に立って認知症への
理解を深めることを目的としています。

いのちに寄り添う
〜ターミナルケアと人権〜

さまざまなテーマから考える人権

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／研修用解説書データ収録
■35分　■2017年　■〔C#2573〕
★教育映像祭優秀作品賞

もしも、あなたの身近な人が、重い病になっ
たとしたら？ このビデオでは二組の「いの
ちに寄り添う」人々に密着取材しました。
２人に１人が、がんになる時代。現代日本
に生きる全ての人々が考えるべき、命のド
キュメンタリー教材です。

ラジオ局で番組パーソナリティを務める
サヤカの元には、今夜もリスナーから相
談の便りが届く。現代社会に悩む様々な
人々が番組を軸に心を通わせ、明日へと
つながる一歩を見つけていくドラマ教材。　
出演：秋元才加　ほか

■DVD 20,000円（税込 22,000円）
■字幕・副音声版付き／活用の手引付き
■34分　■2014年　■〔C#6080〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

さまざまなテーマから考える人権

i
　 　 イ マ ジ ネ ー シ ョ ン 　 　

magination　想う つながる 一歩ふみだす

性の多様性と LGBTQ+（仮題）

「性のあり方」はとても多様で、すべての人々に関わりがあ
るものです。本作品は、「性のあり方」についての基礎知
識をわかりやすく解説しながら、典型的でない性のあり方
の人たちへのインタビューを通して、様々な性自認があるこ
とや、性的マイノリティを取り巻く実状についても伝えます。
性のあり方について理解を深めることで、多様性を尊重し
た誰もが過ごしやすい社会について考えていくことができる
教材です。

監修：一般社団法人 fair

さまざまなテーマから考える人権

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■約25分　■〔C#1103〕
■2022年5月発売予定

最新作
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夕 焼 け

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■35分　■2021年　■〔C#7388〕

主人公・瑠依は、幼い弟の世話や家事に追われる生活にしんどさを感じ
つつも「家族のことは家族でするのが当たり前」という思い込みから、気
持ちを押し殺して生活しているヤングケアラーです。しかし、元ケアラー
の灯との交流によって、自分の状況や本当の気持ちについて見つめ直
し、将来に向き合うための一歩を踏み出します。
この作品では、お互いを気にかけ、人と人がつながっていくことが、ケア
ラーと家族が抱える問題解決の糸口になる様子を描きます。ケアは他人
事ではありません。だれもがケアする側にもケアされる側にもなります。
年齢属性を問わず、共に助け合える『だれもが人権尊重される社会』の
実現をめざすことを目的として制作された人権啓発ドラマです。

人権啓発ドラマ

最新作

珠美は、新しく職場に来たフィリピン人のミランダに対し、
様々な「違い」を「壁」だと捉え、面倒な存在だと感じてしまい
ます。しかし、自分とは異なる文化や考え方を持つミランダと
の対立や交流を通し、珠美は新たな視点に気づかされ、「違
い」は様々な問題解決の糸口になることを学んでいきます。

「SＮS時代における外国人の人権」をテーマにしたドラマです。

人権啓発ドラマ

サラーマット 〜あなたの言葉で〜

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■36分　■2019年　■〔C#6522〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

いじめ 一歩ふみ出す勇気

いじめの傍観者だった中学生の主人公が葛藤し、仲間と一
緒にいじめの被害者を救っていこうとするストーリーを通し
て、いじめ解決のために一歩ふみ出すことの大切さを伝えま
す。被害者・加害者・傍観者それぞれの立場に自分を置き換
えて視聴することで、自分がその人物ならどうするか考え、よ
り良い行動をとる力をつけていくことをねらいとしています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■19分　■2018年　■〔C#0117〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

いじめ 心の声に気づく力

小学校中・高学年向けの、いじめ防止教材ドラマです。一見
ふざけ合いや遊びに見える行為も、相手が苦痛を感じてい
ればいじめです。ドラマに登場するいじめの被害者・加害者・
傍観者の立場に自分を置き換えて視聴することで、いじめを
受けたクラスメイトの本当の気持ちに気づく力を養い、解決
のために行動する意識を持つことをねらいとしています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■19分　■2018年　■〔C#0118〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

家庭からふりかえる人権
話せてよかった

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕･副音声版付き／解説書・ワークシート（ダウンロード版）あり
■27分　■2020年　■〔C#3514〕
★教育映像祭優秀作品賞・映文連アワード優秀企画賞

家庭の人間関係は、私たちの人権意識を育む基盤です。そ
こからふりかえることが、組織や社会における意識も見つ
め直すことにつながります。自分の中にある思い込みに気
付き、自分も相手も尊重する人間関係を築くために、職場
や家庭内で「人権」について話し合うきっかけとなるドラ
マ形式の作品です。

人権啓発ドラマ
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人権啓発ドラマ

あした 咲く

独身会社員の妹と専業主婦の姉。それぞれの立場ゆえの悩
みや葛藤を抱えています。姉妹での対立や、父との対話、そし
て地域の人々とのふれあいを通して、別の視点や価値観に
気づいていきます。幸せの形は十人十色。全ての人が「自分
の花」をイキイキと咲かせることのできる多様性尊重社会。
その実現をめざすきっかけとなる人権啓発ドラマです。

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■36分　■2017年　■〔C#6051〕
★教育映像祭優秀作品賞

風の匂い

スーパーマーケットで働く青年、歩と正人。歩には知的障害
がありますが、子どもの頃は共に遊び、共に学ぶ「大切な友
だち」でした。しかし、大人になった二人を隔てる健常者と障
害者という壁。二人の成長と職場での人間模様を通して、社
会的な課題でもある『合理的配慮』について、見る方々が自
分自身の問題として考えるきっかけとなるドラマ教材です。

人権啓発ドラマ

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■34分　■2016年　■〔C#6231〕
★教育映像祭優秀作品賞

聲
こ え

の形
かたち

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／授業ですぐ使えるワークシート付き
■30分　■2015年　■〔C#0650〕
★教育映像祭優秀作品賞

「あの時、アイツの声が聞こえていれば…」
将也のクラスに転校してきた硝子 ( しょうこ ) は聴覚障害者
だが、筆談ノートで積極的に皆に語りかける。当初は好意
的に受け入れていた将也やクラスメイト達だったが、硝子
が原因で授業が止まったり、筆談ノートの煩わしさに徐々
にストレスを感じていく…。
監修：一般財団法人 全日本ろうあ連盟

人権啓発ドラマ

ここから歩き始める

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■34分　■2015年　■〔C#6451〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

「認知症を共に生きる」をテーマに、高齢者問題を人の幸
せと尊厳を守るという人権の視点から捉えます。認知症の
親を持つ主人公とその家族の中で繰り広げられる介護をめ
ぐる葛藤ときずなの紡ぎなおしを描くことで、高齢者が人
間として誇りを持って生きていく上で大切なことについて、
家族や地域の視点を通して考えるきっかけとなるドラマ教
材です。 出演：金子昇・大出俊 ほか

人権啓発ドラマ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書・ワークシート付き
■31分　■2014年　■〔C#2822〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

福沢聡の最近の悩みは、一流企業を辞めてフリーターをし
ている息子のこと。そんな聡は、ある日、元部下の麻衣子
から自身が性同一性障害であり、周囲に公表すべきか悩ん
でいると相談される。「家庭も社会も十人十色。いろんな
人がいて成り立つカラフルな人生とは？」。人権を身近な問
題として意識し、家族で話題にできるドラマ教材です。

人権啓発ドラマ

家庭の中の人権　カラフル

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■33分　■2018年　■〔C#6321〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞
　映文連アワード優秀作品賞（準グランプリ）

人権啓発ドラマ

君が、いるから

母親からの心理的虐待に悩む「奏」。生き方を制限され、自
己肯定感の低い彼女も、コンビニエンスストアでの「ほんの
小さな冒険」をきっかけに少しずつ変わっていきます。彼女
は、そこで出会う人 と々のふれあいを通して新たな価値観に
気づいていきます。ともに心を通わせ、信頼することの先に、

「希望」と「幸せ」があることを奏の成長を通して描きます。
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震災で母を失い、出稼ぎに出た父に代わ
り親族に引き取られた俊太と仁美。ある
日、仁美は母に会ったと言い出す。二人
は母を求めて家出。そこで出会うおじさ
ん、おばさん、亡くなった母。あの海で
二人が出会ったのは…。子どもの心の傷
の回復に何が必要かを考えます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■30分　■2014年　■〔C#7499〕

人権啓発ドラマ

みんな生きている

近年、社会から孤立する人が増え、孤独
死などが大きな社会問題になっています。

「無縁社会」の中で、地域で起こる身近な
人権問題に対し主体的に行動し、新たな
地域のつながりを結んでいくことの大切
さを実感してもらうためのドラマです。
出演：矢柴俊博・伊藤かずえ・草村礼子

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■34分　■2014年　■〔C#7208〕
★文部科学省選定

人権啓発ドラマ

ヒーロー
｢インターネット時代における同和問題｣
がテーマ。主人公はごく普通の若い女性。
彼女の結婚話を中心に、恋人や友人、家
族などとの関わりを通して、ネット上の情
報だけではなく、実際に人とふれあう中で
お互いを正しく知ることが、差別をなくし
ていくために重要であることを伝えます。

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■36分　■2014年　■〔C#6050〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

あなたに伝えたいこと

人権啓発ドラマ

家庭の中の人権
生まれ来る子へ

このドラマは家庭の中の人権に目を向け、
祖父母と孫夫婦の会話を通して身の回り
にある人権問題をクローズアップしていま
す。家庭の中で人権の尊さについて語り
あい、伝えていくことは、全ての『いのち』
を大切にすることでもあります。気づくこ
と、行動することの大切さを描きます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説書付き
■25分　■2013年　■〔C#2816〕
★文部科学省選定

多くの人権課題に共通するのは、私たち
の誤った考え方や思い込み、偏見という

「意識」です。誤解や偏見に気づき、人
と深く向き合うこと、他者の気持ちを我
が事として思うこと。全ての人権課題を自
分に関わることとして捉え、日常の行動
につなげてもらえるドラマです。

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■36分　■2012年　■〔C#7292〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

ほんとの空

クラスの大多数を占めるであろう傍観者
がいかにして“いじめの構図”を崩せるか
という視点を中心に、クラス全体で話し
合うために活用いただけるドラマ形式の
教材です。
原案：ホームページ「いじめと戦おう！～対策と克服法～」
監修：玉聞伸啓（ホームページ「いじめと戦おう！」管理人）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書付き
■21分　■2012年　■〔C#2614〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発ドラマ

小学生篇 いじめと戦おう！
私たちにできること

人気サイト「いじめと戦おう！」に寄せら
れたいじめ経験者の生の声を元に、現代
の中学生を襲ういじめのメカニズム・なく
すためのヒントを描いたドラマ作品です。
鑑賞した生徒が登場人物たちの立場を自
分の身に置き換えて考える事ができます。
原案・監修：同左

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書付き
■23分　■2012年　■〔C#2615〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

中学生篇 いじめと戦おう！
もしもあの日に戻れたら

地域の人たちと触れ合っていく小学校 2
年生の桃香と、娘を見守る両親の姿を描
きながら、ともすれば見失いがちな、人
と人とが寄り添い、共に生きる温かな世
界とは何かについて語りかけていきます。
出演：星奈優里 ほか

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■36分　■2011年　■〔C#7375〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

桃香の自由帳
派遣切りにあい失業中の青年が、様々な
人との交流を通して「いのちのきずな」に
気づいていくドラマ。児童虐待の問題も
とりいれながら、互いの人権を尊重する
ことが、生きることの素晴らしさにつなが
ることを訴えていきます。
出演：辻本祐樹・東てる美 ほか

■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き
■36分　■2010年　■〔C#6359〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞・人権啓発資料法務大臣表彰優秀賞

人権啓発ドラマ

クリームパン

発達障害のある人の生きづらさや痛みを
真摯に伝えるとともに、「違い」が生み出
すプラスのエネルギーを美しく群生する
コスモスの花々と重ね、「ともに生きるこ
との喜び」を伝えるための教材として制
作しました。
出演：平山あや・大野拓朗・石橋蓮司

人権啓発ドラマ

秋
コスモス

桜の咲く日

■DVD 70,000円（税込 77,000円）
 ㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕・副音声版付き　■34分　■2014年　■〔C#6466〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞



㊫＝学校特別価格　●諸般の事情で価格を改訂する場合があります

30

人
権
啓
発

社会教育 人権啓発

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■13分　■2017年　■〔C#2111〕

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクターたち。
時には、それぞれの違いが原因で相手を傷つけたり、自
分なんてダメなんだと悩んだりもします。でも、誰でも苦
手なこともあれば、得意なこともあります。大切なのはお
互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやること。そして
仲間と助け合っていくこと。そんなことを、子供たちが楽
しく学んでいけるアニメーション作品です。

むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

人権啓発アニメーション

小学 5 年生の希望（のぞむ）と岳（がく）
と、近所の美代おばあさんとの交流を描
きながら、子どもの人権や、地域で育む
人権文化に目を向け、また次代に語り継
ぐものとして「戦争と平和」についても描
いています。

■DVD 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕版付き
■42分　■2010年　■〔C#7288〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発アニメーション

ボクとガク
あの夏のものがたり

念願のケータイを買ってもらった優衣。
だが優衣の友達の夏希が学校裏サイトに
書き込まれ、擁護した優衣に悪意の矛先
が向けられた。担任の青島、両親と夏希
は優衣のために動き出す。ネット社会に
おける人権問題の根底にあるものは何か、
感動的なアニメーションで描き出します。　

■DVD 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕版付き
■40分　■2009年　■〔C#6463〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発アニメーション

声を聞かせて

人は誰しも心の中に四季を持っています。
家族や地域から孤立したり、支援や見守
りが必要な人は、「心の冬」を感じてい
るのかもしれません。それぞれの事情や
過去を抱えた登場人物の交流を描きなが
ら、お互いが支え合い、温かく見守りあ
う地域社会の大切さを語りかけます。

■DVD 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕・副音声版付き
■40分　■2011年　■〔C#6785〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発アニメーション

探
たんばい

梅　春、 遠からじ

この作品では、大学生たちの悩みと学びを通して「正しい
理解」「多様性の受容と尊重」の大切さを描きます。大学
生の朝陽の父が若年性認知症と診断されます。また朝陽
にはトランスジェンダーの幼馴染との交流もあります。そ
んななか、担当教官の指導の下、新しく友人になった朝陽
と優海は、同和問題について深く学びをすすめることにな
ります。登場人物の成長と共に、誰もが人権を尊重される
社会について、考えていただくための教材です。

人権啓発アニメーション

光射す空へ

■DVD 70,000円（税込 77,000円）
 ㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕・副音声版付き　■2016年　■〔C#7181〕
■本編32分　解説編「若年性認知症」4分／「同和問題」5分／「LGBT」5分
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

友だちを泣かせてしまい「ココロを入れかえなさい」と先
生にしかられた小学３年生のひろき。教室をとびだし、長
い廊下を走った末に、迷って入りこんでしまったのは「ココ
ロ屋」＝ウツロイ博士が作り出した、いろいろなココロが
並んでいる店だった…。「ココロ」をテーマに、自分とは何
かを考えさせる、道徳教材として好適のアニメーションで
す。
原作：ココロ屋
　作：梨屋アリエ　絵：菅野由貴子（文研出版刊）

人権啓発アニメーション

ココロ屋

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■ワークシート付き　■25分　■2014年　■〔C#2969〕
★教育映像祭優秀作品賞

いじめやコンプレックスなど大切なテーマをねず
みくんと一緒に学べる楽しいアニメーション。一
人一人が大切な存在であること、共に生きてい
ることを感じられることを願って制作しました。
原作：作・なかえよしを
　　　絵・上野紀子（ポプラ社刊）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2008年　■〔C#3420〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発アニメーション

ねずみくんのきもち
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人権の歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史

監修：市民のための人権大学院／じんけん SCHOLA 共同代表　上杉聰
　　　京都教育大学 名誉教授・鳥取環境大学 名誉教授　外川正明

■ 解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版と中学生以上版を同時収録

新しい研究の成果と教科書記述の変化をふまえ、新たに見
いだされた豊かな史料を積極的に活用して、映像化するこ
とで、教科書に基づいて授業を進める場合の補助教材、あ
るいは社会啓発を深める場合の学習教材として作成しまし
た。とくに、若い世代の先生や担当の方々が、初めて「人権
の歴史」を取り上げる場合、その基礎理解にも役立つよう
工夫しました。さらに授業実践や啓発を深めるための参考
資料も、文字データとしてできるだけ多く添付しました。

第６巻 日本国憲法と部落差別

第７巻 水平社を立ちあげた人々
　　　　ー人間は尊敬すべきものだー

日本の人権の歴史を大きく変えた水平社
創立の背景や、創立大会の様子、そこに
参加した人々の想いを、現地や関係者を
訪ねて取材し、明らかにしました。自分
たちの力で差別をなくそうと立ち上がった
人々の姿から学ぶことにより、いま何をな
すべきか問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,180円（税込 19,998円）
■字幕版付き　■小学生版17分／中学生以上版17分
■2020年　■〔C#6631〕

第８巻 ひとと皮革（かわ）の歴史
「ひと」は、動物の「いのち」と深く関わっ
て生きてきました。ひとの歴史とは、他の

「いのち」と深くつながる歴史です。この
ＤＶＤでは、皮革製品の製造過程を取材
した貴重な映像を通して、部落差別の愚
かさや「いのち」の大切さを考えさせる教
材としました。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,180円（税込 19,998円）
■字幕版付き　■小学生版19分／中学生以上版19分
■2020年　■〔C#6632〕　★教育映像祭優秀作品賞

だれひとりとして「差別されない」と明記
された「日本国憲法」こそが真の「解放令」
であることを伝え、「差別を黙って見過ごし
てはならない」ことを、いま改めて憲法の
意義とともに問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版17分／中学生以上版17分
■2017年　■〔C#6630〕

第５巻 渋染一揆を闘いぬいた人々
江戸時代末期の岡山藩で起きた渋染一
揆。このＤＶＤでは地元の方々の協力を得
て現地を取材。原典資料を詳細に分析し、
渋染一揆の経過を丁寧に追いかけました。
人としての尊厳をかけ、知恵と力を合わせ
て闘った人々から、いま学ぶべきことは何
かを問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版18分／中学生以上版18分
■2017年　■〔C#6629〕

第３巻 近代医学の基礎を築いた人々
江戸時代末の日本で発展した近代医学。
その礎を築いたのは、科学的に物事を見
つめた医師たちと、差別された身分の人々
でした。歴史的事実を通し、人として正し
い見方・生き方とは何かを問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版17分／中学生以上版17分
■2015年　■〔C#6597〕

第１巻 東山文化を支えた「差別された人々」
銀閣寺や龍安寺の庭園などをつくったの
は、実は「河原者」であったという歴史
的事実。「河原者は差別を受けていたにも
かかわらず偉大な芸術家になった」という
事実を丁寧に描いた教材です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版16分／中学生以上版16分
■2014年　■〔C#6595〕　★教育映像祭優秀作品賞

第２巻 江戸時代の身分制度と差別された人々
中世に始まった全ての身分が、居住地や
税制、戸籍などで身分を固定され、江戸
時代に「制度化」されたことを分かりやす
く解説し、積極的に新しい図式を提示しま
した。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版15分／中学生以上版15分
■2014年　■〔C#6596〕

第４巻 明治維新と賤民廃止令
明治維新の契機となった闘いには、差別
されていた人々も立ち上がりました。しか
しその後の「解放令」と呼ばれてきた布
告に「差別からの解放」という意図がなかっ
たのはなぜか。新たな視点で問いかけま
す。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版18分／中学生以上版18分
■2015年　■〔C#6598〕
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第１巻
更池の語り部 30分／1998年

あした元気になあれ
第３巻

27分／2000年

生きた童話を届けたい
第26 巻

28分／2014年

出会いから学ぶ
第27 巻

29分／2015年

夢のために
第28 巻

28分／2015年

私は変わることができる
第29 巻

26分／2016年

ネット差別を許すな！
第32 巻

28分／2019年

12年後の決断
第33 巻

28分／2021年

差別を問うた20年／29の証言
第30 巻

30分／2016年

ありのまま生きる
第31 巻

24分／2017年

芸能と差別
第25 巻

23分／2014年

皮革(かわ) から見える部落問題
第24 巻

27分／2014年

歩(ふ) の歩み 80年
第23 巻

26分／2013年

心の窓を拓いて
第22 巻

30分／2013年

結婚差別 400事例
第21 巻

28分／2013年

52歳の立場宣言
第20 巻

26分／2012年

30分／2012年無知を許さず
第１8 巻

第１7 巻
仕事作りが私の仕事 25分／2011年

ドラゴン流 “人権とダンス ”
第１6 巻

30分／2011年

「恥ずかしい」のはどっちだ
番外編

27分／2018年

「いま、ここ」からの出発 （上巻・下巻）
番外編

29分・30分／2019年

つなぐ×なくす
番外編

25分／2020年

靴下の穴から未来が見えた （上巻・下巻）
番外編

27分・30分／2021年

夫婦で差別と闘います！
第１5 巻

30分／2010年

人権感覚を磨きませんか
第１4 巻

30分／2010年

母娘で問うた部落差別
第１3 巻

30分／2010年

若い力は今
第１２巻

30分／2009年

あすなろを生きる
第１１巻

27分／2009年

えびす舞に思いをのせて
第10巻

28分／2007年

私からはじまる人権
第９巻

27分／2007年

ぬくもりを感じて
第８巻

30分／2007年

人間の尊厳を求めて
第７巻

25分／2005年

差別っていったい何やねん
第６巻

30分／2004年

峠を越えて
第５巻

25分／2003年

人の世に熱と光を
第４巻

26分／2001年

第２巻
人の値うちを問う 25分／2000年

人権啓発教材

部落の心を伝えたいシリーズ ■DVD各巻 50,000円（税込 55,000円）
※第1巻のみ 30,000円（税込 33,000円）
■〔C#7499〕

さまざまなテーマから考える人権

岸本誠の 目からウロコのＬＧＢＴ基礎講座
パートナーズ婚を提唱する岸本牧師が結婚式を務めた 3500 組の中
には LGBT のカップルも。リアルな体験例をもとに、基礎から現状、
さらには「これから」を分かりやすく丁寧に解説します。いま求めら
れる最新・最適・最強の LGBT テキストです。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　■32分　■2017年　■〔C#7499〕

さまざまなテーマから考える人権

障がい者の働き方革命 日本初・大阪発の試み
雇用ではなく就労支援に特化した日本初の取り組みがスタートして
20年。以来、900人もの障がい者を就職に結びつけました。第一期
訓練生たちを今日まで長期取材。先見性に満ちた足跡から見えてくる

「障がい者と共に働く未来」とは…。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　■22分　■2020年　■〔C#7499〕

さまざまなテーマから考える人権

これが私の生きる道 〜仲岡しゅん〜
仲岡しゅん（34）、男性の戸籍をもちながら女性弁護士としてテレビやラ
ジオ、さらに年間100回を超える講演で全国を飛び回る。自身の体験や
弁護士経験を裏付けに偏見や差別の不合理をスカッとぶった切る。「皆
違って、皆いい」の本質を詳細に解説。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　■30分　■2019年　■〔C#7499〕

さまざまなテーマから考える人権

パパは女子高生だった！ 〜前田 良〜
女性から男性へ性別転換し、結婚、その後、二人の子をもつ父親となっ
た前田良（37）。一審、二審で敗訴しながら、最高裁で勝訴、日本で初め
て戸籍上で実子と認めさせた。イラストレーターの妻の絵を使った処女
作「パパは女子高生だった」も絶賛発売中だ。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　■28分　■2019年　■〔C#7499〕

差別を許さない自分づくり
第１9 巻

26分／2012年 にんげん図鑑 （中学 一般向け・こども向け）30分・23分／2020年
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■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き　■38分　■2009年　■〔C#6047〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

あの空の向こうに
■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き　■37分　■2008年　■〔C#6594〕
★教育映像祭最優秀作品賞

親愛なる、あなたへ

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■40分　■2005年　■〔C#6781　字幕版 C#6782〕
★教育映像祭優秀作品賞

旅立ちの日に
■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き　■35分　■2005年　■〔C#7426〕
★文部科学省選定

私の好きなまち

■DVD 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■字幕版付き　■40分　■2008年　■〔C#7380〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

夢のつづき
■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き　■38分　■2007年　■〔C#7383〕
★教育映像祭優秀作品賞

夕映えのみち

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■42分　■2006年　■〔C#6454　字幕版 C#6455〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

この空の下で
■DVD-R 90,000円（税込 99,000円）　字幕版あり
■54分　■2006年　■〔C#6814　字幕版 C#6815〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

千夏のおくりもの

■DVD-R 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■22分　■2004年　■〔C#7207〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

ひびけ！ 和だいこ
■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■41分　■2004年　■〔C#7364　字幕版 C#7365〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

めばえの朝

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　字幕・副音声版あり
■35分　■2005年　■〔C#6229　字幕・副音声版 C#6230〕
★文部科学省選定

壁のないまち
■DVD-R 90,000円（税込 99,000円）　字幕版あり
■54分　■2005年　■〔C#6688　字幕版 C#6680〕
★文部科学省選定

ステップ！

■DVD-R 90,000円（税込 99,000円）　㊫ 40,000円（税込 44,000円）
■54分　■2003年　■〔C#7416　字幕版 C#7415〕
★文部科学省選定

ラブレター
■DVD-R 70,000円（税込 77,000円）　字幕版あり
■38分　■2004年　■〔C#7373　字幕版 C#7374〕
★文部科学省選定

もう一度、あの浜辺へ

■DVD-R 55,000円（税込 60,500円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■18分　■2002年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

よーいドン！
■DVD-R 70,000円（税込 77,000円）
■30分　■2002年　■〔C#6041　字幕版 C#6042〕
★文部科学省選定

新しい風

■DVD-R 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 22,000円（税込 24,200円）
■17分　■2001年　■〔C#7499〕

しっぱい いっぱい もいっかい
■DVD-R 90,000円（税込 99,000円）　㊫ 40,000円（税込 44,000円）
■54分　■2001年　■〔C#7362　字幕版 C#7363〕
★教育映像祭優秀作品賞

メール ーMAILー

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）
■42分　■1998年　■〔C#7499〕

蛍の舞う街で
■DVD-R 45,000円（税込 49,500円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）　字幕版あり
■20分　■1998年　■〔C#6582〕

純がくれた命

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）　字幕版あり
■40分　■1996年　■〔C#6371〕

くもりのち晴れ
■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■41分　■1994年　■〔C#7361〕

芽吹き

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
　字幕・副音声版あり
■46分　■1994年　■〔C#7268〕

へんてこなボランティア
■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
　字幕・副音声版あり
■40分　■1993年　■〔C#7459〕

わすれるもんか

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■36分　■1990年　■〔C#6578〕

新ちゃんがないた！
■DVD-R 42,000円（税込 46,200円）
■15分　■1987年　■〔C#7266〕

ベロ出しチョンマ

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）
■28分　■1987年　■〔C#6102〕

海のコウモリ

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）　字幕版あり
■39分　■1997年　■〔C#7499〕

おじいちゃんのトマト
■DVD-R 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■20分　■1996年　■〔C#6994〕

アニメーション 菜の花 （原作・まつざきたけとし）

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■42分　■2003年　■〔C#7205　字幕版 C#7206〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

陽だまりの家
■DVD-R 60,000円（税込 66,000円）
■27分　■2003年　■〔C#6587　字幕版 C#6588〕
★文部科学省選定

人権に向き合うための６つの素材 街に、暮らしに、あなたのとなりに

■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■48分　■2000年　■〔C#6078〕

いのち輝く灯
【30分版】 ■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　字幕版あり　■2000年　■〔C#6584〕
【15分版】 ■DVD-R 45,000円（税込 49,500円）　字幕版あり　■2001年　■〔C#6585〕

渋染一揆 明日に架ける虹 【30分版／15分版】

■DVD-R 55,000円（税込 60,500円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■18分　■2002年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

み〜つけた！
■DVD-R 80,000円（税込 88,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■43分　■2002年　■〔C#6447　字幕版 C#6450〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞・厚生労働省社会保障審議会推薦児童福祉文化財

こころの交響楽

■DVD-R 30,000円（税込 33,000円）
■29分　■2007年　■〔C#7171〕
★教育映像祭優秀作品賞

白紙のページ 食肉と私たちの矛盾
■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■字幕版付き　■31分　■2006年　■〔C#6704〕
★文部科学省選定

青春のヒューマン・ステージ

■DVD 90,000円（税込 99,000円）
■字幕版付き　■54分　■2008年　■〔C#7287〕
★教育映像祭最優秀作品賞

ホームタウン 朴英美（パク・ヨンミ）のまち
■DVD 80,000円（税込 88,000円）
■字幕・副音声版付き　■35分　■2008年　■〔C#6458〕
★教育映像祭最優秀作品賞

こころに咲く花

人権啓発作品目録
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■21分　■2018年　■〔C#0998〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

『そうた』と『ゆい』は、スマホが大好きな小学生の兄妹。そう
たがスマホをいじりながら歩いていると、はるか先生とぶつ
かってしまいます。「歩きスマホはダメ」と注意されたそうたは

「この怒られているところを１枚…」と、先生とのツーショッ
トを勝手に自撮り。スマホのマナーを知らない二人に、はる
か先生はスマホの安全で正しい使い方を教えていきます。

トピック①　スマホのマナー
トピック②　会って大丈夫？
トピック③　相手の事情 考えてる？

1巻　自分も相手も傷つけないために

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■18分　■2018年　■〔C#0999〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

公園でスマホを楽しんでいる、『そうた』と『ゆい』。はるか先
生が二人を見つけ何度も呼びかけますが、全く気づきませ
ん。どうやらスマホのゲームに夢中のようです。
ゲームも間違って使うと、大変なことが起こります。この巻で
は、ゲームアプリの課金、ワンクリック詐欺、スマホ依存の危
険とその対策について描いていきます。

トピック①　課金して大丈夫？
トピック②　ネットの詐欺 知ってる？
トピック③　ネット依存の恐怖

２巻　危険な目にあわないために

■DVD ２巻セット 〔C#0993〕
 120,000円（税込 132,000円）
 ㊫ 60,000円（税込  66,000円）

小学生を対象に、安全で正しいスマホの使い方を解説した作品です。相手の気持ちを考える、ルールを守るといった情
報モラルを身につけることが、スマホやネットの安全な利用につながることを、子供たちに理解させます。ドラマシー
ンと解説シーンによる構成で、事例を通してわかりやすく学ぶことが出来る作品です。
監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

ネット関連

情報モラルを身につけよう！
小学生のスマホの安全な使い方教室　全２巻

防
犯
・
薬
物 1巻

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■ワークシート付き
■25分　■2021年　■〔C#1052〕
★教育映像祭優秀作品賞

●ネットいじめ
加恋は、バレー部仲間の菜月を外したSNSのグループを立
ち上げ、そこでは菜月に対する悪口がエスカレートしていく。
菜月の親友の咲良も、つい悪口に同意してしまったが…
●SNSでの出会い
みおは、スマホのゲームを通じて同い年の女の子じゅんと知
り合う。SNSのやりとりでじゅんと仲良くなったみおは、自撮
り写真を送ってしまう。しかし、じゅんの正体は…

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■18分　■2021年　■〔C#1053〕
★教育映像祭優秀作品賞

●写真の投稿（個人情報流出）
映える写真の撮り方を友達から教えてもらった咲良。SNSに
何枚も自撮り写真を投稿するが…
●動画の投稿（炎上）
大輝は女子にウケたいと、次 と々動画を投稿する。しかし、調
子に乗って投稿した動画が炎上してしまい、大輝の予期せ
ぬ事態が起こってしまう…

２巻ネットいじめをしない！
SNSでの出会いに気をつけよう！

もう一度よく考えよう！
写真や動画の投稿

■DVD ２巻セット 〔C#1054〕
 120,000円（税込 132,000円）
 ㊫ 60,000円（税込  66,000円）

多くの中学生・高校生が、スマホを使ってSNSを利用しています。SNSは、上手に使えば人生を豊かにし、社会を良い方向に
変える力を持っています。反面、正しく使用しないと相手を傷つけたり、自分の身に危害が及ぶこともあります。SNSを利用
するには、情報モラルを身につけ、よく考えた上でメッセージや写真や動画を投稿することが何よりも大切なのです。本作品
では「ネットいじめ」「SNSでの出会い」「個人情報流出」「炎上」の4つのテーマを取り上げ、それぞれドラマ編と解説編で構
成。視聴した生徒が、ドラマの中の出来事を自分だったらどうするかと考え、情報モラルが育成されることを狙いとします。
監修：チェックフィールド株式会社 代表取締役　目代純平

ネット関連

スマホは情報モラルが大切　全２巻 最新作
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便利になった環境が『個人情報』の漏洩や滅失
などの事件を発生させ社会問題になっています。
個人情報が流出するとどうなるのか？ 実例と対
策をわかりやすく説明します。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■12分　■2016年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

ネット関連

知っておこう
個人情報のトラブル

SNS がいじめ、危険ドラッグの温床になってい
ます。いじめや危険ドラッグと SNS の連鎖を断
ち切れるために必要なことを生徒たちが自ら話
し合い、自分たちの未来をつくる大切さを提案
します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■18分　■2015年　■〔C#7499〕

未来 －ＳＮＳの罠－
ネット関連

スマホをしながら歩く、スマホをしながら勉強す
る、スマホをしながら食事をする。あなたの日
常からスマホが奪ったものは時間だけではない
のです。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■12分　■2016年　■〔C#7499〕

スマホ依存
スマホ依存の恐怖とその対策法

ネット関連

パソコンとインターネットの普及に伴い、匿名性
が高く不特定多数を相手にできるサイバースペー
スを利用した犯罪が増えています。事例をあげ、
危険性を再認識します。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■15分　■2013年　■〔C#7499〕

暮らしに身近なサイバー犯罪
ネットワークに潜む罠

ネット関連

ネット関連

ネット上の誹謗中傷が大きな社会問題になっている今、小
学生のうちからインターネットの特徴や誹謗中傷の実態を
学ぶことは大変重要です。この教材では、実際に誹謗中傷
の被害に遭い、現在も被害を受け続けているスマイリーキ
クチさんの例をもとに解説。ネットの誹謗中傷の被害者に
も加害者にもならないためにどうすればよいのか、視聴し
た小学生が自分自身で考えるきっかけとなるインターネット
リテラシー教材です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■16分　■2021年　■〔C#1055〕

スマイリーキクチと考える
インターネットの正しい使い方

最新作

家族や友達と気軽にコミュニケーションがとれるＳＮＳの
機能を持った様々なアプリやネットサービスは、今や子供
達にとっても必要不可欠な存在となっています。しかしそ
の一方で、便利なはずのツールが援助交際やイジメなど犯
罪の芽となっているのも事実です。ネットやＳＮＳにまつわ
るトラブルから子供達を守るにはどうしたらいいのでしょ
うか？ 専門家の先生が、優しく・楽しく教えてくれる “ 子
供防犯スクール ” で一緒に学んでいきましょう‼︎
解説：ＩＴジャーナリスト　三上洋
　　　兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

ネット関連

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　ネット・ＳＮＳトラブル編

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■25分　■2017年　■〔C#0244〕
★教育映像祭優秀作品賞

ドラマとナビゲーターの解説を通して、個人情報の取り扱
い、無料通話アプリや SNS に潜む危険など最新のトピッ
クを取り上げ、スマホの安全な使い方を学んでいきます。

トピック①　個人情報は大丈夫？ とくに写真は要注意！
トピック②　リアルに会うことの危険
トピック③　ネット犯罪の危険
トピック④　誤解からネットいじめへ

監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

スマホの安全な使い方教室
気をつけようＳＮＳのトラブルに

ネット関連

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導の手引書付き　■23分　■2015年　■〔C#1051〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞
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防
犯
・
薬
物 危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな

社会問題となっています。本作品では薬物、特に危険ドラッ
グの危険性、恐ろしさを訴えます。再現ドラマと解説シー
ンで構成し、薬物を拒絶する強い意志を持たせる「動機づ
け」を最大の目的とした内容です。禁断症状、フラッシュバッ
クの激しさをリアルな映像で描き、青少年への危機意識を
惹起します。
監修：星薬科大学 薬品毒性学教室 教授　
　　　世界保健機関薬物依存性専門委員会 委員
　　　薬学博士　鈴木勉

薬物乱用防止

ドラッグの悲劇

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2014年　■〔C#1540〕
★教育映像祭優秀作品賞

青少年の薬物乱用を防止するためのドラマ形式の教材で
す。近年、若者を中心に大麻による検挙者が急増してい
ます。大麻を始めとした危険な薬物の種類とその有害性
を紹介し、これらの薬物乱用が引き起こす問題点を示して
いきます。また、喫煙・飲酒の害や、医薬品の乱用の危
険性についても解説。薬物乱用から薬物依存になっていく
恐ろしさを伝え、薬物を拒絶する強い意思を持たせます。
監修：国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
　　　精神保健研究所 薬物依存研究部 心理社会研究室長
　　　嶋根卓也

薬物乱用防止

薬物乱用はなぜいけないのか

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2019年　■〔C#2173〕
★文部科学省選定

子どもたちが犯罪被害にあわず、自分自身の安全を守るた
めに、普段からどのようなことに気をつければいいのか、
学んでいく映像教材です。通学路や公園など子どもに身近
な場所を舞台に、具体的にわかりやすく、危険な場所や怪
しい人、危険な目にあった時の対応法を説明していきます。
・危ない場所ってどんなところ？　・一人のときが危ない
・知らない車はとっても危険　・危険な人ってどんな人？
・もしも危険な目にあったら
監修：板橋区教育委員会 学校防災・安全教育専門員
　　　鎌倉女子大学 講師　矢崎良明

危険な目に あわないぞ！
ナナミパパの青空防犯教室

誘拐・連れ去り被害防止

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■18分　■2014年　■〔C#0537〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

子供達を襲う卑劣な犯罪、連れ去り、誘拐。その数は、年々
増加傾向にあり、1 年間に 200 件以上、つまり、2 日に
1 件という驚くべきペースで起きています。さらに犯行の目
的が、身代金の要求から性的ないたずらなどに変わってき
ており、未解決の事件も増えています。通学路や公園など、
ありふれた場所で起きる脅威から子供達を守るにはどうし
たらいいのでしょうか？ 専門家の先生が、優しく・楽しく
教えてくれる “ 子供防犯スクール ” で一緒に学んでいきま
しょう‼︎
解説：犯罪学者・立正大学文学部 教授（社会学博士）  小宮信夫 

　誘拐・連れ去り被害防止

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　連れ去り・誘拐編

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■24分　■2017年　■〔C#0243〕

うしわかまるの ゆうかいからじぶんをまもる！
誘拐・連れ去り被害防止

タイムスリップして現代に来た牛若丸は、
人間に化けた大魔王から何度も誘拐され
そうになります。そこでカラス天狗から、
誘拐から自分を守るためにはどうすればよ
いかを学びます。視聴者の子どもたちに誘
拐の恐ろしさと、自分で自分の身を守る大
切さを伝える内容です。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 28,000円（税込 30,800円）
■11分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

昨今は個人情報の流出から、女性が思いがけな
い犯罪被害に巻き込まれるケースが増えていま
す。犯罪事例をあげ、被害にあわないようにする
ためには、どうしたらよいのかを考えるきっかけに
なることを目的に制作した作品です。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■20分　■2014年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

防　犯

女性を守る防犯マニュアル
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携帯電話やメールを悪用した特殊詐欺
で、プリペイドカード型の「電子マネー」
を騙し取られる被害が相次いでいます。
この作品では、どのようなケースで若者
が標的にされ、被害が増大しているのか、
実例をもとに解説します。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■字幕版付き　■19分　■2016年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

詐欺・悪質商法

「買ってきて！」は詐欺です
若者を狙うプリペイドカード（電子マネー）詐欺

高齢者を狙った特殊詐欺が後を絶ちませ
ん。この作品では、「プリペイドカード詐
欺」「マイナンバー便乗詐欺」「老人ホー
ム入居権詐欺」を取り上げ、事例と共に、
被害を食い止める方法をわかりやすく解
説していきます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■字幕版付き
■24分　■2016年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

詐欺・悪質商法

「私は大丈夫」その自信が危ない！
プリペイドカード詐欺・マイナンバー便乗詐欺・老人ホーム入居権詐欺

詐欺・悪質商法

高齢者を狙った悪質商法・詐欺が巧妙化の一途をたどって
いるにもかかわらず、「自分は騙されない」と考える人は多
く、高齢者になる程その傾向が強いというデータもあります。

「自分は騙されない」と思っている主人公が悪質業者の巧
みな罠にかかっていく迫真のドラマを通して、自分だけで判
断することの危険性、被害に遭わないための対処法、周囲
とのコミュニケーションの大切さを描きます。

監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■23分　■2019年　■〔C#3396〕

なぜ、騙
だま

されるのか？
高齢者を狙う悪質商法・詐欺に対処するには

林家木久扇・木久蔵の ダマされちゃいや〜ん！
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

詐欺・悪質商法

高齢者を狙った詐欺・悪質商法は巧妙化の一途をたどって
います。被害防止のためには、高齢者自身の対策とともに、
家族や身近な人々の見守りや日頃からの交流が欠かせませ
ん。林家木久扇・木久蔵の親子師匠が演じる落語を楽し
みながら、近年多発する手口の再現ドラマをもとに、被害
に遭わないための対策法、周囲の見守りの大切さを学んで
いきます。高齢者の方々はもちろん、その周囲の方々にも
ぜひ見ていただきたい内容の作品です。

監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■30分　■2016年　■〔C#3511〕

万引き…
あなたは犯罪者になりたいですか？

万引き防止

「もしも万引きしたら自分や周囲がどうなるか、どういう心
情になるか」を、主人公の中学生の視点から描く、万引き
防止教材です。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
視聴者に気づかせます。万引きは窃盗罪という許されない
犯罪であることを、中学生に明確に訴えます。

監修：横浜市立上白根中学校 教諭　平野謙

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書＋ワークシート付き
■18分　■2013年　■〔C#2048〕
★文部科学省選定

防　犯

ストーカーの手口は多様化し、メールや無
料通信アプリを使って脅迫される、という
被害も深刻です。ストーカーから身を守る
ためにはどのようにしたらよいのか、わか
りやすく解説しています。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は中学校・高校にのみ学校特別価格が適用されます
■23分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・日本市民安全学会推薦

見過ごしてしまった危険
ストーカー対策のポイント

防　犯

配偶者からのＤＶ（ドメスティック・バイ
オレンス）被害が深刻化しています。ＤＶ
はなぜ起こり、どのように解決していった
らよいのか、わかりやすく解説しています。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は中学校・高校にのみ学校特別価格が適用されます
■19分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・日本市民安全学会推薦

日常に潜むＤＶ（暴力）
ドメスティック・バイオレンスから身を守る方法
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社会教育　消費者教育

消
費
者
教
育

自分ごと SDGs （仮題）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■2022年6月発売予定

持続可能な環境・社会・経済を実現するために掲げられた「SDGs」。
SDGs と聞くと企業や団体が取り組むべき目標と考えていませんか？
SDGs は一人一人の意識と行動が大切です。
この教材では、2 人の姉弟と一緒に、SDGs に取り組んでいる人たち
のインタビューを見て、身の回りにある身近なものから SDGs について
の考えを深めていきます。
SDGs の基礎知識を学ぶだけではなく、SDGs を自分ごととして捉え、
行動していくきっかけとなる教材を目指しました。

消費者教育

最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■25分　■2017年　■〔C#0987〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞・科学技術映像祭特別奨励賞

食品の表示と安全について学ぶ作品です。食品表示の基本
ルールを説明し、食品添加物の役割やその安全基準のメカ
ニズムを、専門家の解説と図や表を交えて描いていきます。
食品の安全について、科学的に判断できる力を養うことを
ねらいとしています。
監修：相模女子大学栄養科学部管理栄養学科 教授　三輪操

消費者教育

食品の表示と安全を学ぼう！
科学的に考える力を身につける

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2017年　■〔C#3140〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

消費者トラブルに遭遇した中学生たちが、消費生活セン
ターの相談員からアドバイスを受けながら学んでいき、主
体的に行動していく姿をドラマで描きます。作品を視聴し
た中学生たちが、｢契約｣ について理解し、消費者トラブ
ルの解決法と予防法を知り、消費者の ｢権利｣ と ｢責任｣
を自覚することを狙いとしています。
監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

消費者教育

自立した消費者になろう！
「契約」を学び「権利」と「責任」を自覚する

林家木久扇・木久蔵の ダマされちゃいや〜ん！
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■30分　■2016年　■〔C#3511〕

高齢者を狙った詐欺・悪質商法は巧妙化の一途をたどって
います。被害防止のためには、高齢者自身の対策とともに、
家族や身近な人々の見守りや日頃からの交流が欠かせませ
ん。林家木久扇・木久蔵の親子師匠が演じる落語を楽し
みながら、近年多発する手口の再現ドラマをもとに、被害
に遭わないための対策法、周囲の見守りの大切さを学んで
いきます。高齢者の方々はもちろん、その周囲の方々にも
ぜひ見ていただきたい内容の作品です。

消費者教育

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■23分　■2019年　■〔C#3396〕

高齢者を狙った悪質商法・詐欺が巧妙化の一途をたどって
いるにもかかわらず、「自分は騙されない」と考える人は多
く、高齢者になる程その傾向が強いというデータもあります。

「自分は騙されない」と思っている主人公が悪質業者の巧
みな罠にかかっていく迫真のドラマを通して、自分だけで判
断することの危険性、被害に遭わないための対処法、周囲
とのコミュニケーションの大切さを描きます。

消費者教育

なぜ、騙
だ ま

されるのか？
高齢者を狙う悪質商法・詐欺に対処するには
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社会教育　家庭と地域・虐待防止

■DVD ３巻セット 180,000円（税込 198,000円）　㊫ 90,000円（税込 99,000円）　■〔C#0190〕

子育て・保育

映像で学ぶ 幼児の発達と生活シリーズ　全３巻

０歳〜６歳までの様々な乳幼児の成長の様子を丁寧に撮影した映像教材です。
生き生きとした乳幼児の姿や、まわりの大人との関わりの様子を見ることができます。
ナレーション：皆口裕子
監修：東京家政大学 子ども学部 子ども支援学科 教授　岩立京子

最新作

第３巻　幼児と遊び
子供の生活時間の中で大きな割合を占めており、発達
に重要な役割を担っているのが「遊び」です。子供は
遊びの中で、楽しさを感じ、好奇心を深めながら、周
囲の環境と能動的に関わることで発達が促されていき
ます。この巻では、乳幼児期の子供の姿を見ながら、「遊
び」の特徴や意味について解説します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■20分　■2020年　■〔C#0189〕
★文部科学省選定

第２巻　幼児の生活の特徴と家族の役割
ご飯を食べたり、トイレに行ったり、睡眠をとるなど、
私たちが毎日当たり前に行っている生活習慣。こうし
た生活習慣は、成長しながら少しずつ身に付けていき
ます。それは、自立するための歩みです。親や周りの
大人は、子供の自立を支援する役割を担います。この
巻では、乳幼児期の子供の生活の特徴と家族の役割
について解説します。
■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■23分　■2020年　■〔C#0188〕
★文部科学省選定

第１巻　幼児の心身の発達
保育における「発達」は、子供の体が大きくなったり、
歩けるようになったり、言葉が話せるようになるなど、
身体的、神経心理的な機能の伸びを表し、様々な環
境の影響を受けながら変化していくプロセスのことを
言います。この巻では、乳幼児の発達がどのような過
程で進んでいくのか、体の発達と心の発達、２つの視
点で解説します。
■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■24分　■2020年　■〔C#0187〕
★文部科学省選定



㊫＝学校特別価格　●諸般の事情で価格を改訂する場合があります

40

社会教育
家庭と地域
虐待防止

家
庭
と
地
域
・
虐
待
防
止

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
■36分　■2020年　■〔C#7341〕
★教育映像祭優秀作品賞

人生設計

働き方や時代を取り巻く社会経済状況などは、急激に変化して
います。この様な状況の中で特に 30 歳代は、責任ある仕事を
任されるようになったり、私生活では結婚や子育てなどの人生
の大きな転機を迎えます。この作品は主に30歳代を対象として、
現在の仕事への取組み姿勢の見直しや今と将来を充実して生き
るために、家庭経済設計の話題を中心にして、仕事・家族・自
分時間のバランスを取ること、現在と今後の人生を自ら考えるこ
との重要性を認識してもらうことをねらいとして制作しました。

未来へのアップデート
３０歳代からのライフプラン

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
■36分　■2021年　■〔C#6589〕
★教育映像祭優秀作品賞

人生設計

50歳代は、人生の転換期。仕事においては定年までにしておきた
い仕事や定年後の生活が視野に入り始め、私生活の面では子ど
もの独立・親の介護など人生の大きな節目を迎えます。この作品
は、主に50歳代を対象として、現在の仕事への取組み姿勢、家族
関係や家庭経済設計の見直し、社会貢献など定年後の生きがい
について、将来を充実して生きるための準備期間として戸惑いな
がらも、自ら考え、主体的に人生をデザインしていくことの重要性
を認識してもらうことをねらいとして制作しました。 

人生のネクストドア
５０歳代からのライフプラン

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
■31分　■2022年　■〔C#6052〕

人生設計

昨今「人生100年時代」といわれる中、働き方をはじめ社会環境は
急激に変化しています。特に40歳代は、仕事においては様々な役割
が求められるようになり、家庭においては親としての責任が重くな
るとともに、教育費、住宅費といった出費が嵩む時期でもあります。
この作品は、主に40歳代を対象として、何かとせわしない毎日を送
る中で、いったん立ち止まって自分自身の生き方や対応を見つめ
直し、より一層充実した将来のために、自身の人生設計を考えてい
くことの重要性を認識してもらうことを狙いとして制作しました。

明日へのステップアップ
４０歳代からのライフプラン

最新作

高齢化の進む現代社会において、親や年老いた夫・妻の
介護は、多くの人にとって避けて通れない問題となってい
ます。弱い立場の高齢者を心ならずも虐待してしまうこと
は、誰にでも起こり得ます。働きながら認知症の親の介
護をする２つの事例を、老老介護の問題も含めてドラマで
描き、どのような場面で虐待をしそうになるかを示すこと
で、虐待を未然に防ぐにはどうすれば良いかを考えていき
ます。
監修：認知症介護研究・研修仙台センター センター長
　　　加藤伸司

防ごう 高齢者虐待
日常の介護から考える

虐待防止

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■28分　■2015年　■〔C#3541〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

虐待というと激しい暴力を思い浮かべますが、必ずしもそ
うした行為ばかりを指すのではありません。日常の中で不
適切な子育てを繰り返せば虐待になり得ます。虐待の芽
は日常生活の中に潜み、誰もが虐待の当事者になる可能
性があるとも言えます。そうした観点に基づき、ドラマと
専門家の解説を通して、日常の子育ての中で起こりがちな
問題点を示し、虐待を防ぐために私たちができることを描
いていきます。
監修：社会福祉法人 子どもの虐待防止センター 理事　片倉昭子

防ごう 子どもの虐待
日常の子育てから考える

虐待防止

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■25分　■2015年　■〔C#3540〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞
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家庭と地域
虐待防止社会教育

家
庭
と
地
域
・
虐
待
防
止

■DVD各巻 50,000円（税込 55,000円）
■キティ４巻セット180,000円（税込 198,000円）
■シナモン３巻セット135,000円（税込 148,500円）
■〔C#7499〕
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・
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護
・
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齢
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2016年から施行されている「障害者差別
解消法」に伴い、企業や商店には「合理
的配慮」の努力義務が課せられるように
なりました。この作品では「肢体不自由」

「視覚障害」「聴覚障害」を持つ方々が感
じる不便さに、どのように対応すべきか
解説していきます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■字幕版付き
■20分　■2017年　■〔C#7499〕
★社会福祉法人新宿区障害者福祉協会ほか推薦・教育映像祭優秀作品賞

障害者福祉

障害者は困っています！
合理的配慮へのポイント①（肢体不自由、視覚障害、聴覚障害）

2016年から施行されている「障害者差別
解消法」に伴い、企業や商店には「合理
的配慮」の努力義務が課せられるように
なりました。この作品では「発達障害」「知
的障害」「精神障害」を持つ方々が感じ
る不便さに、どのように対応すべきか解
説していきます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■字幕版付き
■20分　■2017年　■〔C#7499〕
★社会福祉法人新宿区障害者福祉協会ほか推薦

障害者福祉

障害者は困っています！
合理的配慮へのポイント②（発達障害、知的障害、精神障害）

社会教育　福祉・介護・高齢者

外見からはわからない障害や病気を抱えながら日常生活
を送っている人は多くいます。一見すると健康そうに見え
るので、障害や病気が周囲に理解されず、辛い思いをする
こともあるといいます。この作品では、２人の難病患者さ
んと、てんかんと発達障害をもつ大学生を取材しました。
どんな場面で困っているのか、どんな配慮が求められてい
るのか。外見からはわからない障害や病気を抱える人の話
を通じて、私たちにできる配慮を共に考えてゆく内容です。

知りたいあなたのこと
外見からはわからない障害・病気を抱える人

障害者福祉

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■21分　■2019年　■〔C#7499〕

最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■22分　■2021年　■〔C#7499〕

私たちの身の回りには、視覚に障がいを抱えながら暮らし
ている人がいます。点字ブロックや白杖などを利用して、
一見自立した生活を送っているように見えますが、周囲の
理解や配慮が乏しく、困ったり、危険を感じることもある
といいます。この作品は、視覚に障がいのある人への取材
を通じて、私たちにできる配慮を共に考えてゆく内容です。

障害者福祉

知りたいあなたのこと
視覚障がい者の生活・気持ち

最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■21分　■2022年　■〔C#7499〕

私たちは、「音のない世界」を一体どこまで想像できてい
るのでしょうか？　耳の聞こえない・聞こえにくい方々は、
人知れず不安や困りごとを抱えながら生活を送っています。
ですが、彼らは障がいを持っていることが周囲から分かりに
くいため、困っていても周囲にはなかなか伝わりません。
この作品では、1 人の難聴の方を中心に取材しました。彼
らは、一体どんな場面で困っているのか？　どんな配慮が
求められているのか？　この作品は、聴覚に障がいを持つ
方々の話を通じて、私たちにできる配慮を共に考えてゆく
内容です。

障害者福祉

知りたいあなたのこと ３
きこえない人の生活・気持ち

障がい者は自分とは違う世界の人…。理解
しにくい相手を恐れ、排除してしまう…。
そんな「心のバリア」をあなたも感じたこ
とはないですか？ 相手に向かって一歩踏
み出すことで、必ず壁には穴があき、そ
こから新しい景色が見える…。そんな三
つの実例を追いかけました。

障害者福祉

障がいを越えて

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■30分　■2016年　■〔C#3138〕

いのちに寄り添う
〜ターミナルケアと人権〜

いのちの学習

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／研修用解説書データ収録
■35分　■2017年　■〔C#2573〕
★教育映像祭優秀作品賞

もしも、あなたの身近な人が、重い病になっ
たとしたら？ このビデオでは二組の「いの
ちに寄り添う」人々に密着取材しました。
２人に１人が、がんになる時代。現代日本
に生きる全ての人々が考えるべき、命のド
キュメンタリー教材です。
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社会教育
福祉・介護
高齢者

福
祉
・
介
護
・
高
齢
者

小学校高学年から中学生を対象とした、認知症を初めて
学ぶための教材です。認知症になるとどうなるの？ 何度
も同じことを聞かれたらどうすればいいの？ ‥‥そうした
疑問に答えるかたちで、認知症とは何か、認知症の人とど
う接すれば良いのかを、再現ドラマなどを通して、わかり
やすく解説します。正しい基礎知識をシンプルに伝える、
子ども向けに特化した内容の教材です。

監修：公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事
　　　川崎幸クリニック院長　杉山孝博

認知症を知る

認知症って、なんですか？

高齢者の生活安全

高齢者を狙った悪質商法・詐欺が巧妙化の一途をたどって
いるにもかかわらず、「自分は騙されない」と考える人は多
く、高齢者になる程その傾向が強いというデータもあります。

「自分は騙されない」と思っている主人公が悪質業者の巧
みな罠にかかっていく迫真のドラマを通して、自分だけで判
断することの危険性、被害に遭わないための対処法、周囲
とのコミュニケーションの大切さを描きます。

監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■23分　■2019年　■〔C#3396〕

なぜ、騙
だま

されるのか？
高齢者を狙う悪質商法・詐欺に対処するには

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
 ㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■14分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

認知症の人に出会ったとき、どのように接すれば良いので
しょうか。この教材は、認知症について初めて学ぶ方々を
対象としたものです。認知症とは何かという正しい知識、
そして認知症の人への接し方の基本。この２つに内容をし
ぼり、具体的なハウツー映像と、専門用語を使わない平
易な言葉で、誰にでもわかりやすく解説していきます。入
門編として最適な内容の教材です。

監修：公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事
　　　川崎幸クリニック院長　杉山孝博

認知症を知る

はじめて認知症の人に接するあなたへ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■19分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

認知症によくみられる症状、認知症の人の思いと家族の
気持ちの変化、症状の理解、介護者の交流の大切さなど
を描いたドラマ教材です。認知症の人もその周囲の人も、
よりよく生きていけるように。認知症について正しい知識
を持ち、認知症の人の視点に立って認知症への理解を深
めることを目的として制作しています。
監修：公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事
　　　川崎幸クリニック院長　杉山孝博

認知症を知る

認知症と向き合う

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説シート付き
■30分　■2016年　■〔C#3397〕
★文部科学省特別選定・公益社団法人認知症の人と家族の会推薦
　教育映像祭最優秀作品賞

林家木久扇・木久蔵の ダマされちゃいや〜ん！
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

高齢者の生活安全

林家木久扇・木久蔵の親子師匠が演じる
落語を楽しみながら、近年多発する手口
の再現ドラマをもとに、被害に遭わないた
めの対策法、周囲の見守りの大切さを学
んでいきます。高齢者の方々はもちろん、
その周囲の方々にもぜひ見ていただきたい
内容の作品です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■30分　■2016年　　■〔C#3511〕

介護・ケア（虐待防止）

高齢化の進む現代社会において、介護は、
多くの人にとって避けて通れない問題で
す。弱い立場の高齢者を心ならずも虐待し
てしまうことは、誰にでも起こり得ます。認
知症の親の介護をする２つの事例をドラマ
で描き、虐待を未然に防ぐにはどうすれば
良いかを考えていきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■28分　■2015年　■〔C#3541〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

防ごう 高齢者虐待
日常の介護から考える
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健康管理

きょうから禁煙 ふせごう受動喫煙
タバコと決別 はじめの一歩
いくら分煙しても、完全に受動喫煙を防ぐことができない以上、喫煙
はマナーや嗜好の問題とは言えなくなりました。自分自身のため、家
族や仲間の健康のために、タバコを止めるはじめの一歩、それは決
断することです。
● タバコの依存性、有害性
● 禁煙の進め方『自力』・『禁煙外来』
● 受動喫煙の被害　副流煙、３次喫煙　ほか
■DVD 38,000円（税込 41,800円）
■字幕版付き
■19分　■2018年　■〔C#7499〕

高校生の男女がたばこについて調べてい
く様子を描きながら、たばこの歴史や喫
煙が健康に及ぼす影響や、社会の規制な
どという観点から詳しく説明します。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■20分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

健康管理

素敵だね 禁煙社会
たばこの煙の害について考える

たばこは強い依存性があるため、最初か
ら吸わないことが重要です。この作品は、
中学生向けに、実験映像や図解を交えな
がら、たばこの害をわかりやすく説明し
ます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■18分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

健康管理

たばこの煙 その影響は？
広がる禁煙社会

「インフルエンザ・ノロウイルス胃腸炎」「麻しん
（はしか）・風しん」「デング熱」「日本脳炎」を
取り上げます。感染症についての基本的な知識
とその予防方法を身に付け、自分自身と家族、
周りの人々を感染症から守るために正しく実践し
ていくことの大切さを訴えます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■25分　■2016年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

突然、高熱が…感染拡大
その症状と予防策

感染予防

健康管理

クイズで考える
健診結果の見方、活かし方　全４巻

健康診断は何を検査しているのか、検査
値と健康上のリスクの関係、その予防や
対策について解説します。
1 巻 メタボリックシンドローム （27分）
2 巻 血圧 （28分）
3 巻 血糖値 （28分）
4 巻 脂質（LDL コレステロール） （28分）

■DVD 各巻 40,000円（税込 44,000円）
■2015年　■〔C#7499〕

学校は感染症が一気に拡大する恐れがあ
り、子供たち自身が感染症を正しく理解
し予防する必要があります。様々な感染
症の症状や予防策を、小学生向けに分か
りやすく示します。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■18分　■2016年　■〔C#7499〕

感染予防

感せんしょうが流行るのはなぜ？
ウイルスの感せんを予ぼうする方法

社会教育　健康管理

なぜ更年期障害が起こるのかを解説し、注意す
べき点や、快適に過ごすための工夫を説明しま
す。身体のメンテナンスを行うきっかけとして、
更年期を捉えてもらうことを訴えます。

■DVD 55,000円（税込 60,500円）
■23分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・日本産科婦人科学会ほか推薦
　教育映像祭優秀作品賞

あなたの更年期 どう過ごす？
身体のメンテナンスを考える

健康管理

日本人の半数、30歳以上の80％がかかっ
ていると言われる歯周病は、生活習慣か
ら引き起こされる生活習慣病の一つです。
その予防と対策を詳しく説明します。
監修：東京医療保健大学大学院
　　　臨床教授　田口正博

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■15分　■2014年　■〔C#7499〕

健康管理

歯周病菌が身体を蝕む
対策は歯みがきと生活習慣改善

健
康
管
理

新型コロナウイルスは、感染しても無症状の方がいるので、
誰が感染者か分からないうちに、さらに多くの人々にうつし
てしまうという特徴があります。「うつらない」「うつさない」
ためには、一人一人による感染予防行動が重要になってき
ます。手をよく洗う、人と人との間隔を空ける、マスクの
着用、部屋の換気といった感染予防行動が必要な理由や、
その効果を正しく理解すれば、積極的に感染対策に取り組
むことが出来ます。わかりやすい映像と解説で、より一歩
踏み込んだ新型コロナウイルス感染予防行動について学ぶ
ことができる教材です。

感染予防

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■16分　■2020年　■〔C#3825〕

より一歩踏み込んだ
新型コロナウイルス感染予防行動へ
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■20分　■2009年　■〔C#0114〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

広島の原爆にまつわる実話を基にした絵本『いわたくんち
のおばあちゃん』をアニメ化した、平和教育のためのビデ
オです。原爆や戦争の悲惨さを伝え、平和や命の大切さ
を強く訴えかけます。
原作：いわたくんちのおばあちゃん（主婦の友社刊）　
　　　作：天野夏美　絵：はまのゆか

平和教育　アニメーション

いわたくんちのおばあちゃん
ぼく、戦争せんけえね

平和教育　アニメーション

アフガニスタン・パグマン村の物語
せかいいち　うつくしい　ぼくの村
アフガニスタン・パグマン村の物語。ヤモは
戦争に行った兄さんの代わりに、父さんとロ
バのポンパーと町の市場に果物を売りに行き
ます。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■16分　■2003年　■〔C#1101〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

平和教育　アニメーション

アフガニスタン・パグマン村の物語
ぼくの村にサーカスがきた
アフガニスタン・パグマン村の物語。秋がき
てヤモの村になつかしい音楽が聞こえてきま
す。今年もみんな楽しみにしていたサーカスが
やってきました。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2003年　■〔C#1998〕

平和教育

アフガニスタン難民
いまを生きる女性たち
パキスタン国内のアフガニスタン難民キャンプ
で 1999 年から 2002 年にかけてそこに生活
する難民の女性たちのいまを取材しました。

■DVD-R 30,000円（税込 33,000円）　㊫ 15,000円（税込 16,500円）
■20分　■2003年　■〔C#2548〕
★文部科学省選定

平和教育

アフガニスタン難民
平和を知らない子どもたち
パキスタン国内のアフガニスタン難民キャンプ
で 1999 年から 2002 年にかけてそこに生活
する難民の子どもたちを取材しました。

■DVD-R 30,000円（税込 33,000円）　㊫ 15,000円（税込 16,500円）
■18分　■2002年　■〔C#2547〕
★文部科学省選定

今、あらためて、平和への祈りを‥‥。若い
世代に戦争の無益さと悲惨さを伝えるために、

「さとうきび畑」は平和を希求する歌として歌
い継がれて来ました。森山良子さんの歌をバッ
クに反戦・平和への願いを描きます。

■DVD 45,000円（税込 49,500円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■11分　■2002年　■〔C#7499〕

平和教育　アニメーション

さとうきび畑

戦場に 7人の息子を送り出した母親は彼らが
手柄を立て無事に帰ってくることを祈ります
が‥‥。平和を願い、子を思う母の愛をみん
なで考えていただきたいと思います。

■DVD-R 56,000円（税込 61,600円）　㊫ 28,000円（税込 30,800円）
■22分　■1986年　■〔C#4074〕
★文部省選定

平和教育　アニメーション

おかあさんの木

1945 年 8 月。あの夏、少年が鳩に託した平
和へのメッセージが、今ここに届きます。愛す
るものを失う悲しみ、そして命の尊さ、重さ、
美しさを感じてください。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■21分　■1999年　■〔C#4310〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

平和教育　アニメーション

はとよ　ひろしまの空を

なぜ日本は戦争を止められなかったのか？ 疑問
を持った中学３年生の女の子が、戦争体験者の
曽祖父や、元特攻隊員、元兵士から話を聞き、
戦争拡大の足跡を資料映像で辿っていきます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■字幕版付き　■28分　■2017年　■〔C#7499〕
★教育映像祭優秀作品賞

涙に浮かぶ記憶
戦争を次世代へ伝えて

平和教育

社会教育　平和教育

1945年3月10日の東京大空襲をテーマに、戦争の悲惨さ
と平和の大切さを訴える平和教材アニメーション。のどか
な学童疎開の風景と、激しい空襲の様子、最後に飛び立
つアゲハの震えるほど美しい様子を対比させ、見る人の心
に強く訴えかけます。
原作：あおきてつお「虫取りの少年」（『赤い靴はいた』より）

平和教育　アニメーション

アゲハがとんだ
ー1945・3・10 東京大空襲 ー

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■20分　■2019年　■〔C#0044〕
★教育映像祭優秀作品賞
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社会教育　アニメーション

広島の原爆にまつわる実話を基にした絵
本『いわたくんちのおばあちゃん』をアニ
メ化した、平和教育のためのビデオです。
原爆や戦争の悲惨さを伝え、平和や命の
大切さを強く訴えかけます。
原作：いわたくんちのおばあちゃん（主婦の友社刊）
　　　作：天野夏美　絵：はまのゆか

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■20分　■2009年　■〔C#0114〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

アニメーション

いわたくんちのおばあちゃん
ぼく、戦争せんけえね

外見や能力が異なるむしむし村の虫たち。
時には、それぞれの違いが原因で相手を傷
つけたり、自分なんてダメなんだと悩んだり
もします。でも、誰でも苦手なこともあれば、
得意なこともあります。大切なのはお互い
の違いを認め、相手の気持ちを思いやるこ
と。そして仲間と助け合っていくこと。そん
なことを楽しく学べるアニメーションです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■13分　■2017年　■〔C#2111〕

アニメーション

むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

友だちを泣かせたひろきが迷い込んだの
は、いろいろなココロが並ぶ「ココロ屋」
だった…。「ココロ」をテーマに、自分と
は何かを考えさせる、道徳教材として好
適のアニメーションです。
原作：ココロ屋（文研出版刊）
　　　作：梨屋アリエ　絵：菅野由貴子

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■ワークシート付き
■25分　■2014年　■〔C#2969〕
★教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

ココロ屋

子がっぱのかんきちは、村の子どもたち
と大の仲良しでしたが…。かけがえのな
い命が失われ、かっぱの親子を悲劇が襲
いますが、疫病が村に流行したとき、かっ
ぱの母親は村の子どもたちのために、命
がけで妙薬をつくるのでした。かっぱの
親子が織りなす無償の愛の物語。

■DVD 40,000円（税込 44,000円）
■20分　■2012年　■〔C#7499〕

アニメーション

かっぱのすりばち

認知症の犬しのと、介護猫くぅの、感動の実話を元にしたア
ニメーション。晴（はる）ちゃんの家で仲良く暮らす、くぅとし
の。ある時、しのに認知症の症状が出ます。でも、そばにはい
つもくぅがいました。しのが困ると晴を呼ぶのです。やがて、
しのは起き上がれなくなりますが、それでも、くぅは離れませ
ん。残された時間で精一杯、しのに「大好き」を伝えたかった
のです。けれども、別れのときは近づいていました…。

原作：晴「くぅとしの 認知症の犬しのと介護猫くぅ」（辰巳出版刊）

くぅとしの
ーあなたがそばにいるだけでー

アニメーション

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／学習指導案・ワークシート付き
■12分　■2020年　■〔C#2860〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

この物語は、学童疎開先ののどかな情景から始まります。
子ども同士の争いはあったりしますが心の底では理解し
合っており、絆が結ばれています。卒業式のために東京に
戻った主人公たちは、3月10日の午前0時過ぎ、東京大
空襲に見舞われます。前半の暖かい日差しのなかの情景と、
後半の激しい空襲のシーンがコントラストとして印象的に描
かれます。戦争を真摯に受け止め、記憶に刻み、次の世
代に引き継ぐための一助となるよう、このＤＶＤをお使いい
ただければと思います。
原作：あおきてつお「虫取りの少年」（『赤い靴はいた』より）

アゲハがとんだ
ー1945・3・10 東京大空襲 ー

アニメーション

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■20分　■2019年　■〔C#0044〕
★教育映像祭優秀作品賞

第１話：なぜ、星は光っているの？
夜空の星はなぜ光っているんだろう？ 星が光る秘密を探る
ため、仲良し３人組はタコロス先生とネコと一緒に宇宙に
飛び出した！

第２話：宇宙人は、ほんとうにいるの？
生き物がどうやって誕生したのか探るため、仲良し３人組
は、タコロス先生とネコと一緒に海の底へ！ そして、宇宙
人を探し出すために惑星や衛星を巡ります。

アニメーション

宇宙のひみつがわかるえほん

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■２話収録　■各話12分　■2020年　■〔C#6106〕
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南米アンデス地方の先住民に伝わる小さ
なお話をもとに、地球温暖化という大き
な問題に対し、私たちひとりひとりに何が
できるのか、何をするのかを問いかける
アニメーション作品。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■19分　■2009年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

アニメーション

ハチドリのひとしずく
私にできること

父親から母親への暴力に見かねた子ども
の実話に基づき、アニメーションの技術
を駆使して製作された作品。社会への大
切なメッセージが込められています。

■DVD 40,000円（税込 44,000円）
■20分　■2010年　■〔C#7499〕

アニメーション

パパ、ママをぶたないで！

「あの頃、僕たちは魂の絆で結ばれてい
た……」昭和 31年、東京下町を舞台に、
童謡を歌い継いでいこうとした若い女性
教師と子どもたちの間に結ばれる、“ 魂
の絆 ” の物語。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■98分　■2007年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・リヨン・アジア映画祭グランプリ

アニメーション

ふるさと－ＪＡＰＡＮ

小さい子どもたちの心にふと魔がさし、
万引きをしてしまう。うさぎのミミちゃん
もその一人。ミミちゃんに何が起こってそ
うしたのか、万引きは重い罪であること
を訴えます。

■DVD 40,000円（税込 44,000円）　㊫ 20,000円（税込 22,000円）
■18分　■2006年　■〔C#7499〕
★教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

ミミちゃんのてとてとて

南の島の親戚の家を尋ねた若い旅人が、
その道すがら体験する夢のような不思議
なお話を、人形アニメーションで制作し
ました。
原作：「島の暮れ方の話」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■DVD 33,334円（税込 36,667円）　㊫ 16,667円（税込 18,333円）
■10分　■2009年　■〔C#7499〕
★文部科学省特別選定

アニメーション

島の暮れ方の話

毎日、人や重たい荷物を乗せた機関車に
踏まれ傷ついたり、灼熱の太陽に晒され
ても身動きさえとれない線路は不幸な身
の上を嘆き悲しむが、慈悲に満ちた月に
よって万物の定めが明かされてゆきます。
原作：「負傷した線路と月」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■DVD 34,000円（税込 37,400円）　㊫ 17,000円（税込 18,700円）
■15分　■2010年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

アニメーション

負傷した線路と月

北方の暗く厳しい氷の海で子を失った母
あざらし。深い悲しみの中、風や月のた
よりを待ちながら懸命に生きる姿を描き
ます。親子の愛情や、大自然の中で生き
ることの厳しさを教えてくれる物語です。
原作：「月とあざらし」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■DVD 33,334円（税込 36,667円）　㊫ 16,667円（税込 18,333円）
■19分　■2008年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

アニメーション

月とあざらし

有名な陶芸師が作った上品な薄手の茶わ
んと、名もない職人が作った厚手の茶わ
ん。殿様が喜んだのはどちらでしょうか。
親切心とは何かを問いかけるお話です。
原作：「殿さまの茶わん」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■16分　■2016年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

アニメーション

殿さまの茶わん

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ もったいない
「もったいない」の心を通して、身のまわりの物に
対する思い、いらなくなった物の処分の仕方、ゴ
ミの出し方など、まんぷく村の動物たちと考えて
いきます。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■22分　■2005年　■〔C#7499〕

アニメーション

アニメーション

いじめやコンプレックスなど大切なテーマ
をねずみくんと一緒に学べる楽しいアニ
メーション。一人一人が大切な存在である
こと、共に生きていることを感じられること
を願って制作しました。
原作：作・なかえよしを
　　　絵・上野紀子（ポプラ社刊）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2008年　■〔C#3420〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ねずみくんのきもち
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しらんぷり
いじめ問題をテーマにした、心に訴え
るアニメ作品です。主人公のアキラは、
いじめの傍観者の立場にいます。いじ
めと対峙したアキラの心の葛藤をリア
ルに描き、特に、アキラの心の叫びが
爆発するラストシーンは胸を打ちます。

〔1999 年作品　21 分〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

ぼくの青空
難病の筋ジストロフィー患者である大
久保義人さんの闘病生活を綴った「僕
の青空」が原作です。いのちの応援歌
として、今もなお、私たちの心を打つア
ニメーション作品です。

〔1997 年作品　26 分〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■３タイトル収録　■〔C#1541〕

金色のクジラ
白血病の弟のために自分の骨髄を提供
した兄の、愛と勇気、家族愛と友情の
物語を、ファンタスティックに描いた
名作アニメ。骨髄移植をテーマに、小
さな弟を励ます家族愛と友情の物語で
す。特典映像：合唱曲「金色のクジラ」

〔1994 年作品　25 分〕
★文部省選定・教育映画祭最優秀作品賞

東映教育映像アニメーション名作シリーズ
第１巻　いのちへの讃歌

狼
おいのもり

森とざる森、ぬすと森
宮沢賢治はこの作品で、岩手山麓に実
在する森を舞台に、昔の開拓農民の苦
労と自然への畏敬の念を、季節ごとの
労働と景観のなかに美しく描きました。
大自然とともに生きた賢治の、自然を
敬う優しく豊かな心が伝わる佳作です。

〔1996 年作品　19 分〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

瓜
う り

っこ姫とアマンジャク
瓜から生まれた瓜っこ姫と、瓜っこ姫を
育てたおじいさん、おばあさんが、森
の動物たちと力を合わせて、森に棲む
いたずら者のアマンジャクを懲らしめ
る、愉快な民話を原作とするアニメー
ションです。

〔1997 年作品　19 分〕

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■３タイトル収録　■〔C#1542〕

虔
け ん じ ゅ う こ う え ん り ん

十公園林
村の人々に笑われても決して怒らなかっ
た虔十が、人生をかけて愚直に育てた
杉林は町の人々の憩いの場になります。
自然への畏敬、人に尽くすことの喜び、
無償の善意など、賢治が込めたいくつ
もの願いを高らかに歌いあげています。

〔1986 年作品　18 分〕
★文部省選定

東映教育映像アニメーション名作シリーズ
第２巻　楽しい民話と宮沢賢治の世界

第１巻
よいと思うことをおこなう
野外活動で公園に出かけた忍たま三人
組が、困っている人を助けたり、行列
でのマナー、ゴミ捨てのルールなどを
体験しながら学んでいきます。良いこと
をするには勇気もいるということを伝え
ます。

〔10 分〕

アニメーション

第２巻
あたたかい心でしんせつにする
漁船から魚を受け取るというお使いに
出発した忍たま三人組。道中、老女や
少年と出会い、温かい心づかいや親切
な行いを学びます。気持ちよい受け答
えが相手の真心に届くということを伝
えます。

〔10 分〕

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導のポイント（ＰＤＦ資料）付き
■10分×３タイトル収録　■1999年　■〔C#1731〕
★文部省選定

第３巻
きまりを守って協力しあう
約束ごとを忘れて自分勝手に行動して
しまった三人組。食事当番となった日、
とんだ失敗をしてしまいますが、仲間
たちの温かい協力でおいしいカレーが
完成します。周りへの配慮の大切さを
伝えます。

〔10 分〕

忍たま乱太郎のがんばるしかないさ シリーズ
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●こどもの日
テレビゲーム好きの健太は、妹に相撲で負
けてしまうほどのひ弱な少年。それを知っ
た鯉のぼりの鯉くんが、健太を背中に乗せ
てタイムスリップ。楽しい大冒険物語。

■９分　■1988年

なかよし鯉のぼり

●七夕
お母さんが七夕にまつわる織姫と彦星の話
をしてくれます。夜空にきらめく二つのお星
様が、天の川をはさんで再会するというロ
マンチックな物語。

■10分　■1988年

七夕さま
●母の日
イギリスでのお話。煙突掃除の仕事をして
いるエドは「母の日」に休みをもらい、久し
ぶりに会う母のためにクッキーを持って実
家に向いますが‥‥。

■10分　■2000年　★文部科学省選定

赤いカーネーション

●お月見
秋の十五夜にお月見をする子どもたちにお
母さんがしたお話。それは、うさぎの親子
の悲しくも愛情あふれる、お月見にまつわ
るお話でした。

■10分　■1998年　★文部省選定

お月様とうさぎ
●敬老の日
武くんは敬老の日のために幼稚園でおじい
ちゃんの似顔絵を描きました。おじいちゃ
んは、むかし小さな村で起こったお話を聞
かせてくれます。

■10分　■2000年

おじいちゃんはボクのヒーロー

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■計49分　■2005年　■〔C#1681〕

アニメーション

年中行事アニメーションシリーズＤＶＤ Part１ （5話収録）
年中行事をテーマに心温まる楽しいお話でつづったアニ
メーションシリーズ。幼児や小学校低学年の子どもたちに
向けた上映会に最適です。以下の５話を収録しています。
なかよし鯉のぼり 【こどもの日】
赤いカーネーション 【母の日】
七夕さま 【七夕】
おじいちゃんはボクのヒーロー 【敬老の日】
お月様とうさぎ 【お月見】

●七五三
むかしむかしのお話。庄屋さん夫婦には、
お花、長吉、お福という３人の子どもがい
ました。夫婦は先行きが心配でたまりませ
ん。七五三にまつわる楽しいお話です。

■10分　■1998年　★文部省選定

七五三と子どもたち

●お正月
念願の供え餅を手に入れた松吉。しかしお
腹を空かせた老人に餅をあげてしまいます。
老人は「門松を飾れば年神様は必ず訪れる
だろう」と言いますが…。お正月をテーマ
にした幻想的なお話。
■10分　■1998年　★文部省選定

年神様とお正月
●クリスマス
今年はツリーのないクリスマスになりそう…。
村長たちの困った顔を見て、幼い兄弟は広
場の大きなモミの木に登り飾りつけを始め
ます。クリスマスにまつわる心温まる物語。

■12分　■1987年　★文部省選定

神様がくれたクリスマスツリー

●桃の節句
病気の妹が丈夫になるようにと作った紙の
ひな人形。それから妹は病気ひとつしなく
なりましたが、誰もこの話を信じてくれませ
ん。姉の愛情が温かく伝わってくるお話。

■10分　■1988年　★文部省選定

ひなまつり
●節分
ある山里の村に起きた不思議なお話。子ど
もたちが納屋で子鬼を見つけます。村人が
旅の僧に相談してみると、鬼を追い払う秘
策を教えてくれます。

■11分　■1987年　★文部省選定

福は内！ 鬼は外！

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■計54分　■2005年　■〔C#1682〕

アニメーション

年中行事アニメーションシリーズＤＶＤ Part ２ （5話収録）
年中行事をテーマに心温まる楽しいお話でつづったアニ
メーションシリーズ。幼児や小学校低学年の子どもたちに
向けた上映会に最適です。以下の５話を収録しています。
七五三と子どもたち 【七五三】
神様がくれたクリスマスツリー 【クリスマス】
年神様とお正月 【お正月】
福は内！	鬼は外！ 【節分】
ひなまつり 【桃の節句】

こどもの日

七　夕

お	月	見

七	五	三

お	正	月クリスマス

節　分 桃の節句

母	の	日

敬老の日
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きずだらけのりんご
人間に化けてだました女の子と友だちになったイ
タズラタヌキのゲンタ。友だちとして楽しい日々が
続くが、嘘をついているのに耐えられなくなってく
る。そんな時、大変なことに。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■23分　■2005年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

アニメーション

盲導犬クイールの一生
盲導犬クイールの一生を通して描く、人 と々のふ
れあい、パートナーとの心の通じ合いの記録。「盲
導犬クイール」（文藝春秋刊）のアニメ化。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■25分　■2003年　■〔C#7499〕

アニメーション

仁太坊̶様々なハンディや時代の壁と戦
いながら、生きるために必死になって、
今に伝わる津軽三味線の独自の叩き奏法
を生み出した人物。仁太坊の少年期から
青年期の成長の過程を史実とフィクショ
ンを交えて描きました。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■100分　■2003年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・日本ＰＴＡ全国協議会推薦ほか

アニメーション

ＮＩＴＡＢＯＨ
仁太坊－津軽三味線始祖外聞

「みんなで跳んだ」城北中学２年１組の記
録（小学館刊）のアニメ化作品。２年１組
の生徒たちは運動会での大縄跳びで優
勝を目標に毎日練習。しかし一人の生徒
を外すことに‥‥。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■28分　■2003年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

みんなで跳んだ

サンタさんと森の妖精たちは世界中の子
どもたちのためにプレゼントの木を育て
ます。夏の暑い日も冬の寒い日も、それ
はそれは大忙しです。

■DVD 40,000円（税込 44,000円）　㊫ 9,334円（税込 10,267円）
■12分　■2001年　■〔C#7499〕
★教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

サンタさんは大いそがし
力持ちで知られている足柄山の金太郎
は、心も強くならなければと稽古に励み
ます。幼児・低学年向けのいじめ防止ア
ニメです。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■13分　■2002年　■〔C#7499〕

アニメーション

金太郎　心のちからもち

自分がペンギンであることを知らない「プ
ウ」。飛べないはずの空を、カモメのよう
に飛びたいとチャレンジします。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■15分　■2003年　■〔C#7499〕

アニメーション

みんな友だち

臆病で気の弱いオオカミは、いじめられ
て一人ぼっちです。ある日、ウサギのミミ
がタカにさらわれてしまいます。勇気を振
り絞って助けに行こうとするオオカミです
が‥‥。

■DVD 47,619円（税込 52,380円）　㊫ 23,810円（税込 26,191円）
■15分　■2004年　■〔C#7499〕

アニメーション

やさしいオオカミ

おれたち、ともだち！ シリーズ
きつねとおおかみの愉快な傑作シリーズをアニメ
化！ ユーモアに満ちた文章とキャラクターの表情
豊かな絵が楽しい近年のベストセラー作品！
第１話　ともだちや
第２話　ともだち くるかな
第３話　あしたも ともだち
第４話　ごめんね ともだち

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■４話収録／計52分　■〔C#7499〕

原作：作／内田麟太郎　絵／降矢なな（偕成社刊）

１ねん１くみ シリーズ
図書館でもお馴染みのロングセラー！　ワンパク
な子を周囲が温かく見守る、心の触合いを描いた
物語をアニメ化！
第１話　１ねん１くみ １ばんワル
第２話　１ねん１くみ １ばんげんき
第３話　１ねん１くみ １ばんゆうき
第４話　１ねん１くみ １ばんでっかい !!

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■４話収録／計51分　■〔C#7499〕

原作：作／後藤竜二　絵／長谷川知子（ポプラ社刊）
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ぞくぞく村のオバケたち⑤
ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。

「がいこつガチャさん」＆「雪女ユキミダイフク」
を収録。

第１話　がいこつガチャさん
第２話　雪女ユキミダイフク

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

ぞくぞく村のオバケたち③
うこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。

「おおかみ男」＆「ドラキュラのむすこ」を収録。

第１話　おおかみ男
第２話　ドラキュラのむすこ

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

ぞくぞく村のオバケたち①
ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。

「ミイラのラムさん」＆「魔女のオバタン」を収録。

第１話　ミイラのラムさん
第２話　魔女のオバタン

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計52分　■〔C#7499〕

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

10ぴきのかえる①
ぼくらは仲良し 10 ぴきのかえる♪
一緒に生まれた仲間だぞ！

第１話　10 ぴきのかえる
第２話　10 ぴきのかえるのなつまつり

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／間所ひさこ　絵／仲川道子（ＰＨＰ研究所刊）
Ⓒ 2006 間所ひさこ・仲川道子／ＰＨＰ研究所／東映ビデオ／東北新社

ねずみくんのチョッキ②
第１話　またまた！ ねずみくんのチョッキ
第２話　ねずみくんとおんがくかい
第３話　ぞうさんとねずみくん
第４話　ねずみくん　ねずみくん
第５話　ねずみくんのひみつ
第６話　ねずみくんのたんじょうび

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■６話収録／計38分　■〔C#7499〕

原作：作／なかえよしを　絵／上野紀子（ポプラ社刊）
Ⓒ 2006 なかえよしを・上野紀子／ポプラ社／東映ビデオ／東北新社

10ぴきのかえる②
ぼくらはいつでも 10 ぴき一緒でなくちゃね‼︎
仲良しかえるたちの、心温まるミュージカル・ア
ニメ！

第１話　10 ＋ 1 ぴきのかえる
第２話　ぎろろんやまと 10 ぴきのかえる

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／間所ひさこ　絵／仲川道子（ＰＨＰ研究所刊）
Ⓒ 2006 間所ひさこ・仲川道子／ＰＨＰ研究所／東映ビデオ／東北新社

ぞくぞく村のオバケたち②
ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。

「ちびっこおばけグー・スー・ピー」＆「小鬼の
ゴブリン」を収録。

第１話　ちびっこおばけグー・スー・ピー
第２話　小鬼のゴブリン

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

ぞくぞく村のオバケたち④
ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。

「妖精レロレロ」＆「とうめい人間サムガリー」を
収録。

第１話　妖精レロレロ
第２話　とうめい人間サムガリー

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

ぞくぞく村のオバケたち⑥
ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。

「雨ぼうずピッチャン」＆「魔女のオバタンの使い
魔」を収録。

第１話　雨ぼうずピッチャン
第２話　魔女のオバタンの使い魔

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

ねずみくんのチョッキ①
第１話　ねずみくんのチョッキ
第２話　りんごがたべたいねずみくん
第３話　コップをわったねずみくん
第４話　また！ ねずみくんのチョッキ
第５話　ねずみくんのブランコ
第６話　ねみちゃんとねずみくん

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■６話収録／計38分　■〔C#7499〕

原作：作／なかえよしを　絵／上野紀子（ポプラ社刊）
Ⓒ 2006 なかえよしを・上野紀子／ポプラ社／東映ビデオ／東北新社
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ぼくは王さま
ようこそ！「王さま」ワールドへ！
沢山のお城の仲間たちが繰り広げるワクワクほの
ぼの…楽しいアニメ。
第１話　おしゃべりなたまごやき
第２話　王さまタクシー
第３話　たまごがいっぱい
第４話　たんじょう日のプレゼント

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■４話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／寺村輝夫　絵／和歌山静子（「ぼくは王さまシリーズ」理論社刊）
Ⓒ 2006 寺村輝夫・和歌山静子／理論社／東映ビデオ／東北新社

からすのパンやさん／どろぼうがっこう
●からすのパンやさん
　ねってまるめて、ほんわかこんがり。
　おいしいパンのできあがり！

●どろぼうがっこう
　ぬき足、さし足、しのび足、
　どろぼう学校のはじまりだ！

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作／かこさとし（偕成社刊）
Ⓒ 2006 かこさとし／偕成社／東映ビデオ／東北新社

きょうしつはおばけがいっぱい／ぼくはゆうしゃだぞ
●きょうしつはおばけがいっぱい
　おばけやしきの中は、ホンモノのおばけたちで
　いっぱい⁉︎

●ぼくはゆうしゃだぞ
　テレビゲームの世界に行って、
　モンスター相手に大活躍⁉︎

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計45分　■〔C#7499〕

原作：作／さとうまきこ　絵／原ゆたか（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 さとうまきこ・原ゆたか／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

うしろのせきのオチアイくん
うしろの席のオチアイくんは、いつもいじわる。

「うしろのせきは、コワイ！」＆「ドッジボール対決」
を収録。

第１話　うしろのせきは、コワイ！
第２話　ドッジボール対決

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計46分　■〔C#7499〕

原作／武田美穂（ポプラ社刊）
Ⓒ 2006 武田美穂／ポプラ社／東映ビデオ／東北新社

ちびねこチョビ／ちびねこコビとおともだち
「魔女の宅急便」の原作者・角野栄子が贈る
いたずらが大好きなちびねこのお話。

●ちびねこチョビ

●ちびねこコビとおともだち

東映 V キッズシリーズ

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■２話収録／計40分　■〔C#7499〕

原作：作／角野栄子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 角野栄子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社
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新学習指導要領に準拠した、小学校社会科の新シリーズ。
最新の映像、的確な構成で、社会の中の様ざまな事象を
紹介します。余計なものは加えない、とことん映像の力で
見せていく、社会科教材の王道をいくシリーズです。

監修：東京都台東区立金竜小学校 校長　古谷尚律

なぜなに社会科 映像資料集
DISC 1　飲料水・電気

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■３タイトル＋映像クリップを収録
■2018年　■〔C#1620〕

社会　映像資料

知りたい！ 知りたい！ 浄水場浄水場
河川水から飲み水を作り出す浄水場。近年とくに重視されている
安全対策など最新の状況をふまえながら、水をきれいにする仕
組み、そこで働く人びとの努力を紹介します。関連してダムや取
水ぜきも取り上げ、飲料水の安定供給を担う大切な役割に気づか
せます。 （11分）

知りたい！ 知りたい！ 火力発電所火力発電所
現在、日本の電力の大部分を担う火力発電所。ＬＮＧタンカーの
入港から、進歩した発電の仕組み、変電所の役割まで、電気が
届けられるまでの流れを紹介。東日本大震災時の対応など、電
気の安定供給のため責任感を持って働く人びとの熱い思いが伝わ
ります。 （11分）

知りたい！ 知りたい！ 自然エネルギーを使った発電自然エネルギーを使った発電
東日本大震災以後、さらに注目を集めている、自然エネルギー
を使った発電。水力・太陽光・風力・地熱、それぞれの発電所
を取材した映像で仕組みを分かりやすく紹介します。優れた点だ
けではなく課題とされる点も取り上げ、電力供給の未来を広い
視野で考えさせます。 （14分）

対象単元：４年「飲料水、電気を供給する事業」

なぜなに社会科 映像資料集
DISC 2　ごみ処理・下水道

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■３タイトル＋映像クリップを収録
■2018年　■〔C#1621〕

社会　映像資料

知りたい！ 知りたい！ 清掃工場清掃工場
燃やせるごみを処理するのが清掃工場。大量のごみが集まる、
ごみピット、ごみを焼却炉に投入する巨大なクレーン、進んだ設
備を持つ中央制御室など、清掃工場の仕組みと働く人びとの様
子を丁寧に追いかけます。完成したばかりの最新の清掃工場に
取材しました。 （10分）

知りたい！ 知りたい！ 資源のリサイクル資源のリサイクル
かん・びん・ペットボトルは、分別して出したあと、どのようにし
て資源に生まれ変わるのでしょうか。リサイクルセンターでの入
念な選別作業の様子、そして、かん・びん・ペットボトルが再資
源化される工程を、それぞれのあとを追って具体的に紹介してい
きます。 （13分）

知りたい！ 知りたい！ 下水処理場下水処理場
使ったあとの汚れた水をきれいにして自然に返す、大切な役割を
果たしているのが下水処理場です。微生物を利用した処理、取
り除いた汚泥の行方など、下水処理場の仕組みと、そこで働く
人々の様子を、余すところなく伝えます。 （12分）

対象単元：４年「廃棄物を処理する事業」
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なぜなに社会科 映像資料集
DISC 3　食料生産

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■4タイトル＋映像クリップを収録
■2019年　■〔C#1622〕

社会　映像資料

知りたい！ 知りたい！ 米をつくる農家の仕事米をつくる農家の仕事
種まきから収穫まで米づくりの１年間の様子をていねいに
撮影した映像で、農家の人々の工夫や農業技術の進化に
ついても紹介します。また、農家の方へのインタビューを
通じて、自然との向き合い方や米づくりにこめた思いなど
を伝えます。 （16分）

知りたい！ 知りたい！ 野菜をつくる農家の仕事野菜をつくる農家の仕事
野菜づくりは、それぞれの産地の特色を生かして行われ
ています。レタスづくりがさかんな地域の農家をたずね
て、野菜づくりの流れを取材しました。気候や収穫時期
に合わせた農家の人々の工夫をわかりやすく紹介します。
 （11分）

知りたい！ 知りたい！ 酪農家の仕事酪農家の仕事

知りたい！ 知りたい！ 漁港のやくわり漁港のやくわり

乳牛を育て、牛の乳を生産する酪農家。酪農の仕事の
１日の流れを紹介し、おいしく安全な牛乳を生産するため
の工夫と努力を伝えます。そして、命をあつかう仕事なら
ではの酪農家の思いを紹介し、その大切さについても考え
させます。 （13分）

水産業の基地として、大切な役割を果たしている漁港。
卸売市場での入札や水揚げ作業、漁の様子を取り上げ、
様々な人やモノが集まってくる漁港の役割を中心に、活気
あふれる水産業の様子を紹介します。 （12分）

対象単元：５年「我が国の食料生産」「食料生産に関わる人々」
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使った後の水をきれいにする下水処理場。そ
の過程で出る汚泥の処理や、資源としての再
利用についても紹介。水の循環を理解させ、
使った水はきれいにして自然に返す必要性を
教えます。
■9分　★文部科学省選定

下水処理場を見てみよう
ごみの中で最も多いのが可燃ごみです。その
焼却処理を行う清掃工場を紹介します。また、
埋立処分場や、熱利用を行っている施設も取
材しました。ごみを減らす大切さに気付かせ
ます。
■9分　★文部科学省選定

清掃工場を見てみよう

ダムと取水堰は、水道水を確保するための大
切な施設です。それらのはたらき、また普段
は目にできない様々な仕事や施設を紹介し、
私たちのもとへ水が送られてくる道筋を理解
させます。
■9分

ダムと取水ぜきを見てみよう
きれいで安全な水を作り出す浄水場。川の水
がきれいにされていく過程を紹介します。水
質検査室や高度浄水処理施設など興味深い
映像を通し、浄水場の役割と水の大切さに気
付かせます。
■8分　★文部科学省選定

浄水場を見てみよう

交番の仕事、交通管制センターや交通安全教
室、通信指令室の様子を、具体的な映像で分
かりやすく紹介します。安全なくらしが警察の
人びとの努力に支えられていることに気付かせ
ます。
■9分　★文部科学省選定

警察の仕事を見てみよう
私たちのくらしを火事から守るため、消防署の
人々は日夜努力を重ねています。通常の見学
ではなかなか見ることのできない場面も盛り
込み、消防署の人びとの努力を深く印象付け
ます。
■10分　★文部科学省選定

消防署の仕事を見てみよう

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■6タイトル収録
■計54分　■2005年　■〔C#2007〕

■ 警察の仕事を見てみよう ■ 消防署の仕事を見てみよう
■ ダムと取水ぜきを見てみよう ■ 浄水場を見てみよう
■ 下水処理場を見てみよう ■ 清掃工場を見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 2

安全・健康なくらしを支える

毎朝活気あふれる卸売市場。マグロの卸売を
例に紹介します。子どもたちがなかなか目にす
ることのできない場面やインタビューも交え、
市場に働く様々な人びとの役割を理解させま
す。
■9分　★文部科学省選定

市
い ち ば

場を見てみよう
くらしに欠かせない郵便の仕事。郵便物はど
のように私たちへ届けられるのでしょう。機
械などの進んだ仕組みとともに、手作業での
区分や配達など、郵便局の様子を分かりやす
く紹介します。
■9分

郵便局を見てみよう

子どもたちにも身近なスーパーマーケット。売
り場の裏側には、普段目にできない様々な仕
事があります。インタビューを交え、スーパー
マーケットを支える人びとの努力と工夫を伝え
ます。
■9分　★文部科学省選定

スーパーマーケットを見てみよう
比較的規模の小さな「町のパン工場」を取材
しました。食パンが作られる工程を中心に、
パン作りの流れを丹念に紹介します。職人さ
んの熟練した技やパン作りへの熱意を伝えま
す。
■9分　★文部科学省選定

パン工場を見てみよう

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■4タイトル収録
■計36分　■2005年　■〔C#2006〕

■ スーパーマーケットを見てみよう ■ パン工場を見てみよう
■ 市場を見てみよう  ■ 郵便局を見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 1

みんなの町ではたらく人びと

小学校教材 社　会
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社　会小学校教材

社
　
会

容器としての長い歴史を持つガラスびんは、
リサイクルしやすく、リユースにも適している
ため近年見直されつつあります。びんのリサイ
クルとリユースの様子を具体的に紹介します。

■10分

びんのリサイクルを見てみよう
年々、使用量が増えるペットボトル。かつては
焼却・埋立てされていましたが、近年リサイク
ルのための環境が整ってきました。工場の様
子を中心に、リサイクルの様子を具体的に紹
介します。
■8分

ペットボトルのリサイクルを見てみよう

ガスは、くらしを支える大切なエネルギーの
ひとつです。私たちの家庭までガスを安全確
実に届けるための様々な施設と、そこで働く
人びとの努力と工夫の様子を伝えます。

■11分

ガス会社の仕事を見てみよう
くらしから出る空き缶は、どのようにリサイク
ルされるのでしょうか。選別作業に始まり、
資源として生まれ変わる様子を紹介していき
ます。リサイクルの現場を具体的に理解させ
る内容です。
■10分

かんのリサイクルを見てみよう

日本の電力供給の中心である火力発電所。発
電のしくみや、通常見学できない場面を紹介
します。進化し続ける火力発電所の現在と、
そこに働く人びとの努力と熱意を伝えます。

■10分　★文部科学省選定

火力発電所を見てみよう
原子力発電所では、一度事故が起これば取り返しのつかない大きな
被害が生じます。発電のしくみや、そこで働く人びとの姿を伝えます。
※ 2004 年 12 月に取材した内容を基に構成しています。

■11分

原子力発電所を見てみよう

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■6タイトル収録
■計60分　■2005年　■〔C#2008〕

■ 火力発電所を見てみよう ■ 原子力発電所を見てみよう
■ ガス会社の仕事を見てみよう ■ かんのリサイクルを見てみよう
■ びんのリサイクルを見てみよう ■ ペットボトルのリサイクルを見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 3

エネルギーと環境

漁業を支える漁港。岸壁での水揚げ作業に始
まり、市場の様子、製氷工場、冷凍庫などの
施設、そしてこれら漁港の施設全体を管理運
営している漁業協同組合の役割などを紹介し
ます。
■8分

漁港のやくわりを見てみよう

果物生産の例として、梨をつくる農家の様子
を紹介します。長期間にわたる取材をもとに、
一年間の農作業の様子を紹介。良い梨を作る
ための努力と工夫を具体的に理解できる内容
です。
■10分　★教育映像祭優秀作品賞

なしをつくる農家の人びと
畜産業の例として、乳牛を飼育する酪農家で
毎日欠かさず行われる作業の様子を紹介しま
す。生きものを相手にする仕事ならではの努力
と工夫、そして喜びを感じさせる内容に構成
しました。
■10分

酪農家の仕事を見てみよう

米どころ庄内平野に取材し、稲作の様子を季
節を追って紹介します。昭和３０年代の農作
業の映像も挿入し、日本の食生活を支える稲
作農家の人びとの努力と工夫の様子を実感で
きる内容です。
■9分　★文部科学省選定

米をつくる農家の人びと
キャベツ農家に取材し、野菜を作る農家の仕
事を紹介します。仕事の流れを理解させるだ
けではなく、自然とともに生きる農家ならでは
の苦労や喜びの気持ちが実感的に伝わってき
ます。
■10分

キャベツをつくる農家の人びと

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■5タイトル収録
■計47分　■2005年　■〔C#2009〕

■ 米をつくる農家の人びと  ■ キャベツをつくる農家の人びと
■ なしをつくる農家の人びと ■ 酪農家の仕事を見てみよう
■ 漁港のやくわりを見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 4

食料生産にたずさわる人びと
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小学校教材 社　会

社
　
会

私たちのくらしに欠かすことのできないニュー
ス番組。ニュース番組がつくられる過程を通
し、普段なかなか目にすることのできないテ
レビ局の仕事を、臨場感あふれる映像で紹介
します。
■10分

ニュース番組をつくる人びと
古い歴史を持ちながら、現在も中心的なメディ
アである新聞。記者の取材、記事を完成させ
るデスク、正確さを要求される紙面作成の作
業など、新聞が作られる現場の様子を伝えま
す。
■11分

新聞社の仕事を見てみよう

食料品工業の例として、製菓工場でカカオ豆
がチョコレートに姿を変えていく様子を捉えま
した。生産ライン、商品検査や衛生管理の様
子など、食料品工業での努力と工夫を紹介し
ます。
■8分

お菓子の工場を見てみよう
日本の産業を支えるトラック輸送。大量の荷
物を早く確実に運ぶ工夫を探ります。荷物が
目的地に届くまでの流れを具体的に紹介し、
トラック輸送にたずさわる人びとの努力を伝え
ます。
■10分

トラック輸送を見てみよう

産業の基盤となる鉄を作り出す製鉄所。高炉
で真っ赤に溶けた鉄が生み出され、圧延を経
て多彩な鉄鋼製品となる工程を紹介します。
製鉄所を支える技術と人びとの熱意を伝えま
す。
■10分

製鉄所を見てみよう
身近な工業製品である自動車。すすんだ技術
により生産される様子を紹介します。インタ
ビューなどを交え、働く人びとの努力と工夫
が生産や開発に生かされていることに気付か
せます。
■10分

自動車工場を見てみよう

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■6タイトル収録
■計59分　■2005年　■〔C#2010〕

■ 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
■ ニュース番組をつくる人びと ■ 新聞社の仕事を見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 5

工業と情報通信

私たちのくらし、そして政治のあり方の基盤と
なっているのが日本国憲法です。町の中の様々
な施設や人を紹介することで、憲法とくらしの
関わり、憲法の大切さに気づかせます。

■11分

私たちのくらしと憲法のかかわり

市役所の仕事は私たちのくらしのあらゆる場
面に関わり、その内容は実に様々です。くら
しを支える公共の仕事とはどういうものか、
具体的な映像と多彩なインタビューで分かり
やすく紹介します。
■12分

市役所の仕事を見てみよう
私たちのくらしに最も身近な政治の中心、そ
れが市議会です。議会の役割とは何か、どの
ように話し合いが行われるのかを、実際の市
議会を取材した映像と議員へのインタビュー
で紹介します。
■12分

市議会のようすを見てみよう

■DVD 60,000円（税込 66,000円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■3タイトル収録
■計35分　■2010年　■〔C#2011〕

■ 市役所の仕事を見てみよう ■ 市議会のようすを見てみよう
■ 私たちのくらしと憲法のかかわり

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 6

政治のはたらき

みるみる社会科ＤＶＤ ■ＤＩＳＣ１〜６ 全巻セット 360,000円（税込 396,000円）　㊫ 180,000円（税込 198,000円）
   ■〔C#2005〕
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社　会小学校教材

社
　
会

社会　歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史

監修：市民のための人権大学院／じんけん SCHOLA 共同代表　上杉聰
　　　京都教育大学 名誉教授・鳥取環境大学 名誉教授　外川正明

■ 解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版と中学生以上版を同時収録

新しい研究の成果と教科書記述の変化をふまえ、新たに見
いだされた豊かな史料を積極的に活用して、映像化するこ
とで、教科書に基づいて授業を進める場合の補助教材、あ
るいは社会啓発を深める場合の学習教材として作成しまし
た。とくに、若い世代の先生や担当の方々が、初めて「人権
の歴史」を取り上げる場合、その基礎理解にも役立つよう
工夫しました。さらに授業実践や啓発を深めるための参考
資料も、文字データとしてできるだけ多く添付しました。

第６巻 日本国憲法と部落差別

第７巻 水平社を立ちあげた人々
　　　　ー人間は尊敬すべきものだー

日本の人権の歴史を大きく変えた水平社
創立の背景や、創立大会の様子、そこに
参加した人々の想いを、現地や関係者を
訪ねて取材し、明らかにしました。自分
たちの力で差別をなくそうと立ち上がった
人々の姿から学ぶことにより、いま何をな
すべきか問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,180円（税込 19,998円）
■字幕版付き　■小学生版17分／中学生以上版17分
■2020年　■〔C#6631〕

第８巻 ひとと皮革（かわ）の歴史
「ひと」は、動物の「いのち」と深く関わっ
て生きてきました。ひとの歴史とは、他の

「いのち」と深くつながる歴史です。この
ＤＶＤでは、皮革製品の製造過程を取材
した貴重な映像を通して、部落差別の愚
かさや「いのち」の大切さを考えさせる教
材としました。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,180円（税込 19,998円）
■字幕版付き　■小学生版19分／中学生以上版19分
■2020年　■〔C#6632〕　★教育映像祭優秀作品賞

だれひとりとして「差別されない」と明記
された「日本国憲法」こそが真の「解放令」
であることを伝え、「差別を黙って見過ごし
てはならない」ことを、いま改めて憲法の
意義とともに問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版17分／中学生以上版17分
■2017年　■〔C#6630〕

第５巻 渋染一揆を闘いぬいた人々
江戸時代末期の岡山藩で起きた渋染一
揆。このＤＶＤでは地元の方々の協力を得
て現地を取材。原典資料を詳細に分析し、
渋染一揆の経過を丁寧に追いかけました。
人としての尊厳をかけ、知恵と力を合わせ
て闘った人々から、いま学ぶべきことは何
かを問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版18分／中学生以上版18分
■2017年　■〔C#6629〕

第３巻 近代医学の基礎を築いた人々
江戸時代末の日本で発展した近代医学。
その礎を築いたのは、科学的に物事を見
つめた医師たちと、差別された身分の人々
でした。歴史的事実を通し、人として正し
い見方・生き方とは何かを問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版17分／中学生以上版17分
■2015年　■〔C#6597〕

第１巻 東山文化を支えた「差別された人々」
銀閣寺や龍安寺の庭園などをつくったの
は、実は「河原者」であったという歴史
的事実。「河原者は差別を受けていたにも
かかわらず偉大な芸術家になった」という
事実を丁寧に描いた教材です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版16分／中学生以上版16分
■2014年　■〔C#6595〕　★教育映像祭優秀作品賞

第２巻 江戸時代の身分制度と差別された人々
中世に始まった全ての身分が、居住地や
税制、戸籍などで身分を固定され、江戸
時代に「制度化」されたことを分かりやす
く解説し、積極的に新しい図式を提示しま
した。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版15分／中学生以上版15分
■2014年　■〔C#6596〕

第４巻 明治維新と賤民廃止令
明治維新の契機となった闘いには、差別
されていた人々も立ち上がりました。しか
しその後の「解放令」と呼ばれてきた布
告に「差別からの解放」という意図がなかっ
たのはなぜか。新たな視点で問いかけま
す。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■小学生版18分／中学生以上版18分
■2015年　■〔C#6598〕
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小学校教材　理 科

理
　
科

実際の観察が難しい天体の学習。それを補う映像教材には、「実
物を見せること」が求められます。だから、このシリーズの映像は、
ほとんどが実写。安易なＣＧやイラストはありません。天体の実
際の動き、本物の星空を見せることにこだわった理科教材です。

小学理科

天体ＤＶＤ
［全４巻］ 監修：日本学校視聴覚教育連盟 元会長　湯地和夫

解説編①　かげはどこにできるのでしょうか
さまざまな影の観察を通して、太陽の位置と影
のでき方の関係性に気づかせます。 （３分）

解説編②　太陽の動きを調べよう
地面に立てた棒の影の位置の変化から、太陽の
動き方を理解させます。 （４分半）

解説編③　日なたと日かげのちがい
日なたの地面と日かげの地面を比較し、温度の
変化を中心にその違いに気づかせます。 （４分）

観察手順　太陽を観察するときの注意 （２分）
観察手順　方位じしんの使い方 （２分）
観察手順　温度計の使い方 （２分半）
資料映像　高いところから見た雲のかげ （１分）
資料映像　ぼうのかげの動き （１分半）
資料映像　太陽の一日の動き （１分）

理科　天体

小学理科 天体 ＤＶＤ
DISC 1　かげのでき方と太陽の動き ■対象単元：３年「太陽と地面の様子」

■収録分数：計21分

解説編①　月の動き方
月の動き方の観察方法や、半月と満月それぞれ
の動きをとらえた映像を示します。 （５分半）

解説編②　星の色や明るさ
星は、それぞれ、明るさや色が異なることを、
特徴的な星を例に挙げて解説します。 （４分）

解説編③　星の動き方 〜夏の大三角で観察しよう〜
夏の大三角の観察を通して、星が並び方を変え
ずに動いていることを示します。 （３分半）

解説編④　星の動き方 〜オリオン座で観察しよう〜
この学習が冬期に行われる場合に対応し、オリ
オン座を例に挙げて解説しています。 （３分半）

観察手順　月の位置の調べ方 （３分）
観察手順　星座早見の使い方 （３分）
資料映像　時間をちぢめて見た半月の動き （１分）
資料映像　時間をちぢめて見た満月の動き （１分）
資料映像　時間をちぢめて見た三日月の動き （１分）
発展学習　いろいろな月の形 （１分半）
発展学習　星の色がちがうのは なぜ？ （２分）
発展学習　それぞれの方位の星の動き （２分）

理科　天体

小学理科 天体 ＤＶＤ
DISC 2　月や星の動き方 ■対象単元：４年「月と星」

■収録分数：計31分
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理　科小学校教材

理
　
科

解説編①　夏の星座
夏の大三角を中心に、はくちょう座・さそり座・
天の川など、夏の星座と星空の様子を紹介しま
す。また、北斗七星をとりあげ、北の空の星の動
きにも触れています。 （５分半）

解説編②　冬の星座
冬の大三角・オリオン座・おうし座など、冬の星
空を彩る代表的な星座、さらにオリオン大星雲
やプレアデス星団の姿も紹介。夏と冬では見える
星座が異なることにも気づかせます。 （５分）

解説編③　もっと知ろう、星の世界
プラネタリウムの楽しさ、そして、天体望遠鏡を
使った天体観測の魅力を伝えます。美しい天体
写真だけではなく、月や惑星を例に天体望遠鏡
での実際の見え方も紹介します。 （３分半）

観察手順　星座早見の使い方 （３分）
観察手順　双眼鏡や天体望遠鏡の使い方 （３分）

理科　天体

小学理科 天体 ＤＶＤ
ＤＩＳＣ ３　夏の星座と冬の星座 ■対象単元：４年「月と星」

■収録分数：計20分

解説編①　月と太陽の観察
特殊なフィルタを使って撮影した太陽の写真や、
クレーターの様子がよくわかる高精細な月面の
写真などを用いて、月と太陽の表面の違いを明
らかにします。 （３分）

解説編②　月の形の見え方
ボールとライトを使った、月の見え方のモデル実
験。そして、日没時に見える月を数日間観察した
実際の映像。両者を対比することで、月の形が
日々変化する理由を理解させます。 （４分半）

観察手順　太陽を観察するときの注意 （２分）
資料映像　いろいろな月の形 （１分半）
資料映像　夕方に見える月の形の変化 （１分半）
資料映像　暗い部分が見える月 （１分）
発展学習　月と太陽の大きさ （２分半）
発展学習　日食の観察 （２分半）

理科　天体

小学理科 天体 ＤＶＤ
ＤＩＳＣ ４　月と太陽 ■対象単元：６年「月と太陽」

■収録分数：計19分

■DVD 各巻 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
■2020年　■〔C#7499〕

単元に沿って学習内容を解説する「解説編」のほか、
観察手順・資料映像・発展的な学習の内容を扱った
映像クリップを収録しています。
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あたたかい季節の生きものたち （７分）

春から夏にかけての、植物や動物の様子を
紹介。ツバメやヘチマの定期的な観察も行い
ます。

天気のようすと気温の変化 （４分）

一日の気温の変化を調べ、気温の変化と天
気との関係を考えていきます。

星の動き （４分）

夏の大三角やハクチョウ座を観察。
ＣＧではなく実際の映像で星の動
きを示します。

さむい季節の生きものたち （７分）

秋から冬にかけての、植物や動物の様子を
紹介。虫たちの冬越しの仕方なども紹介しま
す。

すがたを変える水 （３分）

水たまりが乾く様子の観察などを通して、水
の蒸発や、空気中の水蒸気の存在に気づか
せます。

人の体のつくりとうごき （５分）

段ボールを使ったロボット体験などを通して、
人の体の骨や筋肉、関節の働きに気づかせ
ます。

月の動き （３分）

微速度撮影の映像を効果的に用いて、月の
動きを視覚的に分かりやすく紹介します。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■計33分　■2011年　■〔C#1451〕

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC2 ＤＶＤ小学理科 ４年

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■計29分　■2011年　■〔C#1452〕

種子の発芽に必要なもの （７分）

インゲンマメを使った条件制御実験で、種子
の発芽には何が必要かを分かりやすく示しま
す。

メダカのたまごの成長 （４分）

メダカの雌雄の違いを紹介したのち、卵の中
の様子が変化していく過程を実際の映像で
示します。

植物の成長に必要なもの （４分）

インゲンマメの苗を使った条件制御実験で、
植物の成長と日光・肥料の関係を理解させま
す。

メダカの食べ物 （６分）

メダカがいる池の水を顕微鏡で観察します。
水中の小さな生きものを顕微鏡映像で多数
紹介。顕微鏡の使い方についても解説。

花のつくりと花粉のはたらき （４分）

アサガオを例に花のつくりを紹介。つづいて
花粉の働きを調べる実験を行います。

人のたんじょう （４分）

人が生まれてくるまでの成長の様子を、ＣＧ
や資料写真などで分かりやすく紹介します。

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC3 ＤＶＤ小学理科 ５年①

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■計27分　■2011年　■〔C#1450〕
★教育映像祭優秀作品賞

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC1 ＤＶＤ小学理科 ３年
みじかな生きもののかんさつ （４分）

身近な動植物の観察を通して、生物には様々
な色や形、大きさがあることに気づかせます。

ホウセンカをそだてよう （6 分）

ホウセンカを種から育て、育ち方の順序を丹
念に紹介します。植物の体のつくりについて
も触れます。

こん虫のそだち方 （5 分）

モンシロチョウとコオロギを例に昆虫の育ち
方を紹介。変態の仕方に違いがあることに気
づかせます。

太陽の動きとかげの向き （4 分）

微速度撮影の映像などを用いて、太陽の動
きと日陰の位置の関係に気づかせます。

こん虫のからだのつくり （４分）

チョウやバッタなどで昆虫の体のつくりの共
通性を示し、ダンゴムシなど昆虫以外の虫も
紹介します。

日なたと日かげのちがい （4 分）

地面の温度の測定などを行い、日なたと日
陰の地面の違いや太陽との関係について考え
ていきます。

■DVD ７巻セット 420,000円（税込 462,000円）  ㊫ 210,000円（税込 231,000円）
■〔C#1457〕

学習指導要領に準拠した、小学校理科の映像教材シリーズです。
単元ごとに必要な内容をまとめた映像は各２～7 分とコンパクト。
授業の流れを損なうことなく便利に活用いただけます。
監修：日本学校視聴覚教育連盟 元会長　湯地和夫全７巻

小学校教材 理　科

理
　
科
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■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■計30分　■2011年　■〔C#1454〕

呼吸のしくみ （４分）

呼気と吸気の違いを調べる実験や、レントゲ
ンの映像などで、呼吸の働きについて考えて
いきます。

植物がつくる養分 （５分）

インゲンマメの葉を使った実験で、でんぷん
のでき方と日光の関係を調べます。

消化と吸収 （５分）

内視鏡やレントゲンの映像、だ液の働きを調
べる実験などで、人の体の消化と吸収の働き
を紹介します。

植物の体の水の通り道 （６分）

食紅水につけたホウセンカの観察、葉の蒸
散を確かめる実験などを行います。

血液の流れと心臓 （３分）

実際の血流を捉えた映像やＣＧなどを用い
て、血液の流れと心臓の働きを紹介します。

水・空気・食べ物と生物のかかわり （７分）

人や動植物が、水・空気・食べ物を通して深
く関わりあって生きていることを理解させま
す。

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC5 ＤＶＤ小学理科 ６年①

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■計21分　■2011年　■〔C#1455〕

地層の観察 （３分）

さまざまな地層の観察などを通して、地層の
構造やその広がりに気づかせます。

火山の活動や地震による土地の変化 （５分）

空から見た火山や被災地の映像などを通し
て、火山の活動や地震と土地の変化の関係
を解説します。

水のはたらきでできた地層 （５分）

礫や砂、化石などを手がかりに、流れる水の
働きによってできた地層について解説します。

月の形が変わるしくみ （２分）

月の観察やモデル実験を通して、月の形が日
によって変わって見える理由を考えていきま
す。

火山のふん火でできた地層 （３分）

火山の噴火によってできた地層を調べ、地層
に含まれる火山灰の観察などを行います。

月と太陽の観察 （３分）

月を観察し、クレーターなど表面の様子を紹
介。太陽との違いにも気づかせます。

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC6 ＤＶＤ小学理科 ６年②

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■計19分　■2011年　■〔C#1453〕

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC4 ＤＶＤ小学理科 ５年②

流れる水のはたらき （４分）

雨水が流れたあとの地面の観察や、土山に
水を流すモデル実験を行い、流れる水の働
きを紹介します。

雲の動きと天気の変化 （４分）

一日の雲の量や動きと天気の変化の関係を
探り、気象に対する興味を持たせます。

川のようす （６分）

実際の川で実験や観察などを行います。川
の流れの働きや、上流と下流の違いなどに気
づかせます。

天気の予想と台風 （５分）

数日間の天気の変化や台風について調べ、
天気の変化の規則性や気象情報の活用につ
いて考えさせます。
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ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC7 ＤＶＤ小学理科　物質・エネルギーの実験

【物と重さ】
・ もののおもさをしらべよう  110秒
【磁石の性質】
・ どんなものがじしゃくにつくだろうか  140秒
・ じしゃくとじしゃくを近づけると？  80秒
・ じしゃくについた鉄くぎはどうなるだろうか  80秒
【電気の通り道】
・ かん電池と豆電球をつなごう  100秒
・ どんなものが電気を通すだろうか  110秒

【物の溶け方】
・ 食塩を水にとかすと重さはどうなるか  100秒
・ 食塩は水にどこまでとけるだろうか  140秒
・ ホウ酸は水にどこまでとけるだろうか  80秒
・ とけ残った食塩やホウ酸をとかすには？  150秒
・ とかしたもののとり出し方  110秒
【振り子の運動】
・ ふりこが１往復する時間を調べよう  140秒
・ ふりこが１往復する時間を変えるには？  150秒
【電流の働き】
・ 電磁石のはたらき  60秒
・ 電磁石を強くするには？  140秒
・ 電磁石のＮ極とＳ極を調べよう  80秒

・ おんど計の使い方  100秒
・ アルコールランプの使い方  100秒
・ ガスバーナーの使い方  90秒
・ けん流計の使い方  50秒
・ 上皿てんびんの使い方  130秒

【燃焼の仕組み】
・ ふたをしたびんの中では、なぜ火が消えるのか  80秒
・ 底を切りとったびんで調べてみよう  90秒
・ ものの燃え方と酸素  120秒
・ ものが燃えたときに起こる変化（石灰水で調べる）  110秒
・ ものが燃えたときに起こる変化（気体検知管で調べる）  170秒
【水溶液の性質】
・ リトマス紙を使って水よう液を区別しよう  110秒
・ アルミニウムに塩酸をつけると？  90秒
・ 金属が水よう液にとけるかどうか調べよう  80秒
・ 炭酸水を作って調べよう  110秒
【てこの規則性】
・ 実験用てこがかたむくときのきまり  110秒
・ おもりの重さを変えるとどうなるだろうか  140秒

【空気と水の性質】
・ とじこめた空気をおしてみよう  100秒
・ とじこめた水をおしてみよう  70秒
【金属，水，空気と温度】
・ 空気の温度とかさの変化  90秒
・ 水の温度とかさの変化  80秒
・ 金ぞくの温度とかさの変化  90秒
・ 水のあたたまるようす  50秒
・ 金ぞくのあたたまるようす  130秒
【電気の働き】
・ 直列つなぎとへい列つなぎ  120秒
・ 光電池のはたらきを調べよう  70秒

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）　■41クリップ収録／約70分　■2011年　■〔C#1456〕

３年

５年

実験器具の使い方

４年

６年

宇宙のひみつがわかるえほん

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■２話収録／各話12分　■2020年　■〔C#6106〕

第１話：なぜ、星は光っているの？
夜空の星はなぜ光っているんだろう？ 星が光る秘密を探る
ため、仲良し３人組は宇宙に飛び出した！
第２話：宇宙人は、ほんとうにいるの？
生き物がどうやって誕生したのか探るため海の底へ！ そし
て、宇宙人を探し出すために惑星や衛星を巡ります。

理科　アニメーション

■DVD 98,000円（税込 107,800円）
※本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■39分　■2013年　■〔C#7499〕
★教育映像祭優秀作品賞・映文連アワード2013文部科学大臣賞

祖父の死をきっかけに、はるかは
子どもの頃聞いた宇宙の話を思い
出す。宇宙ではじめて生まれた星。
星は輝きながら新しい原子を生み
出し、それが星の死によって宇宙に
広がって行った。そして何十億年も
の時間の末、太陽と地球が生まれ、
いのちが誕生する舞台が作られた。
はるかは、思い出を辿るうちに、そ
の話に込められた祖父の想いに気
づき始めるー。

理科　科学ドラマ

Eternal Return
－いのちを継ぐもの－
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小学校教材　道 徳

道
　
徳

いじめ 心の声に気づく力

小学校中・高学年向けの、いじめ防止教材ドラマです。
一見、ふざけ合いや遊びに見える行為も、相手が苦痛を感
じていれば、それはいじめです。子供たちがドラマに登場
するいじめの被害者・加害者・傍観者の立場に自分を置
き換えて視聴することで、いじめ行為を受けたクラスメイト
の本当の気持ちに気づく力を養い、傍観者にならず、解決
のために行動しようとする意識を持つことをねらいとしてい
ます。

道徳　ドラマ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■19分　■2018年　■〔C#0118〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

クラスの大多数を占めるであろう傍観者
がいかにして“いじめの構図”を崩せるか
という視点を中心に、クラス全体で話し
合うために活用いただけるドラマ形式の
教材です。
原案：ホームページ「いじめと戦おう！～対策と克服法～」
監修：玉聞伸啓（ホームページ「いじめと戦おう！」管理人）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書付き
■21分　■2012年　■〔C#2614〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

道徳　ドラマ

小学生篇 いじめと戦おう！
私たちにできること

「ぼくが忘れない
この絵は消えることのない記憶」

認知症の症状をわかりやすく表現し、立場や環境
が違う人を思いやる心をもつことの大切さを学ん
でもらうために制作されたドラマ作品です。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
■字幕版付き
■30分　■2017年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

永遠の記憶
〜認知症を知る〜

道徳　ドラマ

おはよう！ ゴミありませんか？
●低学年向け／ドラマ
●指導内容：勤労・公共の精神
清花は、団地に住む小学２年生。ある朝、
ゴミ出しの途中で疲れて階段に座り込ん
だ、上の階に住むおばあさんを見つけま
す…。

■14分　■〔C#0714〕
★教育映像祭優秀作品賞

道徳　ドラマ／ドキュメンタリー

同級生は外国人
●中学年向け／ドラマ
●指導内容：相互理解・寛容
直人のクラスに、日系ブラジル人のニコ
ラスが転校して来ます。サッカーが上手
ですぐに仲良くなりますが、徐々にクラス
メイトと溝ができてきて…。

■12分　■〔C#0715〕
★教育映像祭優秀作品賞

■DVD 各巻 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／学習指導案・ワークシート付き　■2017年 

■DVD 3巻セット 180,000円（税込 198,000円）　㊫ 90,000円（税込 99,000円）　■〔C#0717〕

義足がくれたもの
●高学年向け／ドキュメンタリー
●指導内容：よりよく生きる喜び
義肢装具士の臼井さんが作った、陸上ク
ラブ「ヘルスエンジェルス」には、病気や
ケガで足を失った人たちが、今日も元気
に集まります…。

■15分　■〔C#0716〕
★教育映像祭最優秀作品賞

こころを育てる映像教材集 全３巻
学習指導要領に準拠した道徳の指導内容を
10〜15分の短いドラマやドキュメンタリー
として構成。子供達を飽きさせずに、自然に
考えを引き出し、養うことができます。
監修：宇都宮大学 准教授　和井内良樹

道徳教材

ネット上の誹謗中傷が大きな社会問題になっている今、小
学生のうちからインターネットの特徴や誹謗中傷の実態を
学ぶことは大変重要です。この教材では、実際に誹謗中傷
の被害に遭い、現在も被害を受け続けているスマイリーキ
クチさんの例をもとに解説。ネットの誹謗中傷の被害者に
も加害者にもならないためにどうすればよいのか、視聴し
た小学生が自分自身で考えるきっかけとなるインターネット
リテラシー教材です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■16分　■2021年　■〔C#1055〕

スマイリーキクチと考える
インターネットの正しい使い方

最新作
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今日、いじめ・不登校・青少年犯罪の凶悪化・
低年齢化などの問題が課題となっています。こ
の作品は、友だちの心の声に耳を傾け、相手の
考えや気持ちを尊重し、本当の思いやりとは何
かを考えさせます。

■Blu-ray 68,000円（税込 74,800円）
　　 DVD 50,000円（税込 55,000円）
■字幕版付き
■24分　■2013年　■〔C#7499〕

友だちの声が聴こえる？
本当の思いやり

道徳　ドラマ

ある家族の姿を描きながら、身近にある偏見や
差別に目を向け、人権への理解を深めると共に、
誰もが幸福に生きていく権利を持っていることを
教えます。

■Blu-ray 68,000円（税込 74,800円）
　　 DVD 50,000円（税込 55,000円）
■字幕版付き
■19分　■2012年　■〔C#7499〕

マザーズ ハンド
お母さんの仕事

道徳　ドラマ

私たちにとって当たり前の存在である言葉。その
言葉の大切さと、使い方次第で言葉が人を傷つ
ける刃物のようになってしまうことを、少女美羽
と美羽の家族、美羽の友達との何気ない日常を
通して理解してもらい、言葉の力、使い方をもう
一度考えてもらうきっかけになることを目的に制作
しました。
■DVD 60,000円（税込 66,000円）
■字幕版付き
■20分　■2014年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

ことばの暴力
心を傷つけたひと言

道徳　ドラマ道徳　ドキュメンタリー

回復へのイベントを通じて、自分たちはど
う変わったか、変わらなかったものはなに
か…その問いを持つことから、子どもは心
の傷の回復へ迎えます。被災地の小学生
たちが取り組んだ映画制作と感想を小中
学生の他の子どもたちが視聴し、心の傷
を越えるヒントを話し合います。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■20分　■2014年　■〔C#7499〕

ぼくらの誇り
心の傷とどう向き合うか

ありったけの勇気
道徳　ドラマ

友だちとの関わりや相手の気持ちを考える
ことの大切さ、いじめをなくすためにお互
いに認め合い、本音で話せる関係づくりな
ど、いじめに立ち向かう勇気の大切さを訴
えかけるドラマ作品です。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■字幕版付き
■27分　■2007年　■〔C#7499〕

ひびけ！ 和だいこ
道徳　アニメーション

子どもの権利条約を踏まえ、大人と子ども
の関わり方や子どもの意見表明権に焦点
を当てます。「他人の権利を大切にするこ
とが自分の権利を守ることである」と、視
聴者自身に気づきをもたらします。

■DVD-R 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■22分　■2004年　■〔C#7207〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

子がっぱのかんきちは、村の子どもたち
と大の仲良しでしたが…。かけがえのな
い命が失われ、かっぱの親子を悲劇が襲
いますが、疫病が村に流行したとき、かっ
ぱの母親は村の子どもたちのために、命
がけで妙薬をつくるのでした。かっぱの
親子が織りなす無償の愛の物語。

■DVD 40,000円（税込 44,000円）
■20分　■2012年　■〔C#7499〕

道徳　アニメーション

かっぱのすりばち

他人の作品を真似して、自分の作品のように発表
することが招く災難と、自分自身で作品を生み出
すことの大切さを学んでもらうことを目的に制作さ
れたドラマ作品です。

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
■12分　■2017年　■〔C#7499〕

道徳　ドラマ

わたしのオリジナル
心臓の病気の療養に、夏休みを利用して別荘に
来ていたカノン。一人公園で絵を描いていたカノ
ンは美鈴と出会い仲良くなり、また遊ぼうと約束
をする…。相手の気持ちを思いやって行動するこ
との大切さと、その難しさを学ぶ作品です。

■Blu-ray 85,000円（税込 93,500円）
　　 DVD 65,000円（税込 71,500円）
■字幕版付き
■30分　■2015年　■〔C#7499〕

道徳　ドラマ

大切な瞬
と き

間 カノンと美鈴の夏休み

有名な陶芸師が作った上品な薄手の茶わ
んと、名もない職人が作った厚手の茶わ
ん。殿様が喜んだのはどちらでしょうか。
親切心とは何かを問いかけるお話です。
原作：「殿さまの茶わん」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■DVD 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■16分　■2016年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

道徳　アニメーション

殿さまの茶わん
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認知症の犬しのと、介護猫くぅの、感動の実話を元にしたア
ニメーション。晴（はる）ちゃんの家で仲良く暮らす、くぅとし
の。ある時、しのに認知症の症状が出ます。でも、そばにはい
つもくぅがいました。しのが困ると晴を呼ぶのです。やがて、
しのは起き上がれなくなりますが、それでも、くぅは離れませ
ん。残された時間で精一杯、しのに「大好き」を伝えたかった
のです。けれども、別れのときは近づいていました…。

原作：晴「くぅとしの 認知症の犬しのと介護猫くぅ」（辰巳出版刊）

くぅとしの
ーあなたがそばにいるだけでー

道徳　アニメーション

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／学習指導案・ワークシート付き
■12分　■2020年　■〔C#2860〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

この物語は、学童疎開先ののどかな情景から始まります。
子ども同士の争いはあったりしますが心の底では理解し
合っており、絆が結ばれています。卒業式のために東京に
戻った主人公たちは、3月10日の午前0時過ぎ、東京大
空襲に見舞われます。前半の暖かい日差しのなかの情景と、
後半の激しい空襲のシーンがコントラストとして印象的に描
かれます。戦争を真摯に受け止め、記憶に刻み、次の世
代に引き継ぐための一助となるよう、このＤＶＤをお使いい
ただければと思います。
原作：あおきてつお「虫取りの少年」（『赤い靴はいた』より）

アゲハがとんだ
ー1945・3・10 東京大空襲 ー

道徳　アニメーション

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■20分　■2019年　■〔C#0044〕
★教育映像祭優秀作品賞

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■13分　■2017年　■〔C#2111〕

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクターたち。
時には、それぞれの違いが原因で相手を傷つけたり、自
分なんてダメなんだと悩んだりもします。でも、誰でも苦
手なこともあれば、得意なこともあります。大切なのはお
互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやること。そして
仲間と助け合っていくこと。そんなことを、子供たちが楽
しく学んでいけるアニメーション作品です。

むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

道徳　アニメーション

友だちを泣かせてしまい「ココロを入れかえなさい」と先
生にしかられた小学３年生のひろき。教室をとびだし、長
い廊下を走った末に、迷って入りこんでしまったのは「ココ
ロ屋」＝ウツロイ博士が作り出した、いろいろなココロが
並んでいる店だった…。「ココロ」をテーマに、自分とは何
かを考えさせる、道徳教材として好適のアニメーションで
す。
原作：ココロ屋（文研出版刊）
　作：梨屋アリエ　絵：菅野由貴子

道徳　アニメーション

ココロ屋

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■ワークシート付き
■25分　■2014年　■〔C#2969〕
★教育映像祭優秀作品賞

広島の原爆にまつわる実話を基にした絵
本『いわたくんちのおばあちゃん』をアニ
メ化した、平和教育のためのビデオです。
原爆や戦争の悲惨さを伝え、平和や命の
大切さを強く訴えかけます。
原作：いわたくんちのおばあちゃん（主婦の友社刊）
　　　作：天野夏美　絵：はまのゆか

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■20分　■2009年　■〔C#0114〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

道徳　アニメーション

いわたくんちのおばあちゃん
ぼく、戦争せんけえね

いじめやコンプレックスなど大切なテーマをねず
みくんと一緒に学べる楽しいアニメーション。一
人一人が大切な存在であること、共に生きてい
ることを感じられることを願って制作しました。
原作：作・なかえよしを
　　　絵・上野紀子（ポプラ社刊）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2008年　■〔C#3420〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　アニメーション

ねずみくんのきもち
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■DVD 各巻 40,000円（税込 44,000円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
■DVD 全6巻セット
　　　 230,000円（税込 253,000円）　㊫ 100,000円（税込 110,000円）
※本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■CD-ROM付き（使用方法／指導書／各場面切り出し画像集）
■2014年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定（6作品全て）

①二わのことり 作：久保喬 【低学年向け】 （６分）

②まめたろうがんばれ 作：谷健 【低学年向け】 （７分）

③月の峰の狼 作：川口二三子 【中学年向け】 （１１分）

④ふりだした雨 作：加藤てる緒 【中学年向け】 （９分）

⑤トロヤを自分の手で 作：たかはし壮之 【高学年向け】 （１２分）

⑥野ばら 作：小川未明 【高学年向け】 （１１分）

道徳　アニメーション

道徳・名作シリーズ　全６巻

子どもたちが自ら思考を深めていけるようなストーリーを、
道徳読み物資料集の中から小学校低学年、中学年、高学年
向けと、それぞれの成長期にあわせて選択しています。また、
先生方に向けて、発問の問い方、深め方、子どもとの接し方
などのポイントも指導書の中に表示されています。
監修：日本道徳教育学会 名誉会長
　　　元文部科学省教科調査官 関西学院大学 教授　横山利弘
編集協力：兵庫教育大学大学院 非常勤講師　行本美千子

しらんぷり
いじめ問題をテーマにした、心に訴え
るアニメ作品です。主人公のアキラは、
いじめの傍観者の立場にいます。いじ
めと対峙したアキラの心の葛藤をリア
ルに描き、特に、アキラの心の叫びが
爆発するラストシーンは胸を打ちます。

〔1999 年作品　21 分〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　アニメーション

ぼくの青空
難病の筋ジストロフィー患者である大
久保義人さんの闘病生活を綴った「僕
の青空」が原作です。いのちの応援歌
として、今もなお、私たちの心を打つア
ニメーション作品です。

〔1997 年作品　26 分〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■３タイトル収録　■〔C#1541〕

金色のクジラ
白血病の弟のために自分の骨髄を提供
した兄の、愛と勇気、家族愛と友情の
物語を、ファンタスティックに描いた
名作アニメ。骨髄移植をテーマに、小
さな弟を励ます家族愛と友情の物語で
す。特典映像：合唱曲「金色のクジラ」

〔1994 年作品　25 分〕
★文部省選定・教育映画祭最優秀作品賞

東映教育映像アニメーション名作シリーズ
第１巻　いのちへの讃歌

第１巻
よいと思うことをおこなう
野外活動で公園に出かけた忍たま三人
組が、困っている人を助けたり、行列
でのマナー、ゴミ捨てのルールなどを
体験しながら学んでいきます。良いこと
をするには勇気もいるということを伝え
ます。

〔10 分〕

道徳　アニメーション

第２巻
あたたかい心でしんせつにする
漁船から魚を受け取るというお使いに
出発した忍たま三人組。道中、老女や
少年と出会い、温かい心づかいや親切
な行いを学びます。気持ちよい受け答
えが相手の真心に届くということを伝
えます。

〔10 分〕

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導のポイント（ＰＤＦ資料）付き
■10分×３タイトル収録　■1999年　■〔C#1731〕
★文部省選定

第３巻
きまりを守って協力しあう
約束ごとを忘れて自分勝手に行動して
しまった三人組。食事当番となった日、
とんだ失敗をしてしまいますが、仲間
たちの温かい協力でおいしいカレーが
完成します。周りへの配慮の大切さを
伝えます。

〔10 分〕

忍たま乱太郎のがんばるしかないさ シリーズ
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毎日、機関車に踏まれ傷ついたり、灼熱の太
陽に晒されても身動きさえとれない線路は不
幸な身の上を嘆き悲しむが、慈悲に満ちた月
によって万物の定めが明かされてゆきます。
原作：「負傷した線路と月」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）
■DVD 34,000円（税込 37,400円）　㊫ 17,000円（税込 18,700円）
■15分　■2010年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

国語　アニメーション

負傷した線路と月
有名な陶芸師が作った上品な薄手の茶わん
と、名もない職人が作った厚手の茶わん。殿
様が喜んだのはどちらでしょうか。親切心と
は何かを問いかけるお話です。
原作：「殿さまの茶わん」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）
■DVD 50,000円（税込 55,000円）　㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■16分　■2016年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

国語　アニメーション

殿さまの茶わん

暗く厳しい氷の海で子を失った母あざらし。
深い悲しみの中、風や月のたよりを待ちなが
ら懸命に生きる姿を描きます。親子の愛情や、
大自然の厳しさを教えてくれる物語です。
原作：「月とあざらし」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）
■DVD 33,334円（税込 36,667円）　㊫ 16,667円（税込 18,333円）
■19分　■2008年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

国語　アニメーション

月とあざらし
南の島の親戚の家を尋ねた若い旅人が、その
道すがら体験する夢のような不思議なお話を、
人形アニメーションで制作しました。
原作：「島の暮れ方の話」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■DVD 33,334円（税込 36,667円）　㊫ 16,667円（税込 18,333円）
■10分　■2009年　■〔C#7499〕
★文部科学省特別選定

国語　アニメーション

島の暮れ方の話

■DVD 各巻 34,000円（税込 37,400円）
　　　　 ㊫ 17,000円（税込 18,700円）
■各巻 25分　■2014年　■〔C#7499〕

国語　言語活動

ビジュアル言語活動シリーズ　全５巻
①対話・話し合いをしよう

「聞く」、「話す」、さらに「伝える」際の態度や発
言の仕方など、音声言語活動全般を貫く基本事
項を踏まえながら、対話・話し合いの具体的事
例を紹介していきます。

②協議・討論をしよう
問題解決のためのグループ協議、物事を決める
学級会、異なる意見についての討論会、パネル
ディスカッションを見ながら、よりよい結論を得
る協議・討論の過程を見ていきます。

④読んで伝えよう　【１】目的をもって読む
『本について伝える』という設定のもと、伝える
目的に応じた「読み」と伝える方法の「工夫」を
見ながら、「付けたい力」を意識した「活動的な
読書」を示します。

⑤読んで伝えよう　【２】音読・朗読・群読
言語活動の基礎的な訓練ができる音読と朗読。
学んだ様々な知識、技術が個と集団との調和の
とれた「伝わる」表現を支えている群読。それ
ぞれの違いと読み方を見ていきます。

③スピーチ・説明をしよう
話し合いや討論で培ってきた「話す力、伝える力」
を使った、より説得力あるスピーチや説明を見
ながら、人前で、主として一人で発表する言語活
動について解説しています。

狼
おいのもり

森とざる森、ぬすと森
宮沢賢治はこの作品で、岩手山麓に実
在する森を舞台に、昔の開拓農民の苦
労と自然への畏敬の念を、季節ごとの
労働と景観のなかに美しく描きました。
大自然とともに生きた賢治の、自然を
敬う優しく豊かな心が伝わる佳作です。

〔1996 年作品　19 分〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

国語　アニメーション

瓜
う り

っこ姫とアマンジャク
瓜から生まれた瓜っこ姫と、瓜っこ姫を
育てたおじいさん、おばあさんが、森
の動物たちと力を合わせて、森に棲む
いたずら者のアマンジャクを懲らしめ
る、愉快な民話を原作とするアニメー
ションです。

〔1997 年作品　19 分〕

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■３タイトル収録　■〔C#1542〕

虔
け ん じ ゅ う こ う え ん り ん

十公園林
村の人々に笑われても決して怒らなかっ
た虔十が、人生をかけて愚直に育てた
杉林は町の人々の憩いの場になります。
自然への畏敬、人に尽くすことの喜び、
無償の善意など、賢治が込めたいくつ
もの願いを高らかに歌いあげています。

〔1986 年作品　18 分〕
★文部省選定

東映教育映像アニメーション名作シリーズ
第２巻　楽しい民話と宮沢賢治の世界

国
　
語
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鑑賞した児童が、いじめの加害者・被害者・傍
観者の立場を理解し、自分の身に当てはめて
考えることができるドラマ形式の教材です。ク
ラス全体で話し合うために活用いただけます。
原案：ホームページ「いじめと戦おう！～対策と克服法～」
監修：玉聞伸啓（ホームページ「いじめと戦おう！」管理人）
■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書付き　■21分　■2012年　■〔C#2614〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

特別活動　いじめ防止

小学生篇 いじめと戦おう！
私たちにできること認知症って、なんですか？

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
 ㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■14分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

小学校高学年から中学生を対象とした、認知症を初めて学
ぶための教材です。認知症とは何か、認知症の人とどう接
すれば良いのかを、再現ドラマなどを通して、わかりやすく
解説します。正しい基礎知識をシンプルに伝える、子ども
向けに特化した内容の教材です。
監修：公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事　杉山孝博

特別活動　福祉

ありったけの勇気
特別活動　いじめ防止

友だちとの関わりや相手の気持ちを考えること
の大切さ、いじめをなくすためにお互いに認め
合い、本音で話せる関係づくりなど、いじめに
立ち向かう勇気の大切さを訴えかけるドラマ作
品です。

■DVD 60,000円（税込 66,000円）　㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■字幕版付き
■27分　■2007年　■〔C#7499〕

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■19分　■2018年　■〔C#0118〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

小学校中・高学年向けの、いじめ防止教材ドラマです。一見ふざけ合いや
遊びに見える行為も、相手が苦痛を感じていればいじめです。ドラマに登
場するいじめの被害者・加害者・傍観者の立場に自分を置き換えて視聴
することで、いじめを受けたクラスメイトの本当の気持ちに気づく力を養
い、解決のために行動する意識を持つことをねらいとしています。

特別活動　いじめ防止

いじめ 心の声に気づく力

〔あらすじ〕
涼太たちのグループから、何かとからかわれ、いじられる拓海。それを見て笑っている
生徒もいれば無関心な生徒もいる中、つばさは涼太たちと一緒になって拓海が嫌がる
ことをしてしまう。つばさの親友の翔平は、下校時につばさの行為をとがめる。｢文句
があるなら、あの時みんなの前で言えよ！｣ と言うつばさ。気まずくなる二人。それぞ
れが拓海の思いに気づき、考える。つばさは兄に、翔平は先生に相談する…

特
別
活
動

スマイリーキクチと考える
インターネットの正しい使い方

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■16分　■2021年　■〔C#1055〕

ネット上の誹謗中傷が大きな社会問題になっている今、小学生のうちか
らインターネットの特徴や誹謗中傷の実態を学ぶことは大変重要です。
この教材では、実際に誹謗中傷の被害に遭い、現在も被害を受け続けて
いるスマイリーキクチさんの例をもとに解説。ネットの誹謗中傷の被害
者にも加害者にもならないためにどうすればよいのか、視聴した小学生
が自分自身で考えるきっかけとなるインターネットリテラシー教材です。
　● ある日、突然、殺人犯に
　● 嫌がらせを書き込んだ人ってどんな人!?
　● 解説：インターネットの正しい使い方

特別活動　ネット関連

最新作
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うしわかまるの ゆうかいからじぶんをまもる！
特別活動　安全教育

タイムスリップして現代に来た牛若丸は、
人間に化けた大魔王から何度も誘拐され
そうになります。そこでカラス天狗から、
誘拐から自分を守るためにはどうすればよ
いかを学びます。視聴者の子どもたちに誘
拐の恐ろしさと、自分で自分の身を守る大
切さを伝える内容です。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 28,000円（税込 30,800円）
■11分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

危険から身を守ろう！
大きな地震が起きたとき

特別活動　安全教育

家の中、路上などの場面に分け、大きな
地震が起きたときにとるべき行動を示しま
す。また落下物や転倒物などの危険を取
り除き、安全な環境をつくることの大切さ
にも気づかせます。

■DVD 40,000円（税込 44,000円）
 ㊫ 20,000円（税込 22,000円）
■15分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

危険から身を守ろう！
近所にある危ない場所 〜川やため池、工事現場など〜

特別活動　安全教育

河川やため池など水の事故が起こりやすい
場所、転落の危険がある高い場所、工事
現場など身近な場所を取り上げ、どんな危
険が潜んでいるのかを分かりやすく伝えま
す。

■DVD 40,000円（税込 44,000円）
 ㊫ 20,000円（税込 22,000円）
■12分　■2015年　■〔C#7499〕

危険から身を守ろう！
パソコンやスマホを使うとき

特別活動　安全教育

ＳＮＳやオンラインゲームなどでスマホやパ
ソコンを利用する場面を想定し、架空請
求詐欺や個人情報の漏えいなど、ネット犯
罪の被害に遭わないためのポイントを中心
に解説します。

■DVD 40,000円（税込 44,000円）
 ㊫ 20,000円（税込 22,000円）
■16分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

小学生の安全教育シリーズ 全３巻
子どもたちの日常生活全般にわたってありがちな、“ 見え
ない危険 ” がかくれた場面を提示し、何が危険なのか、こ
の後どうなるのかを子どもたち自身に考えさせます。さま
ざまな場面での危険予測を習慣づけることで、潜在的な
危険に気づく力や、自ら安全に配慮する態度を養っていく
ための教材です。
監修：板橋区教育委員会 学校防災・安全教育専門員
　　　鎌倉女子大学講師　矢崎良明

特別活動　安全教育

子どもたちが犯罪被害にあわず、自分自身
の安全を守るために普段からどのようなこ
とに気をつければいいのか、学んでいく映
像教材です。通学路や公園など子どもに
身近な場所を舞台に、具体的にわかりや
すく、危険な場所や怪しい人、危険な目
にあった時の対応法を説明していきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■18分　■2014年　■〔C#0537〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

危険な目に あわないぞ！
ナナミパパの青空防犯教室

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■21分　■2018年　■〔C#0998〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

トピック①　スマホのマナー
トピック②　会って大丈夫？
トピック③　相手の事情 考えてる？

1巻　自分も相手も傷つけないために

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■18分　■2018年　■〔C#0999〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

トピック①　課金して大丈夫？
トピック②　ネットの詐欺 知ってる？
トピック③　ネット依存の恐怖

２巻　危険な目にあわないために

■DVD ２巻セット 〔C#0993〕
 120,000円（税込 132,000円）
 ㊫ 60,000円（税込  66,000円）

小学生を対象に、安全で正しいスマホの使い方を解説した作品です。相手の気持ちを考える、ルールを守るといった情
報モラルを身につけることが、スマホやネットの安全な利用につながることを、子供たちに理解させます。ドラマシー
ンと解説シーンによる構成で、事例を通してわかりやすく学ぶことが出来る作品です。
監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

特別活動　ネット関連

情報モラルを身につけよう！
小学生のスマホの安全な使い方教室　全２巻
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■15分　■2020年　■〔C#0367〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

火災は、起こさないことが一番重要です。しかし思いがけない場面で
火災に巻き込まれる可能性は、決してゼロではありません。もしものと
き、どう行動すれば良いのか。子供たち自身が知っていれば、自分の
身を守り、被害を最小限に食い止めることができます。この教材では、
アメリカの消防署で 1980年代に作成され、現在でも教えられ続けて
いる秀逸な火災予防プログラムを映像で分かりやすく紹介。子供が危
険に直面したときに、自分で考え、自身の力でサバイバルすることを目
指したものです。
監修：一般社団法人 RISK WATCH
　　　代表 長谷川祐子　コンサルタント 奥田悦子

特別活動　消防

火事から自分の命を守る
生きぬくためのリスクウォッチ

ハローキティとまなぼう！ ぼうさいくんれん

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■解説書付き
■14分　■2019年　■〔C#1814〕

子供たちに大人気のハローキティと仲間たちが登場する、幼児・小学
生（低学年）向けの防災アニメーション教材です。キティとミミィが、
学校の防災訓練や実際の地震を体験するストーリーを通して、地震が
起きたときの行動や避難の仕方をわかりやすく描いていきます。学校、
通学路、家の中、海の近くで地震が起きたときに、どのように命を守
る行動をとればよいか、子供たちがキティたちと一緒に学ぶことができ
る教材です。
監修：公益財団法人 市民防災研究所 理事　池上三喜子

特別活動　防災アニメ

■DVD 3巻セット　〔C#0717〕
　180,000円（税込 198,000円）　㊫ 90,000円（税込 99,000円）

こころを育てる映像教材集 全３巻
学習指導要領に準拠した道徳の指導内容を
10 ～15 分の短いドラマやドキュメンタリーと
して構成。子供達を飽きさせずに、自然に考
えを引き出し、養うことができます。
監修：宇都宮大学 准教授　和井内良樹

●低学年向け／ドラマ
●指導内容：勤労・公共の精神
清花は団地に住む小学２年生。ある朝、ゴミ
出しの途中で疲れて階段に座り込んだ、上の
階に住むおばあさんを見つけます…。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／学習指導案・ワークシート付き
■14分　■2017年　■〔C#0714〕　★教育映像祭優秀作品賞

特別活動　ドラマ

おはよう！ ゴミありませんか？

●高学年向け／ドキュメンタリー
●指導内容：よりよく生きる喜び
義肢装具士の臼井さんが作った、陸上クラブ

「ヘルスエンジェルス」には、病気やケガで
足を失った人たちが、今日も元気に集まりま
す…。
■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／学習指導案・ワークシート付き
■15分　■2017年　■〔C#0716〕　★教育映像祭最優秀作品賞

特別活動　ドキュメンタリー

義足がくれたもの
●中学年向け／ドラマ
●指導内容：相互理解・寛容
直人のクラスに、日系ブラジル人のニコラスが
転校して来ます。サッカーが上手ですぐに仲良
くなりますが、徐々にクラスメイトと溝ができ
てきて…。
■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／学習指導案・ワークシート付き
■12分　■2017年　■〔C#0715〕　★教育映像祭優秀作品賞

特別活動　ドラマ

同級生は外国人
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釜石市の小学生たちがどのように避難したかを
詳細に描きます。子どもたちの防災力向上を目
的に制作したものです。
監修：群馬大学大学院工学研究科 教授
　　　広域首都圏防災研究センター長
　　　片田敏孝

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■14分　■2012年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

特別活動　防災

特別活動　防災アニメ

じしんがきたらどうする？
むしむし村の防災訓練

｢むしむし村｣ の仲間たちが、教室での防
災訓練を体験しながら、地震が起こった
時の行動の仕方を学びます。海辺の遊園
地では、津波が来た時の避難について学
んでいきます。幼児向けの、わかりやすく
防災について学べるアニメーションです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2012年　■〔C#2109〕
★文部科学省選定

タイムスリップして、現代に来た牛若丸は、
消防士やカラス天狗に教えられながら、
地震の時どうすればよいか、学んでゆき
ます。また津波や、火事の時の身の守り
方も学びます。牛若丸と共に、視聴者の
子どもたちも、防災の知識が身につく内
容です。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 28,000円（税込 30,800円）
■10分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

特別活動　消防・防災アニメ

うしわかまるの
じしんとかじからじぶんをまもる！

特別活動　防災

ナンデくんと学ぶ
地震と津波を知ろう じぶんの命を守るために

地震・津波が起こる理由や緊急地震速報
の仕組み、地震・津波が起きた時の行動
の仕方を、小学生の「ナンデくん」と一緒
に学んでいきます。どんな状況で地震が起
きても命が助かるよう、子どもたちにしっ
かり理解させることを狙いとしています。
監修：東京大学地震研究所 助教　大木聖子

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■16分　■2012年　■〔C#1619〕
★文部科学省特別選定

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■解説書・ワークシート・防災カード（PDF）付き
■2015年　■〔C#0800〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

【収録コンテンツ】
・地震だ !! 身を守れ ! 教室にて ----------【4 分 48 秒】
・地震だ !! 身を守れ ! 通学路にて -------【5 分 00 秒】
・地震だ !! 身を守れ ! 自宅にて ----------【5 分 57 秒】
・津波だ !! 身を守れ ! 通学路にて -------【6 分 24 秒】
・津波だ !! 身を守れ ! 公園にて ----------【7 分 35 秒】
・台風だ！ 身を守れ ! 台風・集中ごう雨・土砂災害 ---【7 分 50 秒】
・雷・たつまきから身を守れ ! ------------【8 分 48 秒】
・雪害を学び身を守れ ! --------------------【8 分 15 秒】
・火山を学び身を守れ ! --------------------【9 分 19 秒】
・地震だ !! 身を守れ !（ロングバージョン） ---【9 分 18 秒】
・津波だ !! 身を守れ !（ロングバージョン） ---【12分 40 秒】

特別活動　防災

災害ケーススタディ
とっさの判断！ 君ならどうする？

小学校向けの防災教材です。地震や津波など、いろいろな災害についての基本
的な知識や、災害から身を守るための方法を学びます。災害が起こる場面をア
ニメーションで提示し、どのように身を守るか視聴者に考えさせます。また、実
際の災害の映像を交えてそれぞれの災害の基礎的な知識を伝えます。45 分授
業で使うだけでなく、ショートホームルームなどの短い時間でも活用できる教材
として開発いたしました。
監修：東京学芸大学 教授　日本安全教育学会 理事長　渡邉正樹

忍者玉丸の火の用心

幼児・小学生（低学年）向けの火災予防アニメーション教
材。子供たちに火災の恐ろしさを知ってもらい、火遊びによ
る火災をなくすことを目的とした作品です。
時は戦国時代。城の一角に潜入し、探し物をしていた忍者玉
丸とくのニンは、暗くてよく見えない」とライターを取り出し、
ろうそくに火をつけますが、「あちっ」と落としてしまいます。
たちまち火が燃え上がり、消防車が駆けつけることに。じい
丸にこっぴどく叱られる玉丸とくのニン。消防士の黒丸は、火
災予防の大切さを二人に教えようと、忍者屋敷の中を案内
します。　　　　　　　　Ⓒトマソン／ピーターパン・クリエイション

特別活動　消防アニメ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■13分　■2017年　■〔C#1663〕
★文部科学省選定
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■17分　■2020年　■〔C#0983〕
★全日本交通安全協会推薦

子供たちにとって楽しくて便利な自転車。しかし自転車は軽車両という
車の仲間で、決められた交通ルールを必ず守る必要があります。
この作品では、自転車に乗った小学生のユウマ君とレナさんが登場し、
２人が考えながら自転車の正しい乗り方を学んでいくことで、視聴者も
一緒に理解を深めていける構成になっています。事故にあわない・おこ
さないための交通ルールを学び、安全に楽しく自転車に乗りましょう。
　●自転車に乗る前の点検 ●自転車の通るところ
　●交差点の通り方  ●かくれた危険に注意
　●してはいけないこと  ●思いやりの交通マナー

特別活動　交通安全

小学生の自転車教室
〜交通ルールを学んで 事故にあわない おこさない〜

魔進戦隊キラメイジャーの交通安全

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2020年　■〔C#3650〕
★全日本交通安全協会推薦

子供たちに大人気のテレビ番組「スーパー戦隊シリーズ」の「魔進戦隊キ
ラメイジャー」が登場する、幼児・小学校低学年向けの交通安全教材で
す。ヒーロー・ヒロインがキラキラとカッコよく活躍する楽しい物語を通
じて、道路の歩き方や横断歩道の渡り方、そして交通ルールを守ること
の大切さを学べる作品です。

〔あらすじ〕キラメイレッドとキラメイグリーンは、男の子が事故に遭い
そうになっているところに出くわし、間一髪、助け出します。その男の子

「翔」と姉の「莉子」は、お友だちの家に行きたいけれど、子供だけでは
危なくて行けないと困った様子。レッドとグリーンは、２人に交通ルール
を教えながら、一緒にお友だちの家へと向かいます。

特別活動　交通安全

特別活動　交通安全

ガチャピン・ムックとまなぼう！ こうつうルール

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■19分　■2022年　■〔C#2775〕
★日本交通安全教育普及協会推薦

日本を代表する教育番組キャラクター「ガチャピン・ムック」が登場する
幼児・小学校低学年向けの交通安全教材です。優しくて面白いキャラク
ターたちと安全な道路の歩き方や横断歩道の渡り方、信号についてなど
交通ルールの基本を学んでいきます。楽しいストーリーの中で、交通ルー
ルを守る大切さがしっかりとわかる教材になっています。

〔あらすじ〕街全体を使った宝探し大会に参加している「ガチャピン・
ムック」。でも交通ルールがわからないと宝を探すのは難しそう。親切な
女の子「あおい」と出会ったガチャピン・ムックは、「あおいパパ」に交通
ルールを教えてもらいながら、一緒に宝探しを始めます。

Ⓒガチャムク

最新作
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特別活動　交通安全アニメ

ハローキティとまなぼう！ こうつうルール

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2019年　■〔C#1813〕
★全日本交通安全協会推薦

ハローキティと仲間たちが登場する、幼児・小学生（低学年）
向けの交通安全アニメーション教材。ダニエルのお誕生日会
に呼ばれたキティとミミィ。ママから道路の歩き方や、横断歩
道の渡り方、標識の見方など、交通ルールを教えてもらいな
がら、ダニエルのお家を目指します。明るく楽しいストーリー
を通して、交通ルールを守ることの大切さを伝えていきます。

特別活動　交通安全アニメ

ミヤモトムサシの こうつうあんぜん 五
ご

輪
りん

の書
しょ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2020年　■〔C#3713〕
★全日本交通安全協会推薦

ムサシ、コジロウ、オツウと、その剣道の先生、タクアン和尚が
登場する、幼児・小学生向けの交通安全アニメーション教材
です。剣豪ミヤモトムサシが書き残したとされる「こうつうあ
んぜん五輪の書」をもとに、道路の歩き方や横断歩道の渡り
方などを、タクアン和尚と一緒に学んでいきます。交通ルー
ルの５つの基本を楽しく学ぶことができる作品です。

三びきの子ぶたの交通安全

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2018年　■〔C#3008〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

子ぶたの兄妹、ブータロウ・ブージロウ・ブーコが登場する、
幼児・小学生(低学年)向けの交通安全アニメーション教材
です。子ぶたの兄妹が、入院しているお母さんの所に行くた
めに、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方、踏み切りの通り
方などを、うさぎ先生に教わりながら学んでいきます。交通
ルールを守ることの大切さを楽しく学べる作品です。

特別活動　交通安全アニメ

あの時 『ボク』は 自転車で…

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■付録／危険予測学習用動画コンテンツ（約１分×６本）を収録
■20分＋付録６分　■2017年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

ある晩、ボクの部屋に突然現れた黒ずくめのおじさん。ど
ういうわけだか、二人で自転車の交通ルールを勉強するこ
とに…。明日ボクが事故に遭うってどういうこと？ おじさん
ホントは誰なの…？ ちょっぴりミステリアスなドラマを通し
て、自転車の正しい乗り方、ルールを守ることの大切さを
学んでいく、小学生向けの自転車交通安全教材です。

特別活動　交通安全

忍者玉丸 ルールを守って交通安全 !! の巻

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2015年　■〔C#3385〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメ。500 年
前の世界から、現代にタイムスリップした忍者玉丸たちが、
敵の忍者から虎の巻を取り返そうとする中で、道路の歩き
方や、横断歩道の渡り方を学んでいきます。交通ルールを
守ることの大切さを、子どもたちが楽しく学べる作品です。

Ⓒトマソン／ピーターパン・クリエイション

特別活動　交通安全アニメ

三太郎とかぐや姫の交通安全

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2016年　■〔C#3000〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメーションです。
タイムスリップした浦島太郎・桃太郎・金太郎・かぐや姫の
４人。気づけばそこは車やバイクが行き交う現在の日本でし
た。元の世界に戻るには乙姫様のいるレストラン竜宮まで歩
いて行かなければいけません。４人はその道中で、道路の歩
き方や、飛び出しは絶対にダメということを学んでいきます。

特別活動　交通安全アニメ
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テレビでおなじみ「はなかっぱ」の仲間
たちと楽しく交通ルールを学んでいく、
幼児～小学生低学年向けの交通安全教材
アニメーションです。

Ⓒ 2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■13分　■2013年　■〔C#7172〕
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

はなかっぱの交通安全
ケーキを求めて右・左・右

タイムスリップして、現代に来た牛若丸は、
初めて自転車に乗ることになりました。し
かし自転車の交通ルールをまったく知ら
ない牛若丸にとって、道路は危険がいっ
ぱい。本作品を視聴することで、子ども
たちは牛若丸と共に自転車の交通ルール
を学ぶことができます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2018年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

うしわかまるの自転車交通安全
タイムスリップして、現代に来た牛若丸と
カラス天狗は元の時代に戻るために、く
らま山を目指します。しかし交通ルール
を知らない牛若丸にとって、車社会は危
険がいっぱい。身を守るために、カラス
天狗から交通ルールを教えてもらいます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■10分　■2018年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

うしわかまるのこうつうあんぜん

赤ずきんちゃんと学ぼう！ 交通ルール
特別活動　交通安全アニメ

名作童話のヒロイン「赤ずきんちゃん」が
主人公の交通安全アニメーション教材です。

「赤ずきんちゃん」がおばあちゃんの家に
行く途中で、道路の歩き方や、横断歩道
の渡り方などを学んでいきます。子どもた
ちに、歩行者として守るべき交通ルールの
基本を、分かりやすく解説していきます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■14分　■2014年　■〔C#2558〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

特別活動　交通安全

こんなときが危ない！
小学生のための自転車安全教室

事故場面をスタントで再現し子どもたち
に見せるスケアード・ストレイト方式の交
通安全教育が高い効果をあげています。
このＤＶＤでは、典型的な自転車事故場
面をスタントで再現し、事故の怖さを実
感させるとともに、事故に遭わないため
のポイントを分かりやすく示します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■17分　■2012年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全

ドライブレコーダーは見た ! シリーズ
自転車の交通ルールを覚えよう　小学生の交通安全

小学生を対象に交通ルールと正しい乗り
方がなぜ大切なのかを、ドライブレコー
ダーの映像を交えながら分かりやすく解
説します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■15分　■2012年　■〔C#6959〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

特別活動　交通安全アニメ

とびだしはあぶないぞ！
むしむし村の交通安全

子どもたちになじみの深い虫たちがキャラ
クターになって登場する、明るく楽しいス
トーリーの中で、歩行者として守るべき交
通ルールの基本を分かりやすく解説して
いきます。幼児の交通事故の多くが飛出
しであることを考慮し、特に飛出し防止に
関して重点を置いた内容となっています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2012年　■〔C#3709〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

「アラジンと魔法のランプ」のキャラクター
を使い、道路の歩き方や信号機のない横
断歩道の渡り方、交通標識の意味や電車
の踏み切りの渡り方などを楽しく学べる
構成となっています。子どもたちが交通事
故に遭わない、起こさないためにも、交
通ルールを守ることの大切さを示します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■12分　■2011年　■〔C#2553〕
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

特別活動　交通安全アニメ

アラジンと魔法のランプの交通安全

特別活動　交通安全

クイズ形式で学ぶ自転車交通安全の危険
予測トレーニング教材です。楽しいアニメ
で興味を惹きつけながら、危険な交通状
況を示す場面では子どもの目線から見た
実写映像を多用。より実践的な危険予測
能力を高めます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■17分　■2013年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

クイズ！ 危険をさがせ　自転車に乗るとき
特別活動　交通安全

小学校低学年向けの危険予測トレーニン
グ教材。人体模型のジンタ君と一緒に道
路の安全な歩き方を学んでいきます。
・見通しの悪い交差点での危険
・停車車両の間の横断の危険
・信号のある交差点での危険

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■15分　■2013年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

クイズ！ 危険をさがせ　道路を歩くとき
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社
　
会

中学・高校教材　社 会

■DVD 各巻 34,000円（税込 37,400円）  ㊫ 17,000円（税込 18,700円）
■中学対象　■2011年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞（第１巻）

実写やイラストを豊富に使用し、具体
例を挙げながら、『政治』のしくみや
はたらきを分かりやすく紹介します。
私たちのくらしは『政治』によって決
められ、守られていること、そしてな
により『政治』は私たちが参加するこ
とで成り立つのだということが実感で
きることでしょう。

中学　公民

政治のはたらきと私たちのくらし 全３巻

第１巻　個人の尊重と日本国憲法 【29分】

第２巻　民主政治と政治参加 【29 分】

第３巻　法にもとづく公正な裁判 【27 分】

日本四大公害
四日市ゼンソク

中学　公民

四日市ゼンソクの歴史と現状を、貴重な当時の
ニュースフィルムを取り入れ描きます。私たちは
豊かさや利便性と引き換えに多くのものを失っ
てしまったのではないでしょうか。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■18分　■1996年　■〔C#2229〕
★教育映像祭優秀作品賞

日本四大公害
水俣病・イタイイタイ病

中学　公民

熊本水俣におけるチッソ水俣事件、富山神通
川の三井神岡鉱山のイタイイタイ病、昭和電工
新潟水俣病の歴史と現状を、当時の貴重なフィ
ルムを取り入れて描きます。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■20分　■1996年　■〔C#2077〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

自分ごと SDGs （仮題）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象
■2022年6月発売予定

持続可能な環境・社会・経済を実現するために掲げられた「SDGs」。
SDGs と聞くと企業や団体が取り組むべき目標と考えていませんか？
SDGs は一人一人の意識と行動が大切です。
この教材では、2 人の姉弟と一緒に、SDGs に取り組んでいる人たちの
インタビューを見て、身の回りにある身近なものから SDGs についての
考えを深めていきます。
SDGs の基礎知識を学ぶだけではなく、SDGs を自分ごととして捉え、
行動していくきっかけとなる教材を目指しました。

中学・高校　公民

最新作

性の多様性と LGBTQ+ （仮題）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■約25分　■〔C#1103〕
■2022年5月発売予定

「性のあり方」はとても多様で、すべての人々に関わりがあるものです。
本作品は、「性のあり方」についての基礎知識をわかりやすく解説しなが
ら、典型的でない性のあり方の人たちへのインタビューを通して、様々
な性自認があることや、性的マイノリティを取り巻く実状についても伝え
ます。
性のあり方について理解を深めることで、多様性を尊重した誰もが過ご
しやすい社会について考えていくことができる教材です。

監修：一般社団法人 fair

中学・高校　公民

最新作
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高原の村・バンバ。何時間も岩山を歩き通学
する子どもたち。フランスから独立したマリで
は、フランス語と 4 種類のアフリカ言語が公
用語であり、人々はイスラム教を篤く信仰して
います。

■DVD-R 36,000円（税込 39,600円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
■中学対象　■14分　■1999年　■〔C#0395〕

中学　地理

乾燥した地域に住む人々のくらし　マリ

ローザが暮らすのは、アンデス山脈付近の村・
ランダルマ。勾配のきつい山の斜面でトウモロ
コシなどを栽培しています。様々な物が揃う
町のマーケットまでは、何時間も要します。

■DVD-R 36,000円（税込 39,600円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
■中学対象　■16分　■1999年　■〔C#0820〕

中学　地理

山地に住む人々のくらし　エクアドル

スーザンの住むカナダ連邦・ヌナブト準州で
は、冬、気温が－ 30℃以下に下がります。学
校ではイヌイット語の表記も習い、夏には狩り
をするなど、イヌイット文化を受け継ぎます。

■DVD-R 36,000円（税込 39,600円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
■中学対象　■13分　■1999年　■〔C#0819〕

中学　地理

寒い地域に住む人々のくらし　イヌイット

フィリピンの島々の一つ、ビラ・サントスの家
は暑さと虫除けのために高床式になっていま
す。家ではタガログ語、学校では英語を使い
ます。主食の米は年 2 ～ 3 回収穫できます。

■DVD-R 36,000円（税込 39,600円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
■中学対象　■14分　■1999年　■〔C#1940〕

中学　地理

フィリピンの農村と人々のくらし

■DVD-R 各巻 38,000円（税込 41,800円） ㊫ 19,000円（税込 20,900円）
■DVD-R ９巻セット　〔C#1394〕
　　　　 324,000円（税込 356,400円） ㊫ 162,000円（税込 178,200円）

自然の様子／自然と人々の暮らしとの関わり
／アイヌの人々の生活／暮らしを支える産
業／札幌の特色／北方四島と返還運動／な
ど。
■中学対象  ■16分  ■2004年  ■〔C#1385〕
★文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう北海道
地形／観光／広島市・呉市・尾道市／三次
市の産業の変化／瀬戸内海の交通／因島の
造船工業／カキの養殖／厳島神社／など。

■中学対象  ■16分  ■2004年  ■〔C#1390〕

中学社会科地理シリーズ　調べよう広島県

交通との関わり／最上川／庄内平野の農耕
／南陽市のビニールハウス栽培／果樹栽培
／昔からの産業／農業の変貌／など。

■中学対象  ■16分  ■2004年  ■〔C#1386〕
★文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう山形県
松山市の歴史／吉田浜の工業地帯／新居浜
の工業地帯／道後温泉／宇和島の養殖漁業
／みかんの生産／など。

■中学対象  ■15分  ■2004年  ■〔C#1391〕

中学社会科地理シリーズ　調べよう愛媛県

政治と歴史／経済／文化／東京駅／浅草の
特色／京浜工業地帯／野菜市場と魚市場／
公害問題／周辺都市／都市機能／など。

■中学対象  ■16分  ■2004年  ■〔C#1387〕
★文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう東京都
古代中国との交流／蒙古襲来／北九州工業
地帯／かつての筑豊炭田・三池炭田／筑後
川／有明海／など。

■中学対象  ■16分  ■2004年  ■〔C#1392〕
★文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう福岡県

戦後復興と都市計画／中京工業地帯／濃尾
平野と知多半島の開発／名古屋市郊外の開
発／一宮の繊維工業／など。

■中学対象  ■16分  ■2004年  ■〔C#1388〕

中学社会科地理シリーズ　調べよう愛知県
アメリカ軍基地／観光／文化／琉球漆器／
石垣島・竹富島・西表島／家のつくりと防
風林／飲料水を得る工夫／など。

■中学対象  ■16分  ■2004年  ■〔C#1393〕
★文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう沖縄県

各都道府県の地理的事象への興味関心を促し、学習意欲
を引き出します。調べ学習の材料として社会科や総合的な
学習の時間に活用できるよう、美しい映像で生徒に分か
りやすく構成しました。

中学　地理

中学社会科地理シリーズ

日本一の商業都市／観光／中之島／梅田地
下街／近郊住宅街／千里ニュータウンと金
剛ニュータウン／関西空港／商業街の現状
／阪神工業地帯／など。
■中学対象  ■16分  ■2004年  ■〔C#1389〕
★文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう大阪府

社　会中学・高校教材

社
　
会
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社
　
会

昭和30年代前半に制作された教育文化映画「日
本の祭り」シリーズ４作品をニュープリントで完
全復刻。当時の祭りの様子、人々の暮らしぶり
が生きいきとよみがえります。
※制作当時の映像・音声をそのまま収録しています。
■DVD 50,000円（税込 55,000円）
 ㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■モノクロ作品／復刻版リーフレット付き
■中学対象　■79分　■2006年　■〔C#1615〕

昭和30年代 日本の祭り
蘇る村祭りの記憶

中学　地理

ウンドゥルシルに住むトゥルバットは、早朝か
ら馬の世話をし、午後は放牧している羊の世
話をします。学校へは馬で通い、モンゴル語
や伝統楽器を学び、友だちと弓矢や相撲もし
ます。

■DVD-R 36,000円（税込 39,600円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
■中学対象　■16分　■1999年　■〔C#2140〕

中学　地理

モンゴルの草原と人々のくらし
東南アジアでは米を中心にトウモロコシやサ
トウキビ、天然ゴムやパーム油、バナナやココ
ヤシが代表的農作物です。一方、都市と農村
の経済格差の問題にも触れます。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■19分　■1996年　■〔C#1536〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　地理

東南アジアの農業

安くて豊富、しかも勤勉な労働力のある東南
アジアの国々は、外国資本と技術協力の下に
急激な経済発展を遂げつつあります。日本の
企業の工場設立や政府開発援助について示し
ます。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■18分　■1996年　■〔C#1537〕
★教育映像祭優秀作品賞

中学　地理

東南アジアと日本の結びつき
東南アジアの国々は、年間を通じて高温で、
雨季にはスコールが毎日降ります。多民族が
混在し、様々な宗教や文化が息づく東南アジ
アの特色を、多岐にわたる取材から紹介しま
す。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■20分　■1996年　■〔C#1535〕
★教育映像祭優秀作品賞

中学　地理

東南アジアの自然と人々の生活

摂関政治の頂点に立った藤原道真を中心に貴
族政治の特色と、仮名文字によって紫式部の
源氏物語、清少納言の枕草子などを生み出し
た新しい国風文化を描きます。

■DVD-R 56,000円（税込 61,600円）　㊫ 28,000円（税込 30,800円）
■中学対象　■21分　■1992年　■〔C#0517〕
★文部省選定

中学　歴史

貴族と国風文化
五街道を主とする陸上交通。東廻り航路・西
廻り航路が生まれた海上交通。江戸時代の交
通はどのようにして発達したかを北前船を中
心に描き、興味深く解説します。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■20分　■1994年　■〔C#0521〕

中学　歴史

北前船と江戸時代の交通

中学　歴史

近世の技術と生活
織りと染め
近世の織物や染色の技術は、人々の生活を大
変豊かにしました。各地に、いまも残る織と
染めの伝統的な技術をたどりながら、発達の
意味をさぐります。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■20分　■1998年　■〔C#0231〕
★文部省選定

中学　歴史

近世の技術と生活
新田開発と農業技術
近世初期の新田開発は、農業生産量の拡大の
上に大きな意味を持っています。新田開発の
跡をたどりながら、それを支えた土木や農業
技術について、具体的に考察します。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■20分　■1998年　■〔C#0966〕
★文部省選定

江戸初期の新田開発・農業技術の改良、産業・
交通の発達を描くと共に、全国的な商品経済
システムが形成され、町人の力が台頭、町人
文化が生まれた様子を解説します。

■DVD-R 90,000円（税込 99,000円）　㊫ 45,000円（税込 49,500円）
■中学対象　■23分　■1994年　■〔C#1713〕

中学　歴史

農民と町人の力
江戸時代前期の産業の発達

オーストラリアにとって日本は最大の貿易国で
あり、訪ねる日本人も年々増加しています。日
本との結びつきを深めているオーストラリアの
産業や自然、人々の暮らしを紹介します。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■20分　■1998年　■〔C#0230〕

中学　地理

オーストラリア大陸
人々のくらしと産業

西欧列強のアジア進出に対すべく日本は富国
強兵を進め、日清日露戦争に勝利、不平等条
約を改正、国際的地位を高めて行きました。
その様子を貴重な映像資料で描き出します。

■DVD-R 76,000円（税込 83,600円）　㊫ 38,000円（税込 41,800円）
■中学・高校対象　■26分　■1992年　■〔C#1652〕

中学・高校　歴史

日清・日露戦争
帝国主義への道
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8 月 10 日の蜂起やジャコバン独裁の実相な
ど、カルナヴァレ博物館の協力により当時の
民衆像を再現。又、女神や祭典、シンボルな
ど “ 政治文化 ” の新視点からも革命を紹介。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■高校対象　■22分　■1997年　■〔C#1810〕
★文部省選定

高校　歴史

パリの革命

人口 8 億を超えると言われるイスラム圏。そ
こでは、唯一神アッラーへの信仰がすべての
生活の基盤です。中東を始めとする各国に取
材し、その信仰と生活を紹介します。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■高校対象　■22分　■1996年　■〔C#0099〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

高校　地理

イスラムの信仰と生活

北部・南部・西部と19 世紀前半のアメリカは
それぞれに発展したが、奴隷制存続をめぐる
対立から南北戦争が勃発、南部の敗北でアメ
リカ合衆国は新たに統合されます。

■DVD-R 76,000円（税込 83,600円）　㊫ 38,000円（税込 41,800円）
■高校対象　■26分　■1993年　■〔C#0036〕
★教育映画祭優秀作品賞

高校　歴史

南北戦争と黒人奴隷解放

繊維工業に始まり重工業や交通の飛躍的発展
をもたらした産業革命の全体像を、イギリス
各地に残る遺跡遺物を中心に描き、それらが
もたらした世界史的影響を考えます。

■DVD-R 56,000円（税込 61,600円）　㊫ 28,000円（税込 30,800円）
■高校対象　■20分　■1992年　■〔C#0096〕
★教育映画祭優秀作品賞

高校　歴史

イギリスの産業革命
マグナカルタ、清教徒革命、名誉革命、権利
の章典、責任内閣制の確立等、王権と議会の
対立・抗争を経て発展してきたイギリス議会と
民主主義の歴史を描きます。

■DVD-R 56,000円（税込 61,600円）　㊫ 28,000円（税込 30,800円）
■高校対象　■22分　■1992年　■〔C#0095〕
★文部省選定

高校　歴史

イギリス議会の歴史

17 世紀初頭からの移植に始まって、北米に形
成されたイギリスの植民地は 1 世紀を経て独
立します。独立革命の経過、独立宣言、憲法
制定等、アメリカ合衆国誕生の歴史。

■DVD-R 76,000円（税込 83,600円）　㊫ 38,000円（税込 41,800円）
■高校対象　■25分　■1992年　■〔C#0035〕
★文部省選定

高校　歴史

アメリカ合衆国の誕生

泥の文明・メソポタミア、石の文明・エジプト。
古代オリエントに栄えた二つの文明圏を対比
し、豊富な映像資料でそれぞれの特質と際
立った相違点を明らかにします。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■高校対象　■22分　■1996年　■〔C#0226〕
★文部省選定

高校　歴史

王の墓・埋もれた都市

「レーニンによる革命」の理想と現実、スルタ
ンガリエフの事例などスターリン期の実像に迫
ります。ロシア及び西側諸国のデータや映像
資料を豊富に使用。現代の若者の意見も収録。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■高校対象　■22分　■1997年　■〔C#0390〕
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

高校　歴史

革命のロシア

社　会中学・高校教材

社
　
会
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中学・高校教材 社　会

社
　
会

中学・高校　歴史／公民　

シリーズ映像でみる人権の歴史

監修：市民のための人権大学院／じんけん SCHOLA 共同代表　上杉聰
　　　京都教育大学 名誉教授・鳥取環境大学 名誉教授　外川正明

■ 解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版と中学生以上版を同時収録

新しい研究の成果と教科書記述の変化をふまえ、新たに見
いだされた豊かな史料を積極的に活用して、映像化するこ
とで、教科書に基づいて授業を進める場合の補助教材、あ
るいは社会啓発を深める場合の学習教材として作成しまし
た。とくに、若い世代の先生や担当の方々が、初めて「人権
の歴史」を取り上げる場合、その基礎理解にも役立つよう
工夫しました。さらに授業実践や啓発を深めるための参考
資料も、文字データとしてできるだけ多く添付しました。

第６巻 日本国憲法と部落差別

第７巻 水平社を立ちあげた人々
　　　　ー人間は尊敬すべきものだー

日本の人権の歴史を大きく変えた水平社
創立の背景や、創立大会の様子、そこに
参加した人々の想いを、現地や関係者を
訪ねて取材し、明らかにしました。自分
たちの力で差別をなくそうと立ち上がった
人々の姿から学ぶことにより、いま何をな
すべきか問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,180円（税込 19,998円）
■字幕版付き　■中学・高校対象　■小学生版17分／中学生以上版17分
■2020年　■〔C#6631〕

第８巻 ひとと皮革（かわ）の歴史
「ひと」は、動物の「いのち」と深く関わっ
て生きてきました。ひとの歴史とは、他の

「いのち」と深くつながる歴史です。この
ＤＶＤでは、皮革製品の製造過程を取材
した貴重な映像を通して、部落差別の愚
かさや「いのち」の大切さを考えさせる教
材としました。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,180円（税込 19,998円）
■字幕版付き　■中学・高校対象　■小学生版19分／中学生以上版19分
■2020年　■〔C#6632〕　★教育映像祭優秀作品賞

だれひとりとして「差別されない」と明記
された「日本国憲法」こそが真の「解放令」
であることを伝え、「差別を黙って見過ごし
てはならない」ことを、いま改めて憲法の
意義とともに問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■中学・高校対象　■小学生版17分／中学生以上版17分
■2017年　■〔C#6630〕

第５巻 渋染一揆を闘いぬいた人々
江戸時代末期の岡山藩で起きた渋染一
揆。このＤＶＤでは地元の方々の協力を得
て現地を取材。原典資料を詳細に分析し、
渋染一揆の経過を丁寧に追いかけました。
人としての尊厳をかけ、知恵と力を合わせ
て闘った人々から、いま学ぶべきことは何
かを問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■中学・高校対象　■小学生版18分／中学生以上版18分
■2017年　■〔C#6629〕

第３巻 近代医学の基礎を築いた人々
江戸時代末の日本で発展した近代医学。
その礎を築いたのは、科学的に物事を見
つめた医師たちと、差別された身分の人々
でした。歴史的事実を通し、人として正し
い見方・生き方とは何かを問いかけます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■中学・高校対象　■小学生版17分／中学生以上版17分
■2015年　■〔C#6597〕

第１巻 東山文化を支えた「差別された人々」
銀閣寺や龍安寺の庭園などをつくったの
は、実は「河原者」であったという歴史
的事実。「河原者は差別を受けていたにも
かかわらず偉大な芸術家になった」という
事実を丁寧に描いた教材です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■中学・高校対象　■小学生版16分／中学生以上版16分
■2014年　■〔C#6595〕　★教育映像祭優秀作品賞

第２巻 江戸時代の身分制度と差別された人々
中世に始まった全ての身分が、居住地や
税制、戸籍などで身分を固定され、江戸
時代に「制度化」されたことを分かりやす
く解説し、積極的に新しい図式を提示しま
した。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■中学・高校対象　■小学生版15分／中学生以上版15分
■2014年　■〔C#6596〕

第４巻 明治維新と賤民廃止令
明治維新の契機となった闘いには、差別
されていた人々も立ち上がりました。しか
しその後の「解放令」と呼ばれてきた布
告に「差別からの解放」という意図がなかっ
たのはなぜか。新たな視点で問いかけま
す。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 18,500円（税込 20,350円）
■中学・高校対象　■小学生版18分／中学生以上版18分
■2015年　■〔C#6598〕
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学習指導要領に準拠した中学校理科 2 分野の映像教材です。
各巻とも、単元内容に沿って分割された5～10 分の短いブロッ
クで構成されているので、学習の各段階で必要な部分だけを
活用することができます。
監修：千葉大学教育学部 教授　藤田剛志

中学　理科

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■計24分　■2008年　■〔C#1311〕

第５巻 生物の殖え方
Ａ　細胞分裂のしくみ（６分）
観察を通して、細胞分裂の様子を
視覚的に紹介します。
Ｂ　有性生殖と無性生殖（９分）
生殖の仕組みや形質の伝わり方を
分かりやすく解説。
Ｃ　遺伝の規則性（９分）
エンドウを用いた交配実験で、遺
伝の規則性に気付かせます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■計20分　■2008年　■〔C#1312〕

第６巻 地球と宇宙
Ａ　天体の１日の動きと
　　地球の自転（７分）
太陽の動きをとらえた微速度映像
などで解説します。
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
とモデル実験などで解説。
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。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■計32分　■2008年　■〔C#1309〕

第３巻 動物の体のつくりとはたらき
Ａ　生物と細胞（８分）
様々な動植物の細胞を観察。興味
深い映像で解説します。
Ｂ　感覚と運動（７分）
レントゲン映像やＣＧなどを使い、
理解させます。
Ｃ　消化と吸収（７分）
内視鏡やレントゲンを用いて、人
体の消化管を観察。
Ｄ　呼吸のしくみと血液の循環（１０分）
小動物の心臓や血管など、多彩な
映像で分かりやすく構成。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■計28分　■2008年　■〔C#1310〕

第４巻 天気とその変化
Ａ　大気中の水の変化（９分）
雲を作る実験などを通して、水の
様々な姿を紹介。
Ｂ　気圧と天気（５分）
天気変化の微速度撮影映像など
を交えて解説。
Ｃ　前線と天気の変化（６分）
モデル実験やＣＧで、前線に伴う
天気変化を解説。
Ｄ　日本の天気の特徴（８分）
衛星写真やＣＧなど多彩な映像で
解説します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■計32分　■2008年　■〔C#1307〕

第１巻 植物の体のつくりとはたらき
Ａ　花のつくりとはたらき（７分）
アブラナやエンドウの観察を通し
て花のつくりを理解させます。
Ｂ　根・茎・葉のつくり（１０分）
さまざまな植物の根・茎・葉を観
察し、つくりと働きを理解させます。
Ｃ　光合成と呼吸（８分）
植物の光合成と呼吸の関係につい
て、段階的に分かりやすく解説。
Ｄ　植物のなかま（７分）
発芽の微速度撮影映像などを用い
て植物の種類による違いを解説。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■計28分　■2008年　■〔C#1308〕
★教育映像祭優秀作品賞

第２巻 大地の変化
Ａ　火山の活動とマグマの性質（７分）
日本各地の火山の空撮映像、噴火
の映像や溶岩の溶融実験など。
Ｂ　マグマからできる岩石（６分半）
火成岩の観察や、結晶のでき方を
確かめるモデル実験など。
Ｃ　地震と地球内部の動き（８分）
ＣＧと、地震被害や断層の映像を
織り交ぜ、理解させます。
Ｄ　地層のなりたち（６分半）
地層のなりたち、各種の堆積岩や
化石について扱います。

中学理科２分野シリーズ 全６巻

■DVD ６巻セット　〔C#1314〕
　396,000円（税込 435,600円）　㊫ 198,000円（税込 217,800円）

理
　
科

中学・高校教材　理 科
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中学・高校教材　道 徳

道
　
徳

いじめ 一歩ふみ出す勇気

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■中学対象　■19分　■2018年　■〔C#0117〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学生向けの、いじめ防止教材ドラマです。いじめを見て見ぬふりするの
は良くないと分かっていても、自分が標的になるのが怖くて、傍観者や加
害者側に回る生徒は多くいます。しかし、傍観者が何か行動を起こすこと
で、いじめられている子も救われるはずです。
本作品は、いじめの傍観者だった主人公が葛藤し、仲間と一緒にいじめ
の被害者を救っていこうとするストーリーを通して、いじめ解決のために
一歩ふみ出すことの大切さを伝えます。また、ドラマに登場するいじめの
被害者・加害者・傍観者それぞれの立場に自分を置き換えて視聴するこ
とで、もし自分がその人物ならどうするか考え、話し合い、より良い行動
をとる力をつけていきます。

中学　道徳ドラマ

性の多様性と LGBTQ+ （仮題）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■約25分　■〔C#1103〕
■2022年5月発売予定

「性のあり方」はとても多様で、すべての人々に関わりがあるものです。
本作品は、「性のあり方」についての基礎知識をわかりやすく解説しなが
ら、典型的でない性のあり方の人たちへのインタビューを通して、様々
な性自認があることや、性的マイノリティを取り巻く実状についても伝え
ます。
性のあり方について理解を深めることで、多様性を尊重した誰もが過ご
しやすい社会について考えていくことができる教材です。

監修：一般社団法人 fair

中学・高校　道徳

最新作

自分ごと SDGs （仮題）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象
■2022年6月発売予定

持続可能な環境・社会・経済を実現するために掲げられた「SDGs」。
SDGs と聞くと企業や団体が取り組むべき目標と考えていませんか？
SDGs は一人一人の意識と行動が大切です。
この教材では、2 人の姉弟と一緒に、SDGs に取り組んでいる人たち
のインタビューを見て、身の回りにある身近なものから SDGs について
の考えを深めていきます。
SDGs の基礎知識を学ぶだけではなく、SDGs を自分ごととして捉え、
行動していくきっかけとなる教材を目指しました。

中学・高校　道徳

最新作
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道
　
徳

道　徳中学・高校教材

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■ワークシート付き
■中学対象　■25分　■2021年　■〔C#1052〕
★教育映像祭優秀作品賞

●ネットいじめ
加恋は、バレー部仲間の菜月を外したSNSのグループを立
ち上げ、そこでは菜月に対する悪口がエスカレートしていく。
菜月の親友の咲良も、つい悪口に同意してしまったが…
●SNSでの出会い
みおは、スマホのゲームを通じて同い年の女の子じゅんと知
り合う。SNSのやりとりでじゅんと仲良くなったみおは、自撮
り写真を送ってしまう。しかし、じゅんの正体は…

1巻

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■18分　■2021年　■〔C#1053〕
★教育映像祭優秀作品賞

●写真の投稿（個人情報流出）
映える写真の撮り方を友達から教えてもらった咲良。SNSに
何枚も自撮り写真を投稿するが…
●動画の投稿（炎上）
大輝は女子にウケたいと、次 と々動画を投稿する。しかし、調
子に乗って投稿した動画が炎上してしまい、大輝の予期せ
ぬ事態が起こってしまう…

２巻ネットいじめをしない！
SNSでの出会いに気をつけよう！

もう一度よく考えよう！
写真や動画の投稿

■DVD ２巻セット 〔C#1054〕
 120,000円（税込 132,000円）
 ㊫ 60,000円（税込  66,000円）

「ネットいじめ」「SNSでの出会い」「個人情報流出」「炎上」の4つのテーマを取り上げ、それぞれドラマ編と解説編で構成。視
聴した生徒が、ドラマの中の出来事を自分だったらどうするかと考え、情報モラルが育成されることを狙いとしています。
監修：チェックフィールド株式会社 代表取締役　目代純平

中学　道徳

スマホは情報モラルが大切　全２巻 最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き／研修用解説書データ収録
■高校対象　■35分　■2017年　■〔C#2573〕
★教育映像祭優秀作品賞

もしも、あなたの身近な人が、重い病になったとしたら？
このビデオでは二組の「いのちに寄り添う」人々に密着取
材しました。２人に１人が、がんになる時代。現代日本に
生きる全ての人々が考えるべき、命のドキュメンタリー教材
です。
ナビゲーター：中村有志

高校　道徳ドキュメンタリー

いのちに寄り添う
〜ターミナルケアと人権〜 障がいを越えて

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕・副音声版付き
■高校対象　■30分　■2016年　■〔C#3138〕

障がい者は、自分とは違う世界の人…。理解しにくい相手
を恐れ、排除してしまう…。そんな「心のバリア」を、あ
なたも感じたことはないですか？ しかし相手に向かって一
歩踏み出すことで、必ず壁には穴があき、そこから新しい
景色が見える…。そんな三つの実例を追いかけました。
ナレーター：田畑智子

高校　道徳ドキュメンタリー

ある中学３年生の女の子が「戦争を次世代へ伝
えて」という人権作文を書き、法務大臣賞を受
賞しました。この作品は、その作文を脚色し映
像化したものです。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■字幕版付き  ■中学・高校対象  ■28分
■2017年  ■〔C#7499〕  ★教育映像祭優秀作品賞

涙に浮かぶ記憶
戦争を次世代へ伝えて

中学・高校　道徳ドラマ中学・高校　道徳ドキュメンタリー

原子力災害は未来へと続く終わりなき災害で
す。しかし災害をあげつらうだけで未来は拓けな
い。地域の回復のためにいまできることを。原子
力災害を教訓に果敢に地域の新生に挑む人々
の証言から、児童、生徒、学生、社会人が共に地
方の未来を考えるための地域教育教材です。
■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■16分　■2018年　■〔C#7499〕

海を取り返す
ー原子力災害と向き合うー
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道
　
徳

中学・高校教材 道　徳

いじめは学校だけの問題。私たちはどこか
でそう思い込んでいないでしょうか。本作
品は、いじめを学校・家庭・地域・社会
全体の課題として見つめ直し、いじめ体験
がある、いじめをよく知る大人たちが、児
童・生徒・いじめを抱える子どもたちへ、
いじめ回復の道筋を提言するものです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■17分　■2017年　■〔C#7499〕

中学　道徳

いじめ回復マニュアル
ー 大人たちから君たちへ ー

「すべてがありがたい…」。東日本大震災で
被災した人々、震災によって多くを失った
人々の声を紹介しながら、私たちのいまを
振り返り、震災後のこれからをどう生きる
かを共に考える「いのちの教育」教材です。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■20分　■2011年　■〔C#7499〕

中学・高校　道徳

失われたいのちへ誓う
東日本大震災が教えたこと

中学　道徳

ドラマとナビゲーターの解説を通して、個
人情報の取り扱い、無料通話アプリや
SNS に潜む危険など最新のトピックを取
り上げ、スマホの安全な使い方を学んでい
きます。
監修：兵庫県立大学環境人間学部
　　　准教授　竹内和雄

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導の手引書付き　■中学対象　■23分　■2015年
■〔C#1051〕　★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

スマホの安全な使い方教室
気をつけようＳＮＳのトラブルに

人気サイト「いじめと戦おう！」に寄せら
れたいじめ経験者の生の声を元に、現代
の中学生を襲ういじめのメカニズム・なく
すためのヒントを描いたドラマ作品です。
鑑賞した生徒が登場人物たちの立場を自
分の身に置き換えて考える事ができます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書付き
■中学対象　■23分　■2012年　■〔C#2615〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　道徳ドラマ

中学生篇 いじめと戦おう！
もしもあの日に戻れたら

SNS がいじめ、危険ドラッグの温床になってい
ます。いじめや危険ドラッグと SNS の連鎖を断
ち切れるために必要なことを生徒たちが自ら話
し合い、自分たちの未来をつくる大切さを提案
します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象 ■18分　■2015年
■〔C#7499〕

未来 －ＳＮＳの罠－
中学　道徳

法務省主催・全国中学生人権作文コンテストに
て法務大臣政務官賞を受賞した「いじめのスパイ
ラル」をドラマ化。女子中学生がいじめ問題に直
面し、解決していく姿を描きます。

■DVD 75,000円（税込 82,500円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■中学対象　■33分　■2014年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

悩まずアタック！
脱・いじめのスパイラル

中学　道徳ドラマ

東日本大震災で変わり果てた学校の姿、被災し
た子どもたちのコメントを、被災しなかった中学
生たちが視聴し、いじめがいかに今の生活やいの
ちの尊さを忘れて起きているかを自覚する姿を描
いています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■15分　■2011年　■〔C#7499〕

いじめなんか、いらない !!
東日本大震災から、私たちは学んだ

中学　道徳

いじめはやめられる！
中学　道徳

いじめ動画がネット上に公開されるが犯
人がわからない。「本当の犯人は、いじめ
はやめられないとあきらめていた、ぼくら
みんなじゃないのか…」。ドラマを通じて、
中学生の子どもたちが語り合います。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■17分　■2012年　■〔C#7499〕

聲
こ え

の 形
かたち

中学　道徳ドラマ

将也のクラスに転校してきた硝子は聴覚障
害者だが、筆談ノートで積極的に皆に語
りかける。当初は好意的に受け入れていた
将也やクラスメイト達だったが、硝子が原
因で授業が止まったり、筆談ノートの煩わ
しさに徐々にストレスを感じていく…。
監修：一般財団法人 全日本ろうあ連盟

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／授業ですぐ使えるワークシート付き
■中学対象　■30分　■2015年　■〔C#0650〕
★教育映像祭優秀作品賞

中学　道徳ドラマ

「もしも万引きしたら自分や周囲がどうなる
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
防止教材です。万引きは窃盗罪という許さ
れない犯罪であることを、中学生に明確に
訴えます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書＋ワークシート付き
■中学対象　■18分　■2013年　■〔C#2048〕
★文部科学省選定

万引き…あなたは犯罪者になりたいですか？
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たばこは強い依存性があるため、最初か
ら吸わないことが重要です。この作品は、
中学生向けに、実験映像や図解を交えな
がら、たばこの害をわかりやすく説明し
ます。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■中学対象　■18分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

中学　保健　喫煙防止

たばこの煙 その影響は？
広がる禁煙社会

高校生の男女がたばこについて調べてい
く様子を描きながら、たばこの歴史や喫
煙が健康に及ぼす影響や、社会の規制な
どという観点から詳しく説明します。

■DVD 65,000円（税込 71,500円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
※本商品は高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■高校対象　■20分　■2015年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

高校　保健　喫煙防止

素敵だね 禁煙社会
たばこの煙の害について考える

中学　保健

くすりの正しい使い方シリーズ
調べてみよう！ 薬の正しい使い方

おなかが痛くなり保健室へ行った健介君。
養護教員に勧められ、薬を飲まずに横に
なって自然に治します。その後薬の説明
書に書いてあることに興味を持ち、学校
薬剤師に話を聞きながら、薬の正しい使
い方を調べていきます。

■DVD 45,000円（税込 49,500円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
※本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■中学対象　■16分　■2013年　■〔C#7499〕

高校　保健

くすりの正しい使い方シリーズ
もっと深めよう　医薬品のこと

文化祭で医薬品をテーマに発表すること
になった科学部員の生徒 4 人。その調査
する過程を捉え、薬の開発の歴史から、
現在の薬が承認審査されるまで、薬の正
しい使い方をわかりやすく説明していま
す。

■DVD 45,000円（税込 49,500円）　㊫ 18,000円（税込 19,800円）
※本商品は高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■高校対象　■19分　■2013年　■〔C#7499〕

保
健
体
育

中学・高校教材　保健体育

青少年の薬物乱用を防止するためのドラマ形式の教材で
す。近年、若者を中心に大麻による検挙者が急増してい
ます。大麻を始めとした危険な薬物の種類とその有害性
を紹介し、これらの薬物乱用が引き起こす問題点を示して
いきます。また、喫煙・飲酒の害や、医薬品の乱用の危
険性についても解説。薬物乱用から薬物依存になっていく
恐ろしさを伝え、薬物を拒絶する強い意思を持たせます。
監修：国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
　　　精神保健研究所 薬物依存研究部 心理社会研究室長
　　　嶋根卓也

中学・高校　保健　薬物乱用防止

薬物乱用はなぜいけないのか

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■19分　■2019年　■〔C#2173〕
★文部科学省選定

新型コロナウイルスは、感染しても無症状の方がいるので、
誰が感染者か分からないうちに、さらに多くの人々にうつし
てしまうという特徴があります。「うつらない」「うつさない」
ためには、一人一人による感染予防行動が重要になってき
ます。手をよく洗う、人と人との間隔を空ける、マスクの
着用、部屋の換気といった感染予防行動が必要な理由や、
その効果を正しく理解すれば、積極的に感染対策に取り組
むことが出来ます。わかりやすい映像と解説で、より一歩
踏み込んだ新型コロナウイルス感染予防行動について学ぶ
ことができる教材です。

中学・高校　保健　感染予防

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■16分　■2020年　■〔C#3825〕

より一歩踏み込んだ
新型コロナウイルス感染予防行動へ

危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな
社会問題となっています。本作品では薬物、特に危険ドラッ
グの危険性、恐ろしさを訴えます。再現ドラマと解説シー
ンで構成し、薬物を拒絶する強い意志を持たせる「動機づ
け」を最大の目的とした内容です。禁断症状、フラッシュバッ
クの激しさをリアルな映像で描き、青少年への危機意識を
惹起します。
監修：星薬科大学 薬品毒性学教室 教授　
　　　世界保健機関薬物依存性専門委員会 委員
　　　薬学博士　鈴木勉

中学・高校　保健　薬物乱用防止

ドラッグの悲劇

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■19分　■2014年　■〔C#1540〕
★教育映像祭優秀作品賞



㊫＝学校特別価格　●諸般の事情で価格を改訂する場合があります

88

保
健
体
育

中学・高校教材 保健体育

中学　保健　性教育

第２巻　対等な恋愛関係って？
ドラマ内の中学生カップルのケースを
例に、どういったことが ｢デートＤＶ｣
にあたるのか解説していきます。｢望ま
ない妊娠｣ を防ぐためにも、安易な性
行為に走らないのはもちろん、自分も
相手も尊重し、嫌なことはＮＯと言え
る、対等な恋愛関係を築くことが大切
なのです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■18分　■2014年　■〔C#1298〕
★教育映像祭優秀作品賞

■DVD 3巻セット　〔C#1300〕
　180,000円（税込 198,000円）　㊫ 90,000円（税込 99,000円）

第３巻　防ごう！ 性のトラブル
スマホや無料通話アプリなど、使い方
を一歩間違えると思いがけない性犯罪
に巻き込まれる可能性もあります。ま
た若い世代への性感染症の広がりも大
きな問題です。子どもたちがこうした ｢
性のトラブル｣ に巻き込まれないため
の、正確で科学的な知識を解説してい
きます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■20分　■2014年　■〔C#1299〕

第１巻　考えよう！ 私の性 みんなの性
思春期の男女それぞれの体の変化は、
どのような仕組みで起こるのか解説し
ていきます。また、体と心の性が一致
しない、同性に恋愛感情をいだくなど
の、｢多様な性｣（LGBT）についても描き、
人の性のあり方は様々であることを学
びます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■19分　■2014年　■〔C#1297〕

中学生のいのちと心を守る性教育シリーズ　全３巻

望まない妊娠や性感染症の蔓延、SNS を介した性犯罪被
害等を防ぐためにも、中学生達が正確で科学的な性の知
識を獲得することが何よりも大切です。正しい知識を学ぶ
ことが、子ども達に慎重な行動を促すことになり、自らの
いのちや心を守ることにつながります。そのための教材と
して、本作ではミニドラマと産婦人科医の北村邦夫先生の
解説、ナレーションを通して、多角的にわかりやすく ｢性｣
について伝えていきます。

監修：一般社団法人 日本家族計画協会 クリニック所長
　　　北村邦夫

性感染症が思春期の子どもたちに広がっています。思春期に性感
染症に罹患すると、性行為を知られたくないために早期に相談で
きない、適切な治療をためらうという危険があります。本作品は、
女子生徒編では初期自覚症状が出にくいクラミジア、男子生徒編
では中高生の罹患率の高い淋病をドラマ事例に挙げ、予防意識を
高めることによって、思春期の性の危険、こわさ、異性との交際
で大事なものはなにかを考えさせます。
共同制作：公立大学法人福島県立医科大学

中学・高校　保健　性教育

■DVD ２巻セット
　130,000円（税込 143,000円）　㊫ 65,000円（税込 71,500円）
■DVD 各巻
　　 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象
■各巻 16分　■2015年　■〔C#7499〕

ほんとに大丈夫 !? ―性感染症のこわさ―
男子生徒編・女子生徒編（全２巻）

性の多様性と LGBTQ+ （仮題）

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■約25分　■〔C#1103〕
■2022年5月発売予定

「性のあり方」はとても多様で、すべての人々に関わりがあるものです。
本作品は、「性のあり方」についての基礎知識をわかりやすく解説しなが
ら、典型的でない性のあり方の人たちへのインタビューを通して、様々な
性自認があることや、性的マイノリティを取り巻く実状についても伝えま
す。性のあり方について理解を深めることで、多様性を尊重した誰もが過
ごしやすい社会について考えていくことができる教材です。

監修：一般社団法人 fair

中学・高校　保健　性教育

最新作
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保健体育中学・高校教材

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■29分　■2012年　■〔C#0071〕
★教育映像祭最優秀作品賞

柔道初心者の中学生向けに、保健体育の授業で学ぶ柔道
の技を解説した作品です。生徒がけがをしないことを第一
に考えた、楽しく段階的に学習できる内容です。
※メニュー画面から ｢全編再生｣ と観たい項目のみを
　ご覧いただく ｢個別再生｣ が選べます。

監修：公益財団法人 全日本柔道連盟
　　　指導者養成プロジェクト特別委員会
　　　武道必修化対策チーム委員
　　　千葉大学教育学部附属中学校 教諭　渡辺冬花

中学　体育　武道

安全に楽しく学ぼう 保健体育 柔道

中学校男女武道必修化に対応した、保健体育科教員向けの
映像教材です。柔道で起こりうる脳損傷や、事故の対策を示
した上で、生徒にけがをさせない指導法を解説していきます。
　監修：公益財団法人 全日本柔道連盟
　　　　指導者養成プロジェクト特別委員会
　　　　武道必修化対策チーム委員
　　　　千葉大学教育学部附属中学校 教諭　渡辺冬花
医事監修：神奈川県立足柄上病院
　　　　脳神経外科部長　野地雅人

中学　体育　教員向け

安全な柔道の授業づくり

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書付き　■中学校保健体育科教員向け
■40分　■2012年　■〔C#0070〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

必修化を受け、ダンス未経験
の教員でも授業にすぐ活用で
きる指導者向けＤＶＤです。教
員自身のダンス技術を高める
ことはもちろん、実際の授業
で想定される様々な指導の場
面での具体的な活用の仕方を
学ぶことができます。

監修：仙台大学 助教
　　　山梨雅枝

現代的なリズムのダンスの教え方
生徒の ｢自由｣ を引き出す ｢カタチ｣

中学　体育　教員向け

■DVD 40,000円（税込 44,000円）
 ㊫ 20,000円（税込 22,000円）
■授業で使える音楽ＣＤ付き
■中学校保健体育科教員向け
■83分　■2013年　■〔C#6390〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞
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中学・高校教材　技術・家庭

技
術
・
家
庭

■DVD ３巻セット 180,000円（税込 198,000円）　㊫ 90,000円（税込 99,000円）　■〔C#0190〕

中学・高校　保育

映像で学ぶ 幼児の発達と生活シリーズ　全３巻

０歳〜６歳までの様々な乳幼児の成長の様子を丁寧に撮影した映像教材です。
生き生きとした乳幼児の姿や、まわりの大人との関わりの様子を見ることができます。
ナレーション：皆口裕子
監修：東京家政大学 子ども学部 子ども支援学科 教授　岩立京子

最新作

第３巻　幼児と遊び
子供の生活時間の中で大きな割合を占めており、発達
に重要な役割を担っているのが「遊び」です。子供は
遊びの中で、楽しさを感じ、好奇心を深めながら、周
囲の環境と能動的に関わることで発達が促されていき
ます。この巻では、乳幼児期の子供の姿を見ながら、「遊
び」の特徴や意味について解説します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■中学・高校対象　■20分　■2020年　■〔C#0189〕
★文部科学省選定

第２巻　幼児の生活の特徴と家族の役割
ご飯を食べたり、トイレに行ったり、睡眠をとるなど、
私たちが毎日当たり前に行っている生活習慣。こうし
た生活習慣は、成長しながら少しずつ身に付けていき
ます。それは、自立するための歩みです。親や周りの
大人は、子供の自立を支援する役割を担います。この
巻では、乳幼児期の子供の生活の特徴と家族の役割
について解説します。
■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■中学・高校対象　■23分　■2020年　■〔C#0188〕
★文部科学省選定

第１巻　幼児の心身の発達
保育における「発達」は、子供の体が大きくなったり、
歩けるようになったり、言葉が話せるようになるなど、
身体的、神経心理的な機能の伸びを表し、様々な環
境の影響を受けながら変化していくプロセスのことを
言います。この巻では、乳幼児の発達がどのような過
程で進んでいくのか、体の発達と心の発達、２つの視
点で解説します。
■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き　■中学・高校対象　■24分　■2020年　■〔C#0187〕
★文部科学省選定
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技術・家庭中学・高校教材

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■ワークシート付き　■中学対象　■25分　■2021年　■〔C#1052〕
★教育映像祭優秀作品賞

●ネットいじめ
加恋は、バレー部仲間の菜月を外したSNSのグループを立
ち上げ、そこでは菜月に対する悪口がエスカレートしていく。
菜月の親友の咲良も、つい悪口に同意してしまったが…
●SNSでの出会い
みおは、スマホのゲームを通じて同い年の女の子じゅんと知
り合う。SNSのやりとりでじゅんと仲良くなったみおは、自撮
り写真を送ってしまう。しかし、じゅんの正体は…

1巻

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■18分　■2021年　■〔C#1053〕
★教育映像祭優秀作品賞

●写真の投稿（個人情報流出）
映える写真の撮り方を友達から教えてもらった咲良。SNSに
何枚も自撮り写真を投稿するが…
●動画の投稿（炎上）
大輝は女子にウケたいと、次 と々動画を投稿する。しかし、調
子に乗って投稿した動画が炎上してしまい、大輝の予期せ
ぬ事態が起こってしまう…

２巻ネットいじめをしない！
SNSでの出会いに気をつけよう！

もう一度よく考えよう！
写真や動画の投稿

■DVD ２巻セット 〔C#1054〕
 120,000円（税込 132,000円）
 ㊫ 60,000円（税込  66,000円）監修：チェックフィールド株式会社 代表取締役　目代純平

中学　技術・家庭　消費生活

スマホは情報モラルが大切　全２巻 最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■中学対象　■25分　■2017年　■〔C#0987〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞・科学技術映像祭特別奨励賞

食品の表示と安全について学ぶ作品です。食品表示の基
本ルールを説明し、食品添加物の役割やその安全基準の
メカニズムを、専門家の解説と図や表を交えて描いていき
ます。食品の安全について、科学的に判断できる力を養う
ことをねらいとしています。

トピック①　食品表示を知ろう
トピック②　食品添加物について知ろう
トピック③　安全な食べ物ってなんだろう？
トピック④　バランスのいい食生活を！

監修：相模女子大学栄養科学部管理栄養学科 教授　三輪操

食品の表示と安全を学ぼう！
科学的に考える力を身につける

中学　技術・家庭　食生活

消費者トラブルに遭遇した中学生たちが、消費生活セン
ターの相談員からアドバイスを受けながら学んでいき、主
体的に行動していく姿をドラマで描きます。作品を視聴し
た中学生たちが、｢契約｣ について理解し、消費者トラブ
ルの解決法と予防法を知り、消費者の｢権利｣と｢責任｣を
自覚することを狙いとしています。

chapter1　契約と架空請求トラブル
chapter2　通信販売のトラブル
chapter3　消費者の権利と責任

監修：東京経済大学現代法学部 教授　弁護士　村千鶴子

自立した消費者になろう！
「契約」を学び「権利」と「責任」を自覚する

中学　技術・家庭　消費生活

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■19分　■2017年　■〔C#3140〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導の手引書付き
■中学対象　■23分　■2015年　■〔C#1051〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　技術・家庭　消費生活

ドラマとナビゲーターの解説を通して、個人情報の取り扱い、
無料通話アプリや SNS に潜む危険など最新のトピックを取り上
げ、スマホの安全な使い方を学んでいきます。
トピック①　個人情報は大丈夫？ とくに写真は要注意！
トピック②　リアルに会うことの危険
トピック③　ネット犯罪の危険
トピック④　誤解からネットいじめへ

監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

スマホの安全な使い方教室
気をつけようＳＮＳのトラブルに
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中学・高校教材 技術・家庭

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
①私たちの生活と食事
近年、生活習慣病になる若者が増えていま
す。このビデオでは、バランスのとれた食
事がいかに大事かを、ドラマ仕立ての構成
で解説しています。
■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込36,300円）
■中学対象　■19分　■2003年　■〔C#1379〕

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
③私たちの生活と住まい
住まいは私たちが暮らすための必要不可欠
な生活の器です。その器でどうすれば快適
に生活することができるかを考えます。

■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込36,300円）
■中学対象　■20分　■2003年　■〔C#1381〕

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
②私たちの生活と衣服
衣服のはたらき、選び方、個性を生かした
着用の仕方、手入れの方法など、中学生が
自立して生きていくための知識を、ドラマ
仕立ての構成で解説しています。
■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込36,300円）
■中学対象　■20分　■2003年　〔C#1380〕

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
⑤私たちと地域とのかかわり
ある防災訓練を例に、中学生と地域の関
わりを取り上げます。地域社会に参加する
中で、いかに自主性が大切であるかを訴え
ます。
■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込36,300円）
■中学対象　■22分　■2003年　■〔C#1383〕

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
④私たちの家族と家庭生活
幼かった頃の自分を思い出すことで、自分
が成長してきた過程にあった家族の愛情を
実感させます。ドキュメンタリー編とドラ
マ編で構成されています。
■DVD-R 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込36,300円）
■中学対象  ■19分  ■2003年  ■〔C#1382〕  ★教育映像祭優秀作品賞

中学　技術・家庭〔家庭分野〕

中学技術・家庭科ビデオシリーズ　全５巻
ミニドラマやドキュメンタリーなどを交えつつ、家庭分野の
各単元の内容を分かりやすく解説。食事や衣服、住まいな
どが私たちの生活と密接に関わっていることを示します。

■DVD-R ５巻セット　〔C#1384〕
　300,000円（税込 330,000円）　㊫ 150,000円（税込 165,000円）

中学　技術・家庭〔技術分野〕

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ　全５巻

ものづくりの基本となる各分野の技術を正しく分かりや
すく紹介します。技術の背景となっている社会や環境の
情勢にも触れ、単なるハウツー映像に留まることなく、
技術を学ぶ喜びにも気づかせます。ナレーションで解説
する本編映像のほかに、電子黒板などでも活用できる、
動画・静止画コンテンツ集を収録しています。
監修：千葉大学教育学部 准教授　木下龍

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
①材料の特徴を調べよう

各種の実験や具体的な例を通して、木材・
金属・プラスチックが持つ様々な特徴を紹
介。性質面での特徴を解説するだけでは
なく、社会や環境とのかかわりにも目を向
けながら、材料の特徴を考えていきます。

■DVD 38,000円（税込 41,800円）
 ㊫ 19,000円（税込 20,900円）
■中学対象　■20分＋動画・静止画コンテンツ
■2012年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
③電気を使う機器の仕組み

電気エネルギーを熱・光・動力に変換す
る仕組みを身近な具体例を通して紹介しま
す。また電流を制御する仕組みや、漏電、
感電などの事故を防ぐための電気機器の
安全な利用法について解説していきます。

■DVD 38,000円（税込 41,800円）
 ㊫ 19,000円（税込 20,900円）
■中学対象　■20分＋動画・静止画コンテンツ
■2012年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
②木材を使って製作しよう

実際に製作品をつくる過程を通して、木材
を使った製作の基本を学びます。けがき、
切断、切削などの実技を分かりやすく解説
することに加え、製作の前提となる構想や
設計の大切さにも気づかせます。

■DVD 38,000円（税込 41,800円）
 ㊫ 19,000円（税込 20,900円）
■中学対象　■18分＋動画・静止画コンテンツ
■2012年　■〔C#7499〕

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
⑤生物を育てる技術

実際の作物栽培を通して、植物が育つ環境
条件や育成環境を管理する技術を具体的
に解説していきます。また動物の飼育では、
乳牛を飼育する酪農家に取材し、さまざま
な管理技術があることを紹介。生物育成技
術の発達と工夫の様子に気付かせます。

■DVD 38,000円（税込 41,800円）
 ㊫ 19,000円（税込 20,900円）
■中学対象　■18分＋動画・静止画コンテンツ
■2012年　■〔C#7499〕

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
④力を伝える機械の仕組み

ベルト・歯車・カム機構など、動力を伝え、
動きを変換する機構を、実際の活用例を挙
げて具体的に示します。さらに、ねじ・ばね
の種類や用途、軸と軸受けの仕組みや、円
滑油の役割などについて調べていきます。

■DVD 38,000円（税込 41,800円）
 ㊫ 19,000円（税込 20,900円）
■中学対象　■14分＋動画・静止画コンテンツ
■2012年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定
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中学・高校教材　国 語

■DVD 各巻 34,000円（税込 37,400円）　㊫ 17,000円（税込 18,700円）
■中学対象　■各巻 15〜19分　■2007年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

中学　国語

アニメ古典文学館ＤＶＤ 全６巻

古典文学との出会いは発見や驚きのある面白いものでなけ
ればなりません。本シリーズは、導入期の子どもたちの古典
に対する興味と関心を引き出すことをねらいとしたアニメー
ションです。教科書で学習する部分を中心に、ストーリーや
内容などを子どもたちが容易に理解できるよう描きました。
①竹取物語	 ②枕草子	 ③平家物語
④徒然草	 ⑤おくのほそ道	 ⑥万葉集

■DVD 各巻 9,600円（税込 10,560円）　㊫ 4,800円（税込 5,280円）
■中学・高校対象　■各巻 38〜43分　■2002年　■〔C#7499〕

中学・高校　国語

平家物語 人物紀行 全５巻

各巻に主要な登場人物をとりあげ、それぞれの生き方を通して当
時の歴史的背景、環境、社会状況等もみすえながら、彼らへの
想いを馳せつつ平家物語を鑑賞していきます。味わい深い朗読と
解説、絵巻等の資料映像、能などの古典芸能、物語にちなむ各
地の実写風景は日本人の郷愁を誘い、平家物語が私たちにとっ
て身近な親しみやすい古典であることを実感できます。
①清盛の光と影	 	 ④源氏のつわものたち
②物語を彩る女性たち	 ⑤平家最期の一日
③悲劇の脇役たち	

■DVD 各巻 34,000円（税込 37,400円）　㊫ 17,000円（税込 18,700円）
■中学対象　■2018年　■〔C#7499〕

中学　国語

アニメ 漢詩・漢文の世界 全４巻
中学校国語科で学ぶ漢詩・漢文の代表的作品をフルアニメーショ
ンで映像化しました。物語や作品の背景などを簡潔にわかりやす
く示し、正確な時代考証はもちろん、アニメーションとしての持
ち味を存分に生かし、時に格調高く、時に楽しく描きます。初め
て漢詩・漢文を学ぶ中学生から「難しそう」というイメージを取
り払い、漢文の世界に純粋に興味を持たせるような内容を心がけ
制作しました。　ナレーション：ＴＡＲＡＫＯ

監修：明治大学 教授　加藤徹

　①故事成語	 〔15分〕
　②漢詩Ⅰ	〜李白・孟浩然〜	 〔13分〕
　③漢詩Ⅱ	〜杜甫・王維〜	 〔16分〕
　④論語	 〔13分〕

■DVD 各巻
　　 34,000円（税込 37,400円）
　㊫ 17,000円（税込 18,700円）
■中学・高校対象
■各巻 25分　■2014年
■〔C#7499〕

中学・高校　国語

ビジュアル　古典の背景
①平安の文化と貴族の世界

「枕草子」や「源氏物語」など宮廷女性による平安文学。当時
の有職故実、住居、衣服をはじめ、人々の自然観や価値観、
生活模様など平安文学の背景を興味深く解説します。

②中世の文化と武士・隠者の世界
「平家物語」や「徒然草」、「方丈記」に代表される中世文学。
武士の生きがいや武具、荒廃する社会や自然災害など、中世
文学の舞台を分かりやすい構成で示します。

③近世の文化と庶民の世界
芭蕉、西鶴、近松の三大文豪によって開花した近世文学。元
禄文化を中心に、庶民の生活や貨幣経済、印刷技術、人形浄
瑠璃など、近世文学の舞台を貴重な映像で描きます。

国
　
語
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中学・高校教材　特別活動

特
別
活
動 性の多様性と LGBTQ+ （仮題） 最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■約25分　■〔C#1103〕
■2022年5月発売予定

「性のあり方」はとても多様で、すべての人々に関わりがあるものです。
本作品は、「性のあり方」についての基礎知識をわかりやすく解説しながら、典型的で
ない性のあり方の人たちへのインタビューを通して、様々な性自認があることや、性的
マイノリティを取り巻く実状についても伝えます。
性のあり方について理解を深めることで、多様性を尊重した誰もが過ごしやすい社会に
ついて考えていくことができる教材です。

監修：一般社団法人 fair

中学・高校　特別活動

最新作

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象
■2022年6月発売予定

持続可能な環境・社会・経済を実現するために掲げられた「SDGs」。SDGs と聞くと
企業や団体が取り組むべき目標と考えていませんか？ SDGs は一人一人の意識と行動
が大切です。
この教材では、2 人の姉弟と一緒に、SDGs に取り組んでいる人たちのインタビュー
を見て、身の回りにある身近なものから SDGs についての考えを深めていきます。
SDGs の基礎知識を学ぶだけではなく、SDGs を自分ごととして捉え、行動していくきっ
かけとなる教材を目指しました。

自分ごと SDGs （仮題）

中学・高校　特別活動

1巻

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■ワークシート付き
■中学対象　■25分　■2021年　■〔C#1052〕
★教育映像祭優秀作品賞

●ネットいじめ
加恋は、バレー部仲間の菜月を外したSNSのグループを立
ち上げ、そこでは菜月に対する悪口がエスカレートしていく。
菜月の親友の咲良も、つい悪口に同意してしまったが…
●SNSでの出会い
みおは、スマホのゲームを通じて同い年の女の子じゅんと知
り合う。SNSのやりとりでじゅんと仲良くなったみおは、自撮
り写真を送ってしまう。しかし、じゅんの正体は…

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■18分　■2021年　■〔C#1053〕
★教育映像祭優秀作品賞

●写真の投稿（個人情報流出）
映える写真の撮り方を友達から教えてもらった咲良。SNSに
何枚も自撮り写真を投稿するが…
●動画の投稿（炎上）
大輝は女子にウケたいと、次 と々動画を投稿する。しかし、調
子に乗って投稿した動画が炎上してしまい、大輝の予期せ
ぬ事態が起こってしまう…

２巻ネットいじめをしない！
SNSでの出会いに気をつけよう！

もう一度よく考えよう！
写真や動画の投稿

■DVD ２巻セット 〔C#1054〕
 120,000円（税込 132,000円）
 ㊫ 60,000円（税込  66,000円）

「ネットいじめ」「SNSでの出会い」「個人情報流出」「炎上」の4つのテーマを取り上げ、それぞれドラマ編と解説編で構成。視
聴した生徒が、ドラマの中の出来事を自分だったらどうするかと考え、情報モラルが育成されることを狙いとしています。
監修：チェックフィールド株式会社 代表取締役　目代純平

中学　ネット関連

スマホは情報モラルが大切　全２巻 最新作
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中学・高校　薬物乱用防止

ドラッグの悲劇

危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな
社会問題となっています。本作品では薬物、特に危険ドラッ
グの危険性、恐ろしさを訴えます。再現ドラマと解説シー
ンで構成し、薬物を拒絶する強い意志を持たせる「動機づ
け」を最大の目的とした内容です。禁断症状、フラッシュバッ
クの激しさをリアルな映像で描き、青少年への危機意識を
惹起します。 監修：星薬科大学 教授　鈴木勉

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■19分　■2014年　■〔C#1540〕
★教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　薬物乱用防止

薬物乱用はなぜいけないのか

青少年の薬物乱用を防止するためのドラマ形式の教材で
す。近年、若者を中心に大麻による検挙者が急増してい
ます。大麻を始めとした危険な薬物の種類とその有害性
を紹介し、これらの薬物乱用が引き起こす問題点を示して
いきます。また、喫煙・飲酒の害や、医薬品の乱用の危
険性についても解説。薬物乱用から薬物依存になっていく
恐ろしさを伝え、薬物を拒絶する強い意思を持たせます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■19分　■2019年　■〔C#2173〕
★文部科学省選定

万引き…
あなたは犯罪者になりたいですか？

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書＋ワークシート付き
■中学対象　■18分　■2013年　■〔C#2048〕
★文部科学省選定

「もしも万引きしたら自分や周囲がどうなるか、どういう心
情になるか」を、主人公の中学生の視点から描く、万引き
防止教材です。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
視聴者に気づかせます。万引きは窃盗罪という許されない
犯罪であることを、中学生に明確に訴えます。

中学　万引き防止

中学　ネット関連

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　ネット・ＳＮＳトラブル編

ＳＮＳの機能を持ったアプリやネットサービスは、今や子供
達にとっても必要不可欠な存在。しかし便利なはずのツー
ルが援助交際やイジメなど犯罪の芽となっているのも事実
です。トラブルから子供達を守るにはどうしたらいいので
しょうか？ 専門家の先生と一緒に学んでいきましょう‼︎
解説：ＩＴジャーナリスト　三上洋
　　　兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■25分　■2017年　■〔C#0244〕
★教育映像祭優秀作品賞

中学　犯罪被害防止

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　連れ去り・誘拐編

子供達を襲う卑劣な犯罪、連れ去り、誘拐。その数は、年々
増加傾向にあり、1 年間に 200 件以上という驚くべきペー
スで起きています。通学路や公園など、ありふれた場所で
起きる脅威から子供達を守るにはどうしたらいいのでしょ
うか？ 専門家の先生が、優しく・楽しく教えてくれる “ 子
供防犯スクール ” で一緒に学んでいきましょう‼︎
解説：犯罪学者・立正大学文学部 教授（社会学博士）  小宮信夫

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■24分　■2017年　■〔C#0243〕

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導の手引書付き
■中学対象　■23分　■2015年　■〔C#1051〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

個人情報の取り扱い、無料通話アプリや SNS に潜む危険
などを取り上げ、スマホの安全な使い方を学んでいきます。
トピック①　個人情報は大丈夫？ とくに写真は要注意！
トピック②　リアルに会うことの危険
トピック③　ネット犯罪の危険
トピック④　誤解からネットいじめへ

中学　ネット関連

スマホの安全な使い方教室
気をつけようＳＮＳのトラブルに
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／授業ですぐ使えるワークシート付き
■中学対象　■30分　■2015年　■〔C#0650〕
★教育映像祭優秀作品賞

「このマンガがすごい！2015」第 1 位を実写教材化 !!
原作の「聲の形」（講談社）は、現代の子供のリアルな表
情を描きつつ、「いじめ」や「障害者との共生」などの難
しいテーマを、読者が自然に考える事のできる優れた物語
です。本作は原作の物語を基本に、教材としてのテーマを
付加したドラマ形式の学習教材です。

監修：一般財団法人 全日本ろうあ連盟

中学　いじめ問題／福祉

聲
こ え

の形
かたち

いじめ 一歩ふみ出す勇気

中学生向けの、いじめ防止教材ドラマです。いじめの傍観
者だった中学生の主人公が葛藤し、仲間と一緒にいじめの
被害者を救っていこうとするストーリーを通して、いじめ解
決のために一歩ふみ出すことの大切さを伝えます。ドラマに
登場するいじめの被害者・加害者・傍観者それぞれの立
場に自分を置き換えて視聴することで、もし自分がその人
物ならどうするか考え、話し合い、より良い行動をとる力を
つけていくことをねらいとしています。

中学　いじめ問題

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■中学対象　■19分　■2018年　■〔C#0117〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

いじめは学校だけの問題。私たちはどこ
かでそう思い込んでいないでしょうか。本
作品は、いじめを学校・家庭・地域・社会
全体の課題として見つめ直し、いじめ体
験がある、いじめをよく知る大人たちが、
児童・生徒・いじめを抱える子どもたちへ、
いじめ回復の道筋を提言するものです。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■17分　■2017年　■〔C#7499〕

中学　いじめ問題

いじめ回復マニュアル
ー大人たちから君たちへー

人気サイト「いじめと戦おう！」に寄せら
れたいじめ経験者の生の声を元に、現代
の中学生を襲ういじめのメカニズム・なく
すためのヒントを描いたドラマ作品です。
鑑賞した生徒が登場人物たちの立場を自
分の身に置き換えて考える事ができます。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■指導用手引書付き
■中学対象　■23分　■2012年　■〔C#2615〕
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　いじめ問題

中学生篇 いじめと戦おう！
もしもあの日に戻れたら

SNS がいじめ、危険ドラッグの温床になってい
ます。いじめや危険ドラッグと SNS の連鎖を断
ち切れるために必要なことを生徒たちが自ら話
し合い、自分たちの未来をつくる大切さを提案
します。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■18分　■2015年
■〔C#7499〕

未来 －ＳＮＳの罠－
中学・高校　いじめ問題

法務省主催・全国中学生人権作文コンテストに
て法務大臣政務官賞を受賞した「いじめのスパイ
ラル」をドラマ化。女子中学生がいじめ問題に直
面し、解決していく姿を描きます。

■DVD 75,000円（税込 82,500円）
 ㊫ 30,000円（税込 33,000円）
■中学対象　■33分　■2014年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

悩まずアタック！
脱・いじめのスパイラル

中学　いじめ問題

いじめはやめられる！
中学　いじめ問題

いじめ動画がネット上に公開されるが犯
人がわからない。「本当の犯人は、いじめ
はやめられないとあきらめていた、ぼくら
みんなじゃないのか…」。ドラマを通じて、
中学生の子どもたちが語り合います。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■17分　■2012年　■〔C#7499〕

東日本大震災で変わり果てた学校の姿、被災し
た子どもたちのコメントを、被災しなかった中学
生たちが視聴し、いじめがいかに今の生活やいの
ちの尊さを忘れて起きているかを自覚する姿を描
いています。

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学対象　■15分　■2011年　■〔C#7499〕

いじめなんか、いらない !!
東日本大震災から、私たちは学んだ

中学　いじめ問題
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認知症って、なんですか？

■DVD 50,000円（税込 55,000円）
 ㊫ 25,000円（税込 27,500円）
■中学対象　■14分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

小学校高学年から中学生を対象とした、認知症を初めて学
ぶための教材です。認知症とは何か、認知症の人とどう接
すれば良いのかを、再現ドラマなどを通して、わかりやすく
解説します。正しい基礎知識をシンプルに伝える、子ども
向けに特化した内容の教材です。
監修：公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事　杉山孝博

中学　福祉

認知症と向き合う

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き／解説シート付き
■中学・高校対象　■30分　■2016年　■〔C#3397〕
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞
　公益社団法人認知症の人と家族の会推薦

認知症によくみられる症状、認知症の人の思いと家族の気
持ちの変化、症状の理解、介護者の交流の大切さなどを
描いたドラマ教材です。認知症について正しい知識を持ち、
認知症の人の視点に立って認知症への理解を深めることを
目的として制作しています。
監修：公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事　杉山孝博

中学・高校　福祉

はじめて認知症の人に接するあなたへ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■高校対象　■19分　■2018年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

認知症とは何かという正しい知識、そして認知症の人への
接し方の基本。この２つに内容をしぼり、具体的なハウツー
映像と、専門用語を使わない平易な言葉で、誰にでもわか
りやすく解説していきます。入門編として最適な内容の教
材です。
監修：公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事　杉山孝博

高校　福祉

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■中学・高校対象　■21分　■2019年　■〔C#7499〕

外見からはわからない障害や病気を抱えながら日常生活を
送っている人は多くいます。この作品では２人の難病患者
さんと、てんかんと発達障害をもつ大学生を取材しました。
どんな場面で困っているのか、どんな配慮が求められてい
るのか。外見からはわからない障害や病気を抱える人の話
を通じて、私たちにできる配慮を共に考えてゆく内容です。

中学・高校　福祉

知りたいあなたのこと
外見からはわからない障害・病気を抱える人

知りたいあなたのこと
視覚障がい者の生活・気持ち

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■中学・高校対象　■22分　■2021年　■〔C#7499〕

私たちの身の回りには、視覚に障がいを抱えながら暮らして
いる人がいます。点字ブロックや白杖などを利用して、一見
自立した生活を送っているように見えますが、周囲の理解
や配慮が乏しく、困ったり、危険を感じることもあるといいま
す。この作品は、視覚に障がいのある人への取材を通じて、
私たちにできる配慮を共に考えてゆく内容です。

中学・高校　福祉
最新作知りたいあなたのこと ３

きこえない人の生活・気持ち

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■多言語対応版（日本語字幕・英語字幕・中国語字幕）
■中学・高校対象　■21分　■2022年　■〔C#7499〕

耳の聞こえない・聞こえにくい方々は、人知れず不安や困り
ごとを抱えながら生活を送っています。ですが、彼らは障が
いを持っていることが周囲から分かりにくいため、困っていて
も周囲にはなかなか伝わりません。彼らは、一体どんな場面
で困っているのか？ どんな配慮が求められているのか？ こ
の作品は、聴覚に障がいを持つ方々の話を通じて、私たちに
できる配慮を共に考えてゆく内容です。

中学・高校　福祉
最新作
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■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■18分　■2020年　■〔C#7499〕
★文部科学省選定

たった一度の過ちが、被害者はもちろん、加害者やその家族の人生を
も一変させてしまう、自転車加害事故。この教材では、実際にあった
事故の裁判記録をもとに、加害事故を起こすとどうなるのか、どうすれ
ば事故を防げるのかを検証していきます。
交通安全の大切さを知るために。そして自転車交通ルールの基本を学
ぶために。自転車通学をする全ての方に見ていただきたい自転車交通
安全教材です。

法律監修：ときわ綜合法律事務所

中学・高校　自転車交通安全

知ってほしい、自転車加害事故の現実
自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■中学・高校対象　■20分　■2017年　■〔C#2000〕
★全日本交通安全協会推薦

守ろう！ 自転車の交通ルール
中学生・高校生の自転車の安全な乗り方

自転車を安全に乗るためには、交通ルールを守ることが何
よりも大切です。本作品では、ドライブレコーダーや実際
の事故現場の映像、最新のＣＧ映像も交えながら、中学
生・高校生を対象に自転車の交通ルールを分かりやすく解
説し、事故に遭わない、事故を起こさないための、自転車
の安全な乗り方を伝えていきます。

中学・高校　自転車交通安全

■DVD 66,000円（税込 72,600円）
 ㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■中学・高校対象　■19分　■2016年　■〔C#7499〕
★全日本交通安全協会推薦

「知らなかった」では すまされない
中学生・高校生のための自転車交通ルール

危険な自転車運転の結末は…。一瞬にして起きる悲劇を、
これまでにない印象的な再現映像で示し、交通ルールの大
切さを中高生の心に深く刻みこみます。
・自転車運転者講習制度とは？ ・自転車はどこを走るのか？
・一時停止の必要性  ・交差点は要注意
・他にもある、こんな危険 ・事故を起こすと‥‥　　ほか

中学・高校　自転車交通安全

■DVD 66,000円（税込 72,600円）　㊫ 33,000円（税込 36,300円）
■字幕版付き
■中学・高校対象　■約17分　■2022年　■〔C#0050〕
★全日本交通安全協会推薦

中学生・高校生にとって、通学など日常生活で利用することが多い自転
車。自転車はとても便利で楽しい乗り物ですが、自分勝手な乗り方をし
ていると思いがけない事故を起こしてしまうことがあります。自分に都合
のいい自分ルールで運転してはいけないのです。自転車事故の被害者に
も加害者にもならないために。本作品ではドライブレコーダーの事故映
像や、事故の被害者・加害者になった再現映像も交え、自転車事故の怖
さを伝えながら、自転車を運転するときに守らないといけない交通ルー
ルとマナーを基本から紹介していきます。
●自転車の走るところ ●交差点の渡り方　　●自転車の危険行為
●暗いところを走るとき ●自転車の点検

中学・高校　自転車交通安全

危ない!! 自転車の自分ルール
中学生・高校生のための自転車安全教室

最新作
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四日市ゼンソク………………………………………………………… 78

より一歩踏み込んだ新型コロナウイルス感染予防行動へ…… 44, 87

【ら】
酪農家の仕事を見てみよう…………………………………………… 57

ラブレター……………………………………………………………… 33

【わ】
若い力は今……………………………………………………………… 32

わからないから、確かめ合う −コミュニケーション− …………… 20

わすれるもんか………………………………………………………… 33

私からはじまる人権…………………………………………………… 32

私たちと地域とのかかわり…………………………………………… 92

私たちの家族と家庭生活……………………………………………… 92

私たちのくらしと憲法のかかわり…………………………………… 58

私たちの生活と衣服…………………………………………………… 92

私たちの生活と食事…………………………………………………… 92

私たちの生活と住まい………………………………………………… 92

私たち一人ひとりができること……………………………………… 24

わたしのオリジナル…………………………………………………… 66

私の好きなまち………………………………………………………… 33

私は変わることができる……………………………………………… 32

「私は大丈夫」その自信が危ない！ ………………………………… 37

わっかカフェへようこそ……………………………………………… 26





令和３年度 教育映像祭 受賞作品

最優秀作品賞【文部科学大臣賞】

優秀作品賞

※本カタログの掲載情報は諸事情により変更になる場合があります。ご了承ください。

■学校特別価格の取扱いについて

●�カタログ中、㊫で表示された金額は、学校でご購入いただく場合に適用される「学校特別価格」です。学校特
別価格でご購入された場合、商品のご使用はご購入いただいた学校内に限定されます。複数の学校でご使用
される場合は、学校特別価格は適用されません。

　※�この場合の学校とは、学校教育法第１条に示された学校の範囲【幼稚園・小学校・中学校・高等学校・
中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校】のほか、保育園・専修学校を含みます。

■サンプル版動画について

QRコードが記載されている作品にはサンプル版動画を用意しております。スマートフォン等でQRコードを読み
取って視聴してください。� （※�QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です）

■オンライン方式での使用について

近年の映像教材を使用した研修のデジタル化・多様化を受けまして、弊社の映像教材について、社内LANでの
ご利用などオンライン研修をご検討されている場合の問い合わせにも対応を行っております。

　１）社内LANで使用する場合
　　�映像教材をMP4やWMVなどご都合の良いデータ形式に変換して、使用期限を設定の上、販売を行っ

ております。

　２）ライブ配信で使用する場合
　　�対面講習の同時送信（ZoomやGoogle�MeetといったWeb会議サービス等でのリアルタイムライブ配

信）に限る形で配信利用を許諾する「ライブ配信権」を含めた価格設定で映像教材の販売を行っており
ます。すでにご購入いただいている弊社商品に関しても配信権付与の問い合わせ対応を行います。

　※一企業・団体における内部研修に限ります。
　※�価格や条件等は、ご検討いただいている研修の人数や内容によって異なります。また、作品によっては、

オンライン方式での使用に対応していない場合がございます。まずはお気軽にお問い合わせください。

■本カタログ掲載商品の使用範囲について

●�本カタログに掲載されたＤＶＤは、ご購入いただいた官公庁(都道府県市区町村・視聴覚ライブラリー・教育
委員会・警察・消防等）や事業所等での貸出し、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。

　※有料での上映・貸出しは認められません。
　※�学校特別価格でご購入いただいた場合には、団体貸出しは認められません（次項の「学校特別価格」につ

いての説明をご参照ください）。

●�本カタログの掲載商品について、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

●�当社に無断で、作品の一部または全部を複製・改変・放送・有料上映・配信することは、著作権法違反となり
処罰の対象になる場合があります。

中学校部門　【特別活動】

スマホは情報モラルが大切　１巻
ネットいじめをしない！

SNSでの出会いに気をつけよう！
掲載ページ：34,85,91,94

中学校部門　【社会】

シリーズ映像でみる人権の歴史 第8巻

ひとと皮革（かわ）の歴史
掲載ページ：31,59,82

社会教育部門　【家庭生活向】

サラーマット
〜あなたの言葉で〜

掲載ページ：27

社会教育部門　【市民生活向】

人生のネクストドア
50歳代からのライフプラン

掲載ページ：40

職能教育部門

出会いを豊かなものに
公正さでのぞむ採用選考

掲載ページ：23

小学校（幼稚園含）部門　【道徳】

くぅとしの
あなたがそばにいるだけで

掲載ページ：46,67

中学校部門　【特別活動】

シェアしてみたらわかったこと
東京のどこかにあるシェアハウス。ここには、年齢も社会的立場も異なる人たち
が、同じ屋根の下暮らしている。就職のため上京しシェアハウスにやってきた主人
公、藤木未来。個性的な住民たちとの交流を通して、未来は成長していきます。

掲載ページ：24

小学校（幼稚園含）部門　【特別活動】

火事から自分の命を守る
生きぬくためのリスクウォッチ

掲載ページ：8,72

中学校部門　【特別活動】

スマホは情報モラルが大切　２巻
もう一度よく考えよう！
写真や動画の投稿
掲載ページ：34,85,91,94

社会教育部門　【家庭生活向】

家庭からふりかえる人権

話せてよかった
掲載ページ：27

社会教育部門　【市民生活向】

未来へのアップデート
30歳代からのライフプラン

掲載ページ：40




