
番号 分野 タイトル 時間 内容の概要

F0001 社会教育

農林水産研究開発レポート　vol.１　「食
と農の未来を拓く研究開発」

57

１　麦の高品質化を目指して
２　イネゲノム情報を読む
３　循環する資源としての家畜排せつ物
４　機能性食品の開発
５　バイオマスエネルギー利用技術の開発
６　新たな用途をめざした稲の研究開発
７　昆虫テクノロジー研究
８　地球温暖化の防止に関わる森林の機能

F0002 社会教育

農林水産研究開発レポート　vol.２　「食
と農の未来を拓く研究開発」

28

９　海洋生態系と水産資源
１０　食品の品質保証のための研究開発
１１　食料・環境問題の解決を目指した国際農林水産業研究
１２　化学農薬だけに依存しない病害虫防除

F0003 社会教育

農林水産研究開発レポート　vol.３　「食
と農の未来を拓く研究開発」

19

１３　大豆の安定・多収を目指して
１４　進化する施設栽培
１５　イネで牛を育てる
１６　魚と貝のバイオテクノロジー

F0004 社会教育

あっ！危ない　きみならどうする

27

子ども達の生命を守るために、低学年にも親しまれるお姉さ
んキャラクター春さくらが、登下校・遊びの中・いろいろな危
険な場所で登場し、子ども達と一緒に防犯・安全について学
んでいきます。

F0005 学校教育
実践！自ら考える生徒たち

41
谷口中学校の「総合的な学習」の時間を記録。生徒たちが
自ら考える姿と、先生方へのインタビューを紹介。

F0006 健康づくり

食に関する個別指導
～運動部活動なとでスポーツをする児
童生徒のために～

38

運動部活動などでスポーツをする児童生徒のための、食に
関する指導支援資料

F0007 健康づくり

食に関する個別指導
～運動部活動なとでスポーツをする児
童生徒のために～ 38

運動部活動などでスポーツをする児童生徒のための、食に
関する指導支援資料

F0008 健康づくり

食に関する個別指導
～運動部活動なとでスポーツをする児
童生徒のために～ 38

運動部活動などでスポーツをする児童生徒のための、食に
関する指導支援資料

F0009 学校教育

ケータイ・ネット社会の落とし穴 Vol.1
「ネット社会の道しるべ」

80

「ドラマ１　架空請求と個人情報」
　子どもの間で日阪に話題になるアダルトサイト。興味本位
でアクセスしたマモルは、サイトの誘いに騙されて個人情報
を送ってしまう。そして数日後、マモルの元には高額な請求
書が … 。
「ドラマ２　メール交換と友だち関係」
　　いつもメールの交換をしている仲良し３人組。しかし、
ちょっとしたメールの表現の仕方や部分的な引用がもたらす
大きな誤解。そんなメールがきっかけになり、やがて３人の
友達は引き裂かれてしまう … 。
「ドラマ３　掲示板となりすまし」
　人気音楽グループが大好きなあさみ。ネットでファンクラブ
の掲示板を見つけたあさみは、そこで女子大生と名乗る人
物と知り合いになり、実際に会うことになる。しかし、待ち合
わせ場所に現れたのは … 。

F0010 学校教育

ケータイ・ネット社会の落とし穴 Vol.2
「ケータイ社会の落とし穴」

80

「ドラマ１　メールと依存症」
　友達から届くメールにすぐ返答しなければいけないと思い
込んでいる中学生の女の子・麻耶。友達の葵からの返事が
なかなか来ないことにいらつく麻耶は、家族と食事をする時
でもケータイを手放すことができない。やがて麻耶は依存症
になっていく … 。
「ドラマ２　ケータイサイトと不正請求」
　男子中学生・信吾のケータイに届いた「あや」からのメー
ル。信吾は気になって返信してしまう。やがて請求のメール
が届き、督促の電話もかかってきてしまう。恥ずかしくて誰に
も相談することができない信吾はついに … 。



F0011 学校教育

ケータイ・ネット社会の落とし穴 Vol.3
「ブログ社会の落とし穴」

80

「ドラマ１　ブログと個人情報　～「日常」が「情報」に変わると
き～」
　友達の勧めでブログを立ち上げた”ありさ”。毎日のささい
な出来事や、日頃思っていることを、ブログで発信することに
夢中になっていく。そんな中、ありさに好意を持つ同級生・静
夫は、ついに彼女のブログを突き止める。ブログに書かれた
ありさの何気ない「日常」は、次第にありさを知るための「情
報」へと変わっていく。そして、ありさのブログを見つめるもう
一人の怪しい男が … 。
「ドラマ２　ブログと権利侵害　～ランキング競争が招くトラブ
ル～」
　それぞれブログを立げようと競い合う新聞委員の３人。は
じめは小さな噂やかわいい画像をあげていたが、リーダーの
進が言った「みんなが興味を持つような内容を考えよう！」の
言葉をきっかけに、ランキング競争は激化。次第に友だちの
あらぬ噂を流したり、他人の画像や音楽を勝手にダウンロー
ドできるようなブログに変わってしまう。その結末に待ちかま

F0012 社会教育

危険なアクセス

30

「高橋家」の行動を通してサイバー犯罪に巻き込まれない方
法、巻き込まれた時の対処法を学びます。

F0013 社会教育

危険なアクセス

30

「高橋家」の行動を通してサイバー犯罪に巻き込まれない方
法、巻き込まれた時の対処法を学びます。

F0014 家庭教育

夢への「パスポート」

87

子育ての一番の街を作りたい・地元の伝統食を現代によみ
がえらせたい・団魂世代が元気を生み出す街にしたい等の
モデルを紹介

F0015 社会教育
夢への「パスポート」

87
子育ての一番の街を作りたい・地元の伝統食を現代によみ
がえらせたい・団魂世代が元気を生み出す街にしたい等の
モデルを紹介

F0016 教養・情操
田能遺跡 遺跡発見から保存まで（色彩保存版）

F0017 人権教育
チャレンジ・ストーリー
　（街づくりにかける女性たち） 39

舞鶴市「人と気持ちをつなげたい」・栗東市「コミュニティー・
ショﾂプの夢にチャレンジ」・宇城市「歴史ある町並みを蘇ら
せる女性たち」

F0018 人権教育

ワーク・ライフ・バランスを知っています
か？
　～　働くオトコたちの声　～

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っていますか？　それ
は、「仕事」と「生活」を調和させるライフスタイルのこと。家庭
や会社など私たちの身近なところで、すでに様々な取り組み
が始まっています。このＤＶＤでは、ワーク・ライフ・バランス
社会の実現を目指す企業や、仕事と家庭の理想的なバラン
スを実践する人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介しま
す。

F0019 社会教育

食と農の未来を拓く研究開発
　－　最近の主な研究成果　－

34

Ａ　新しい性質を持つ品種の育成
Ｂ　生産性の向上とコスト低減
Ｃ　安全・安心を確保する
Ｄ　環境問題への取り組み
Ｅ　未来を切り拓く先端研究

F0020 教養・情操
世界遺産シリーズ
知床 31

海・川・森の物語

F0021 人権教育

配偶者からの暴力の根絶をめざして
　～　配偶者暴力防止法のしくみ　～

35

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵
害です。配偶者からの暴力は、あなたの身近なところでおき
ています。「配偶者暴力防止法」は平成１３年に制定され、平
成１９年７月に保護命令の拡充や市町村の取り組みの強化
を柱とした改正法が成立し、平成２０年１月に施行されまし
た。このＤＶＤでは、配偶者からの暴力の根絶をめざして、
「配偶者暴力防止法」のしくみ等についてわかりやすく紹介
しています。

F0022 社会教育

築こう！　安全・安心なまちを
－　手をつなぎあう住民たち　－

24

身近な場所で、子どもが犯罪に巻き込まれる事件が後を絶
ちません。子どもを守り、安心して生活できる環境を築くには
どうすればよいのでしょうか。
　埼玉県上尾市のボランティアグループ「大石北小学校区防
犯連絡協議会」が行っている、子どもが最も犯罪に会いやす
い登下校の時間帯に、一緒に付き添って登校したり、校門前
でのあいさつ運動の取り組みを紹介しています。
　普段の生活の中で、負担にならず、誰もが気軽に参加でき
る体制づくりなどが紹介されています。
　付録として「地域安全マップ　作成マニュアル」(10分)がつ
いています。



F0023 社会教育

尼崎一家の人々 尼崎商工会議所の「工都・あまがさき」ブランド・イメージ展開
事業の作品。
「ものづくりはスゴイの巻」
尼崎市内にある、ものづくりに情熱を傾ける企業の紹介。

F0024 学校教育
第６回　全国こども科学映像祭
　受賞作品集 90

第６回　全国こども科学映像祭の受賞作品集

F0025 学校教育

第７回　インターネット活用教育実践コ
ンクール
－入賞実践事例集－

第７回　インターネット活用教育実践コンクールの入賞実践
事例集

F0026 学校教育

第７回　全国こども科学映像祭
　　受賞作品集 90

第７回　全国こども科学映像祭の受賞作品集

F0027 健康づくり

みんなでおどろう　レッツ　ヒップ　ホップ

55

子どもたちに人気のあるヒップホップダンスの踊り方をわか
りやすく紹介しています。ヒップホップダンスは形にとらわれ
ない自由なダンスです。発祥の地アメリカでは子どもたちが
振り付けを考え、遊びとして踊っています。昔の子どもたち
が、路地や公園で缶蹴りや鬼ごっこをしていたのと同じで
す。そんな気軽に楽しむダンスなので、細かいところにはこ
だわらず、少しでもできたらほめてあげて下さい。子どもたち
は楽しみながらどんどん上達していきます。ダンスを踊る爽
快感や達成感。そして練習から生まれる仲間との協調性。こ
れらが子どもたちの成長に役立てれば幸いです。

F0028 教養・情操

運河のひみつを見つけよう
　～　尼崎運河の魅力再発見　～ 10

尼崎運河の魅力再発見

F0029 健康づくり

モー君＆アワちゃん
　手あらい教室

20

健康づくりの基本となる正しい手洗い習慣を身につけること
を目的に制作されたビデオ。
　生活の中での手洗いの必要性や大切さ、正しい手洗い方
法などについて子どもたちが楽しく学べるよう、アニメーショ
ンやクイズ、手洗い歌などにより、親しみやすくわかりやすく
まとめられている。

F0030 教養・情操

生命の宝庫　亜熱帯の森
　－沖縄・奄美の島々－

33

西表島、沖縄本島北部のやんばる、奄美大島を中心に、豊
かな亜熱帯林の具体的な特徴を解説します。これらの地域
でしか見られない他社多様な動植物たちを紹介し、大自然
の不思議と魅力に迫ります。更に、亜熱帯の森と人々との
関わりを見つめ、貴重な森を守っていくための様々な試みを
紹介します。
１　プロローグ・豊かな亜熱帯林
２　気象・森林環境と地形の成り立ち
３　森林の特徴 … 西表島・やんばる・奄美大島
４　多様な森林が養う貴重な動物たち
５　森と人とのかかわり
６　エピローグ

F0031 教養・情操

暖温帯の森
　－生命をつなぐ智恵－

34

暖温帯を代表する森、照葉樹林を中心に解説します。多種
多様な生物が生きる厳しい環境の中、どのように世代交代
が行われ、どのように生命をつないでいくのか、そのしくみを
探ります。また、人と深い関わりを持ち暮らしを支えてきた、
暖温帯の人工林を紹介します。
１　プロローグ
２　日本の植生分布図と暖温帯の森
３　照葉樹林(多様性に富んだ森・主な構成種)
４　魚梁瀬スギ・木曽ヒノキ・北山スギ
５　照葉樹林(森の更新)
６　里山・雑木林
７　樹木と動物の多様な関係・種子分布
８　自然保護活動
９　エピローグ



F0032 健康づくり

忍者になって
－ホップ！　ステップ！　ジャンプ！－
(体力づくり体験活動)

37

年々、子どもたちの体力が低下していると言われています。
その原因として、テレビやゲームなど屋内での遊びが多く、
体力をつける環境や機会が減少していることなどが考えられ
ます。そこで、子どもたちの運動能力を高めるために、子ど
もたちに人気の「忍者」に着目し、「忍者の動き」を参考に、
楽しみながら体力づくりができる教材を開発、創作しました。
したがって、本教材は単なる忍者遊びの教材ではありませ
ん。子どもたちが楽しく夢中になり、積極的に取り組んでいく
うちに、いつの間にか成長期に必要な体力がつくことを願っ
て制作したものです。

F0033 健康づくり

みんなでおどろう！　よさポップ

53

「よさポップ」は、全国的に広がりを見せる和風踊り「よさこ
い」をモチーフに、楽しい振り付けと音楽で、幅広い年代の
子どもたちが楽しめるように構成されています。心地よい動
きとリズムをみんなで共有し、踊りをとおして表現力と創造性
を身につけ、成長期に必要な心の栄養素となる「情緒」(子ど
も同士の「助け合う心」「協力する心」)を育てます。最近の子
どもたちに見られる「表現や意思伝達の乏しさ」を補う創作
体験活動として、ぜひご活用下さい。

F0034 学校教育

偉人たちとの授業
　～放射線を知る～
(新学習学習指導要領対応　中学校理
科第１分野「科学技術と人間」)

23

本ＤＶＤは放射線についての基礎知識を学習するとともに、
放射線の性質や利用の正しい理解を促す導入教材として制
作されました。レントゲン、マリー・キュリー、チャールズ・ウィ
ルソンなど歴史上の偉人たちが「放射線の出前授業」を行う
というドラマ形式で展開します。
　彼らと生徒とのやりとりを通じ、放射線に対する疑問点を
取り上げ、放射線の計測や観察などを通して、放射線を身
近に感じてもらうことができると考えています。放射線の詳細
な説明は図表やＣＧイラスト、実写などの解説ＶＴＲを挿入
し、簡潔なナレーションでわかりやすく紹介しています。ＤＶＤ
内には、先生方にご使用いただくための「学習指導案」も含
まれています。

F0034-2 学校教育

偉人たちとの授業
　～放射線を知る～
(新学習学習指導要領対応　中学校理
科第１分野「科学技術と人間」)

23

本ＤＶＤは放射線についての基礎知識を学習するとともに、
放射線の性質や利用の正しい理解を促す導入教材として制
作されました。レントゲン、マリー・キュリー、チャールズ・ウィ
ルソンなど歴史上の偉人たちが「放射線の出前授業」を行う
というドラマ形式で展開します。
　彼らと生徒とのやりとりを通じ、放射線に対する疑問点を
取り上げ、放射線の計測や観察などを通して、放射線を身
近に感じてもらうことができると考えています。放射線の詳細
な説明は図表やＣＧイラスト、実写などの解説ＶＴＲを挿入
し、簡潔なナレーションでわかりやすく紹介しています。ＤＶＤ
内には、先生方にご使用いただくための「学習指導案」も含
まれています。

F0035 学校教育

活躍する放射線！
　～普段は見られない放射線の利用～
(新学習学習指導要領対応　中学校理
科第１分野「科学技術と人間」)

33

私たちの暮らしの様々な場面で利用されている放射線につ
いて、４つの分野に分け中学生たちが取材をし、スタジオで
発表します。また、その仕組みや原理についてＣＧや実写Ｖ
ＴＲなどを交えてわかりやすく紹介します。
◎工業分野
　・薄い紙などの計測　・トンネル工事　・テニスラケットのガッ
トの強化　・ダイヤモンドの彩色
◎医療分野
　・病気の診断(レントゲン)　・ガンマナイフ治療
◎農業分野
　・品種改良(花、果物)
◎その他の分野
　・考古学での放射性炭素年代測定法　・ウランの採取

F0035-2 学校教育

活躍する放射線！
　～普段は見られない放射線の利用～
(新学習学習指導要領対応　中学校理
科第１分野「科学技術と人間」)

33

私たちの暮らしの様々な場面で利用されている放射線につ
いて、４つの分野に分け中学生たちが取材をし、スタジオで
発表します。また、その仕組みや原理についてＣＧや実写Ｖ
ＴＲなどを交えてわかりやすく紹介します。
◎工業分野
　・薄い紙などの計測　・トンネル工事　・テニスラケットのガッ
トの強化　・ダイヤモンドの彩色
◎医療分野
　・病気の診断(レントゲン)　・ガンマナイフ治療
◎農業分野
　・品種改良(花、果物)
◎その他の分野
　・考古学での放射性炭素年代測定法　・ウランの採取



F0036 教養・情操

尼崎市田能資料館
　弥生からの贈り物

15

　1965年、尼崎の田能に約2000年の時を超えて、弥生の遺
跡がよみがえりました。
　　田能資料館では、弥生時代の人々の生活はどのようなも
のであったか歴史への興味を開く入口として、「作る」「食べ
る」「住む」などについての展示や体験学習会を実施してい
ます。　あなたも弥生からの贈り物にふれてみませんか。

F0037 健康づくり

考えてみよう！食べ物の安全性
　～食品添加物や残留農薬について～

16

小学校高学年児童向け。食べ物の安全性がどのように守ら
れているのか、科学的にリスクを捉え、リスクを低減する取り
組みとはどんなものなのかを農薬や食品添加物を例に解説
しています。
「食品の安全性」について、コンパクトにまとめた、アニメー
ション版ＤＶＤです。子どもだけでなく大人が一緒でも楽しん
で見ていただけます。

F0038 健康づくり

[食品安全の基礎知識]
クイズで学ぶリスク評価

12

一問一答式のクイズで構成された食品の「リスク評価」に関
する解説ＤＶＤです。各クイズには食品安全委員会委員によ
る説明もついています。自分が使いたい・見たい・知りたいク
イズだけを見ることもできます。「考える時間（シンキングタイ
ム）」も取っていますので、講義やイベント時にミニクイズ大
会として活用していただくこともできます。

F0039 健康づくり

リスクコミュニケーション
何を食べたら良いか？　考えるための
ヒント
～　一緒に考えよう！　食の安全　～ 13

「これは食べてもいい」「あれは食べてはだめ」と誰かに決め
て欲しいと思うことはありませんか？　「食の安全」を考える
上で必要な、「リスク」や「リスクコミュニケーション」について
会話形式で紹介します。

F0040 健康づくり

気になる食品添加物
Let's Talk about Food Additives

27

食品の加工や保存などの目的で使用されている食品添加
物。食生活が豊かになるにつれて、その種類も増えてきまし
た。「食品添加物って何か」を、３人の中学生が探ります。
　コンビニエンスストアでの買い物が日常的な現代の子ども
たち。食品添加物も非常に身近な存在です。食品添加物と
はどんなものなのか、どのように安全性を評価しているか、
知っておいて欲しい情報を、ドラマ形式で楽しく解説したＤＶ
Ｄです。

F0041 健康づくり

気になる食品の安全性
～　みんなで学ぼう"リスク分析"　～

19

食品の安全性を確保するために取り入れられている「リスク
分析」について、「ＡＤＩって何？」「リスク分析って何？」など
「小学生が見てわかる」解説を目指しています。
　食の安全に関する情報が氾濫する現代。子どもにとっても
食の安全は身近なテーマです。食の安全はどのように守ら
れているのかをドラマ形式で楽しく解説したＤＶＤです。

F0042 学校教育

ちょっと待って、ケータイ(DISK1子供向
け)
「被害者にも加害者にもならないため
に」
　
ケータイに潜む危険(DISK2保護者向
け)
「子どもの携帯電話を考える」

30

ＤＩＳＫ１子供向け
①メールの落とし穴
②ケータイに忍び寄る罠
③プロフの危険な誘惑
④学校裏サイトの闇
ＤＩＳＫ２保護者めけ
①ケータイに振り回される子ども達
②個人情報を狙う悪質サイト
③巧みに忍び寄る犯罪者たち
④加害者になる子どもたち

F0042-2 学校教育

ちょっと待って、ケータイ(DISK1子供向
け)
「被害者にも加害者にもならないため
に」
　
ケータイに潜む危険(DISK2保護者向
け)
「子どもの携帯電話を考える」

30

ＤＩＳＫ１子供向け
①メールの落とし穴
②ケータイに忍び寄る罠
③プロフの危険な誘惑
④学校裏サイトの闇
ＤＩＳＫ２保護者めけ
①ケータイに振り回される子ども達
②個人情報を狙う悪質サイト
③巧みに忍び寄る犯罪者たち
④加害者になる子どもたち



F0042-3 学校教育

ちょっと待って、ケータイ(DISK1子供向
け)
「被害者にも加害者にもならないため
に」
　
ケータイに潜む危険(DISK2保護者向
け)
「子どもの携帯電話を考える」

30

ＤＩＳＫ１子供向け
①メールの落とし穴
②ケータイに忍び寄る罠
③プロフの危険な誘惑
④学校裏サイトの闇
ＤＩＳＫ２保護者めけ
①ケータイに振り回される子ども達
②個人情報を狙う悪質サイト
③巧みに忍び寄る犯罪者たち
④加害者になる子どもたち

F0042-4 学校教育

ちょっと待って、ケータイ(DISK1子供向
け)
「被害者にも加害者にもならないため
に」
　
ケータイに潜む危険(DISK2保護者向
け)
「子どもの携帯電話を考える」

30

ＤＩＳＫ１子供向け
①メールの落とし穴
②ケータイに忍び寄る罠
③プロフの危険な誘惑
④学校裏サイトの闇
ＤＩＳＫ２保護者めけ
①ケータイに振り回される子ども達
②個人情報を狙う悪質サイト
③巧みに忍び寄る犯罪者たち
④加害者になる子どもたち

F0042-5 学校教育

ちょっと待って、ケータイ(DISK1子供向
け)
「被害者にも加害者にもならないため
に」
　
ケータイに潜む危険(DISK2保護者向
け)
「子どもの携帯電話を考える」

30

ＤＩＳＫ１子供向け
①メールの落とし穴
②ケータイに忍び寄る罠
③プロフの危険な誘惑
④学校裏サイトの闇
ＤＩＳＫ２保護者めけ
①ケータイに振り回される子ども達
②個人情報を狙う悪質サイト
③巧みに忍び寄る犯罪者たち
④加害者になる子どもたち

F0042-6 学校教育

ちょっと待って、ケータイ(DISK1子供向
け)
「被害者にも加害者にもならないため
に」
　
ケータイに潜む危険(DISK2保護者向
け)
「子どもの携帯電話を考える」

30

ＤＩＳＫ１子供向け
①メールの落とし穴
②ケータイに忍び寄る罠
③プロフの危険な誘惑
④学校裏サイトの闇
ＤＩＳＫ２保護者めけ
①ケータイに振り回される子ども達
②個人情報を狙う悪質サイト
③巧みに忍び寄る犯罪者たち
④加害者になる子どもたち

F0043 社会教育

ケータイ安全教室　（シニア向け）

30

①「オレオレ詐欺」
②「還付金詐欺」
③「身を守るために」

F0044 学校教育

ケータイ安全教室
　（映像教材・指導ガイド）

27

近年急増する、サイトのコミュニケーション機能によるトラブ
ル、インターネットの危険性や違法サイトからのダウンロード
による著作権法違反など、ケータイ社会の現状を取り巻くト
ラブル事例を追加しました。具体的なケータイ画面のイメー
ジやクイズ問題、再現ドラマ、調査データなどを交えながら、
各編とも分かりやすく紹介し、子どもから大人まで理解しや
すい内容になっています。

F0045 学校教育

ひらけ！　エネルギーのとびら

50

　このＤＶＤ教材は、児童がエネルギーに対する関心を高
め、理解を深めるための導入的教材として制作されました。
授業では見学に訪れる機会の少ない発電所などの映像や
アニメーションを交え、くらしとエネルギーの関係についてわ
かりやすく紹介しています。エネルギー副読本「ひらけ！　エ
ネルギーのとびら」を活用した授業と併せて、あるいは単独
でも利用が可能な構成になっています。

F0045-2 学校教育

ひらけ！　エネルギーのとびら

50

　このＤＶＤ教材は、児童がエネルギーに対する関心を高
め、理解を深めるための導入的教材として制作されました。
授業では見学に訪れる機会の少ない発電所などの映像や
アニメーションを交え、くらしとエネルギーの関係についてわ
かりやすく紹介しています。エネルギー副読本「ひらけ！　エ
ネルギーのとびら」を活用した授業と併せて、あるいは単独
でも利用が可能な構成になっています。



F0046 学校教育

春野家ケータイ物語
（ＤＶＤ、学習指導例、ワークシート、掲
示用写真のセット）

79

　このＤＶＤには、家族が遭遇するケータイをめぐる様々なト
ラブルを、１０分程度の教材で全８話納められています。

F0047 学校教育

柿山伏
（狂言・小学校国語資料）

28

狂言「柿山伏」一曲すべてを臨場感あふれる実演映像で紹
介。独特の所作や能舞台・狂言面などの特徴も分かりやすく
解説し、狂言の鑑賞を助ける。狂言の魅力を伝える素材とし
て最適な映像資料。

F0048 教養・情操

みんなが主役・人形劇で遊んじゃおう

46

人形劇を見たり、人形を作ったりする体験と人形劇の上演を
試みることができる。小学校での活用や地域活動でのイベン
トでの活用が期待されている。

F0049 教養・情操

切り紙遊び

40

この教材は子ども達と様々な世代の方達が交流を深めるこ
とを目的としている。交流体験教材。手や指先を動かすこと
で、運動能力の維持向上、心・脳・身体の活性化を図る。

F0050 健康づくり

チアロビクス

58

チアリーディリングとエアロビクスを組み合わせたもの。応援
スタイルのコミュニケーション運動が体験できる。地域活動
のイベント等に活用できる。

F0051 学校教育
公共広告をつくる

28
公共広告の性質、作品紹介を通して、「私たちのメッセージ
を伝えよう」と題して、公共広告を作る体験をする。

F0052 教養・情操
四季が育む生命の山々（東北・冷温帯
の森） 31

東北・冷温帯の森の自然環境や、豊かな生態系を形成する
多様な動植物を描き、人と自然の関わりを見つめる。

F0053 教養・情操

おむすびころりん

15

むかしむかし、おじいさんがお昼におむすびを食べようとし
たところ、つるんとすべって穴に落としてしまいました。する
と、穴の奥から歌が聞こえてきました。その歌声の美しいこ
と・・・・・。楽しくなったおじいさんは、一つまた一つとおむす
びを穴に落とし、最後はおじいさんも穴の中にすってんころ
りん。

F0054 人権教育

ひとみ輝くとき

35

「いじめの問題」や「児童虐待」・・・・大人はどうしたら良いの
か。子どもが自分らしく希望を持って生きていくために、家
庭・地域、そして学校でのあり方をみんなで考える作品。

F0055 教養・情操

化けくらべ

21

「たぬき」と「きつね」の化けくらべの中に、ユーモラスな情
景、相手を思いやる心情、欲張って失敗する話、自信過剰に
対する戒めなどもさりげなく挿入して、楽しさとともに「心」を
育てる民話

F0056 人権教育

ガキ大将行進曲

75

ここは甲府盆地の片隅の緑溢れる静かな町。市川小学校の
４年１組には、弘という弱い者いじめをするガキ大将がいま
した・・・・・・・。

F0057 教養・情操 ３Rでだれでもできるゴミダイエット 20 ゴミを減らす工夫

F0058 教養・情操 ３Rでだれでもできるゴミダイエット 20 ゴミを減らす工夫

F0059 学校教育 もうひとつのウサギとカメ 73 映像の読み解き

F0060 教養・情操 ボディスラップ 40 リズム作り

F0061 学校教育 生物の神秘と科学技術 サンプルディスク

F0062 社会教育 児童生徒のアナウンス教室

F0063 教養・情操 兵庫医大新築移転 13

F0064 教養・情操 レッツゴーパレード

F0065 教養・情操 みんなの元気をめざして

F0066 教養・情操 北の大地に息づく命・北海道の森 35 北海道の森の特長

F0067 教養・情操 森に生きる 32 森と共に生きる森の名人

F0068 教養・情操 絶海に浮かぶ進化の島々 33 小笠原諸島の自然

F0069 教養・情操 辰巳琢郎のLet's鉄学 19 暮らしと鉄

F0070 教養・情操 参議院　子ども国会 まるわかりガイド

F0071 教養・情操 あまらぶ 16 好きな尼崎

F0072 教養・情操 忘れてはならない夏がある 平和への願い

F0073 教養・情操 忘れてはならない夏がある 平和への願い

F0074 教養・情操 スマホの落とし穴 34 6つの疑問を考える



F0075 教養・情操 尼崎市100年の歩み 市政100周年記念ビデオ

F0076 学校教育
映像で学ぶ校内研修教材
（保護者トラブル） 31

再現ドラマを通じて、ＮＧとなる言動、必要な心構えなどをわ
かりやすく映像で解説。

F0077 学校教育
映像で学ぶ校内研修教材
（学校コンプライアンス）

31
服務事故の具体例と処罰、発生時に求められる対応上の注
意点などを解説

F0078 学校教育
映像で学ぶ校内研修教材
（いじめの予防と対策）

31
いじめに発展しやすいサインの見つけ方、兆候があった際
の対応法を映像で解説。

F0079 学校教育
映像で学ぶ校内研修教材
（スマホ・ネットのトラブル） 31

スマホ・ネットのトラブルについて知っておくべき知識、予防、
対応を映像で解説。

F0080 学校教育
映像で学ぶ校内研修教材
（教師のメンタルヘルス） 31

本人や周囲が不調のサインに早期に気づき、対応するため
のポイントを映像でわかりやすく解説

F0081 人権教育 めぐみ 25 北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ


