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11001 こうして話せば
いいんだね

－話し方・聞き方－

　４年生の学級会，教室の掲示板の使い
方について問題が起こりどのような利用
が望ましいかを話し合う過程を描きなが
ら，目的を実現するために大切な“話し
方・聞き方”の要点をとらえている。

H3 20 小（中）

11002 狂言 　狂言の上演の実際にふれながら，その
歴史や独特の形式を説明し，我が国の
もすぐれた古典芸術の一つである狂言に
ついて理解を深めさせる。

S61 22 小（中）

11003 平安の四季 　平安朝の人々が四季折々の生活の中で
自然や季節の変化をどう受け止め，暮ら
しにどう生かして来たかなど，当時の典
型的な習俗の諸相を映像特性を生かして
描き出している。

S61 22 中

11004 美しく豊かな言葉を
目指して

　世間で広く関心を持たれている言葉に
ついての問題をとりあげている。
　内容は，「分かりやすい用語」・「電
話の言葉づかい」「暮らしの中の音声訓
練」で構成されている。

S61 22 中・高

11005 美しく豊かな言葉を
めざして

・論理的な話し方
・やまとことば
　の世界

〇論理的な話し方
　国際化時代と言われる現代・日本人に
　対して，論理的に主張する，客観的な
　事実と主観的な意見を意識して延べ分
　けるといった能力が要求されている。
　これをデイベートの方法を使って説明
　している。　　　　　　　（２４分）
〇やまとことばの世界
　「やまとことばの世界」は，日本にも
　ともとあった本来の日本語と中国や欧
　米から入ってきた外来語で形成された
　語いを説明している。　　（１６分）

H8 40 小・中・
高・一般

11006 美しく豊かな言葉を
めざして

・心を結ぶ言葉
・「あいうえお」
　と「いろは」

〇心を結ぶ言葉
　どんな言葉を使いどんな話し方をする
　かという事は，話し手の人間性にかか
　わる大切な問題である。国際化，情報
　化の時代と言われる現在，日本語の話
　し方は大切であることを訴えている。
　　　　　　　　　　　　　（１８分）
〇「あいうえお」と「いろは」
　５０音図の仕組みを理解し，日本語の
　音韻の基本を示すと共にやはり同じ時
　期にできた「いろは」についても平易
　に解説している。
　　　　　　　　　　　　　（２１分）

H8 39 小（高）
・中・高
・一般
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11007 美しく豊かな言葉を
めざして

・自己紹介から
　始まるあなたと私
・あいさつが
　心を結ぶ

〇自己紹介から始まるあなたと私
　山川家の家族を中心に繰り広げられる
　いろいろな自己紹介のパターンを紹介
　し自己紹介することによって，その後
　の人間関係がどのように築かれていく
　かを映像を通して見せている。
　全体には，自己紹介から仲間づくり，
　友達づくり，家族同士への付き合いへ
　と広がっていく場面の提示により，自
　己紹介の大切さを訴えている。
　　　　　　　　　　　　　（１８分）
〇あいさつが心を結ぶ
　一般的なサラリーマン家族，山崎家の
　人々の一日を，中学２年生になる健一
　を中心に会話のいろいろを紹介してい
　る。
　このビデオでは「あいさつ」の範囲や
　種類を以下のようにとり上げている。
　日常生活の中で慣用的に使われている
　もの。人との出会い，円滑なコミュニ
　ケーションのきっかけ。コミュニケー
　ションを持続させるためのもの。
　　　　　　　　　　　　　（１５分）
　　

H9 33 小・中・
高・一般

11008 美しく豊かな言葉を
めざして

・おわびとお礼
・言葉のつかい分け

〇おわびとお礼
　彼岸晴れの一日，鎌倉へお墓参りに行
　く木村家の人々を追って，高校１年生
　の剛を中心にストーリーが展開する。
　一家は飲食店や鎌倉文学邸でおわびや
　お礼にかかわる様々な体験をする。そ
　の中で，おわびの気持ちを伝えること
　の大切さに気づき，心から謝ることで
　一層友情の深まりを感じていく。
　　　　　　　　　　　　　（２０分）
〇言葉のつかい分け
　中学１年生の洋子は，職員室での先生
　に対する話し方を注意され，ショック
　を受ける場面からストーリーが始まる
　姉の京子のリードで各場面の言葉使い
　について解説と改善点が示され，その
　過程で，洋子は徐々にコミニュケーシ
　ョンを円滑にすすめるためには言葉の
　使い分けが必要であることを学んでい
　く。　　　　　　　　　　（１７分）
　

H10 37 小・中・
高・一般
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11009 美しく豊かな言葉を
めざして

〇対話を組み立てる
〇一言の大切さ

〇対話を組み立てる
　東京の下町佃に住む高校生たちがビデ
　オを制作し町の文化祭に発表するまで
　の取材や対話のあり方を紹介している
　みんなの意見をたくみに引き出し，話
　し合いを円滑に進め，ついに地元の人
　々を招待しての試写会開催までにこぎ
　着けるまでを紹介している（２２分）
〇一言の大切さ
　かわいいキャラクター『一言くん』が
　登場し，電車の中，路上，公園，学校
　会社，同窓会のパーティ，家庭等日常
　生活の様々な場面や状況における「一
　言」の例をスキット形式で紹介してい
　る。　　　　　　　　　　（１３分）
　　　　

H11 35 小・中・
高・一般

11010 国語資料ビデオ
１年
①とりとなかよし

　アフリカに住む色々な動物と鳥との間
には，おもしろい仲良しの関係がある。
　シギとカバ，ウシツツキとキリン・イ
ンパラ・サイ，アマサギとウシカモシカ
・ゾウ，動物たちと暮らす鳥たち，の共
生のあり方を様々な形で紹介している。

H12 14 小

11011 国語資料ビデオ
１年
②どうぶつの
　赤ちゃん

　厳しい自然の中で生きる動物の赤ちゃ
んは，どのように成長していくのか。家
族や群に守られながら生きる知恵を学ん
でいく肉食動物のライオンの赤ちゃん。
　草食動物であるラクダの一種であるグ
アナコの赤ちゃん。コアラ・アシカ・ゾ
ウ・パンダの親子の愛情を中心に，様々
な動物の赤ちゃんの成長ぶりを描き，親
子の触れ合いを通して生命の尊さに気づ
かせる。

H12 18 小

11012 国語資料ビデオ
２年
①たんぽぽのひみつ

　仲間を増やすために植物は様々な知恵
を働かせている。
　身近に見られるタンポポ，オナモミや
ヤドリギなどの驚くべき知恵と豊かな自
然の営みの不思議に触れ，ハイスピード
撮影等でも紹介している。

H12 14 小

11013 国語資料ビデオ
２年
②モンゴルに
　くらす人々

　広大な草原と羊の国モンゴル。ここに
は現在でも勇壮な放牧民の姿がある。彼
らの生活の全てが自然と動物達によって
成り立っている。だから彼らは自然に対
する感謝を忘れない。
　雄大なモンゴルの草原で暮らす人々の
生活を描きながら，自然と人間の関わり
合いについて考えていく。

H12 18 小

11014 国語資料ビデオ
３年
①海辺の生き物

　小笠原の島の海辺にいる生き物，それ
ぞれ独特な生き方をしている生き物をヤ
ドカリを中心に描いている。
　ヤドカリ同士の殻を取り合う争いやイ
ソギンチャクとの共生について紹介して
いる。

H12 18 小
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11015 国語資料ビデオ
３年
②アリの世界

　高度に発達した社会生活を営む昆虫の
アリ。その社会は，女王アリの巣作りと
産卵から始まり，巣が拡大するにつれて
働きアリの仕事が分業化していくアリ社
会の様子を克明に観察している。
　餌の在処を仲間に知らせ，行列を作っ
て通う秘密，餌運びの分業の方法，アブ
ラムシとの共生を紹介している。

H12 14 小

11016 国語資料ビデオ
３年
③オトシブミの
　ロールキャベツ

　様々な自然環境に応じて，虫たちが行
う新しい生命誕生のための営み。
　オトシブミの巣作り，産卵，ゆりかご
，外敵からの守りと食料の確保，スカラ
ベ（別名フンコロガシ）の巣作り，産卵
と幼虫の成長を紹介している。

H12 14 小

11017 「美しく豊かな
言葉をめざして」
伝わっていますか？

Ⅰ，ドラマ編
　分かりやすい説明
Ⅱ，解説編
　分かりやすい
説明のために

　「美しく豊かな言葉をめざして」をテ
ーマに，分かりやすく正しい日本語の普
及をめざして文化庁が企画したものであ
る。内容は，ドラマ編（２５分）と解説
編（１４分）の２部構成になっている。
　ドラマの中の登場人物の会話や説明の
仕方に，誤解や不備があることを，解説
編で４人がそれぞれの場面について各自
の視点から検討している。

H12 39 成人・
一般

11018 野口芳宏退官記念
講座ビデオ　講演
これからの国語教育

～「読むこと」
　を中心に～

　二つの文学教材の模擬授業は，いずれ
も「国語学力の形成」という も基本的
な課題に著者なりの具体的，実践的な解
答を解説したものである。
　本講演は，新世紀に踏み込んだ国語科
の「読み方」のあるべき方向を大胆に提
言したものである。

H13 58 教師・
指導者

11019 野口芳宏退官記念
講座ビデオ
模擬授業Ⅰ
（物語）

『やい，とかげ』

　文学教材の詳細な読解に偏りがちであ
った指導の方法を改めよう，という教育
課程審議会の答申を受け，その打開策の
一つが「焦点精査」という著者の実践で
ある。全文精査から具体的にどう脱皮す
るかを先生方との授業を通して提案し，
考え合う内容になっている。

H13 77 教師・
指導者

11020 野口芳宏退官記念
講座ビデオ
模擬授業Ⅱ
（文語詩）

『山のあなた』

　上田敏の名訳として知られる文語詩の
「白眉」を６年生にどう味あわせたらよ
いか。古典への橋渡しを考えた入門的な
扱いを具体的に提案している。
　これもまた「詳細な読解」に陥らぬよ
う焦点的にかつ「読み比べ」の手法も取
り入れ，新しい実践を提示している。

H13 87 教師・
指導者

11021 「美しく豊かな言葉を
めざして」
表現を豊かに
するために

～「かわいい」って
   どういうこと？～

　「美しく豊かな言葉をめざして」をテ
ーマに，分かりやすく正しい日本語の普
及をめざして文化庁が企画したものであ
る。内容は，ドラマ編（２３分）と解説
編（１９分）の２部構成になっている。
　特に，若者用語のようにして使われる
「かわいい」という言葉の意味や使い方
について，感想や意見を交換しあいなが
ら，表現を豊かにするためにどう言い換
えたらよいかについて考えている。

H13 42 高・成人
・一般
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11022 ことばビデオシリーズ　
１相手を理解する

－言葉の背景をみつめ
ると－

　私たちは，生活のいろいろな場面で，
言葉によるコミニュケーションを行って
いる。言葉を用いることで，たくさんの
情報や複雑な内容も伝えることができる
。その一方で，言葉をめぐって，ときに
は誤解や摩擦といった行き違いが起こる
こともある。
　ここでは，国や性別等ユニットごとに
正しいコミニュケーションのあり方につ
いて学ぶ。

H15 37 中・高校・
成人

11023 教室コミュニケーション入
門第1巻

『教室コミュニケーション
の指導』

　「教室コミュニケーション」指導の概
論編。コミュニケーションの意味・重要
性を解説し，新学習指導要領で示されて
いる音声言語の指導の基礎的な事項，応
用的な技能に属する事項についてさまざ
まで具体例を示しながら解説している。
さらに教室で「聞くこと・話すこと」の
能力を育てるための学習活動の形態を具
体例とともに紹介している。

H18 25 小・教師

11024 教室コミュニケーション入
門第２巻

『対話・話し合い』

　比較的指導のしやすい「対話」の基本
的な形から改まった場面での「対話」に
ついて，さらに「対話」から発展した「
話し合い」についてさまざまな具体例を
あげている。その上で「対話」「話し合
い」の指導の在り方を「指導者自身の心
得え」「児童に対する指導」の二つの視
点から解説している。

H18 25 小・教師

11025 教室コミュニケーション入
門第３巻

『スピーチ』

　集団を対象として改まった形でコミュ
ニケーションを図る方法には「スピーチ
」「発表」「報告」などの「独話」があ
る。「独話」では基礎的な発音など音声
言語の能力が問われる。本巻では「スピ
ーチ指導の留意点」「スピーチ評価」に
ついて具体的に解説している。さらにモ
デル・スピーチを三例紹介している。

H18 25 小・教師

11026 教室コミュニケーション入
門－音声言語の指導の
実際－

④討論

　討論は，児童のコミュニケーション能
力を育むために積極的に活用したいもの
です。ここでは教室での学習指導に実際
に活用できる形で自由討論（司会者なし
・司会者付），会議，パネルディスカッ
ション，ディベートについてそれぞれの
具体的な方法・手順を具体的映像を使っ
て解説している。

H19 25 小・中

11027 教室コミュニケーション入
門－音声言語の指導の
実際－

⑤音読・朗読・群読

　音声言語の基礎的な能力である発音・
発声・姿勢・口形などに留意した話し方
の能力，また音声による表現力を育てる
意味で「音読」「朗読」「群読」は大き
な役割を果たすことができる。ここでは
「音読」と「朗読」の位置付けと効用，
指導上の留意点を実例を挙げながら具体
的に解説している。さらに，「群読」で
は教室で試みることのできるミニ群読を
紹介している。

H19 25 小・中
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11028 読もう！遊ぼう！伝えよ
う！楽しい読書シリーズ
　読書ゲームにチャレン
ジ

～アニマシオンゲーム～

　読書の楽しさは，基本的には個人の読
書活動によって得られるものであるが，
学校教育の中では集団でその楽しさを味
わうことができる。ここでは，国語の学
習の一環として読みの力を育てることを
目的をしたアニマシオンゲームにしてい
る。読むことの楽しさを通して読みの力
をどのように考えていかしてるかを子供
達の活動を通して紹介している。

H19 24 小

11029 読もう！遊ぼう！伝えよ
う！楽しい読書シリーズ
　本の楽しさを伝えよう

～ブックトーク

　ブックトークは，本を紹介することを
通して，本に親しみ，他者とのかかわり
あう楽しさや心地よさを味わうことがで
きる活動である。本作品は実際に2年生
に向けて6年生がブックトークを作り上
げていくテーマを選び，それまでの読書
経験についての情報交換，選書，台本作
り，練習などの過程を追った。その中で
指導者が国語科としての学習のねらいと
手立てを明確にし，準備段階でのポイン
トや活動のヒントがわかるように構成さ
れている。

H19 24 小

11030 読もう！遊ぼう！伝えよ
う！楽しい読書シリーズ
　声に出して読んでみよ
う

～朗読・群読・詩のボク
シング

　言葉を声に出して読む活動を紹介して
いる。児童による朗読・群読の活動につ
いて。朗読ではその場面をどのように朗
読するか相手に伝えたいことを考えなが
ら作戦をたてて練習する様子。群読では
仲間と心を一つにして読むためのよさを
味わいながら練習する様子を紹介しなが
ら，言葉を声に出して読むことの楽しさ
やその不思議な魅力にふれる。また，詩
の朗読を競い合う「詩のボクシング」で
は言葉による表現活動の楽しさを伝えて
いる。

H19 24 小

11031 中学生のディベートシリ
ーズ　入門編

手順と形成

　ディベートとは討論の一形態で一つの
論題について肯定側と否定側に分かれて
一定のルールに従って行い，議論の評価
を判定するもの。その手順と形式を掲示
している。ここでは，授業で高齢化社会
への対策として生徒が出した「老人ホー
ムでのボランティア活動を盛んにする」
という案に基づき，「日本の中学生と高
校生は老人ホームでボランティアを行う
べきである」という論題を設定した。肯
定側と否定側はそれぞれの立場でボラン
ティアの義務化のよさや問題点について
調べ，意見を述べ合う。そうすることで
論題の内容について多面的に考えること
が出来たり，討論する力を高めることが
できる。

H19 32 小・中

11032 中学生のディベートシリ
ーズ　－モデルディベー
ト編－

議論の展開

　ここでは「目的・リスク比較方式」に
よるディベートのモデルを示している。
・ディベートのフォーマット
・ディベートの①立論②質疑③第1反論  
   第2反論の各ステージのポイントにつ  
  いての解説がされている。

H19 32 小・中
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11033 新・いい本みつけた①　
知りたいことは何だろう

－テーマを探す・決める
－

  調べ学習を始める時，テーマを探し，
決めていくために，図書・コンピュータ
ー・インターネット等様々なメディアの
活用の方法を紹介している。

H20 25 小･中

11034 新・いい本みつけた②　
知っていくことは面白い

－資料を調べる・理解を
深める－

  調べ学習を進める時，コンピューター
・インターネットの活用から，実際に町
に出ての取材・アンケートまで，資料を
調べる際のポイントとそれらを支える学
校図書館を描いている。

H20 25 小･中

11035 新・いい本みつけた③　
表現しよう，伝えよう

－情報をまとめる・発表
する－

  図書館で，また，実際に現地取材で得
た情報をもとにグループ発表が行われる
。情報のまとめ方，発表の方法，留意点
等のポイントを，ドラマの中で紹介して
いる。

H20 25 小･中
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分類 地理

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会科

12001 精選世界地理
ビデオシリーズ　　　

１．世界の自然と
　世界の人々

　宇宙から見た地球，世界の地形と人々
の生活，アルプス山脈，ヒマラヤ山脈の
水田耕作，ナイルの三角州等世界の気候
と人々の生活，熱帯気候の生活，乾燥気
候の生活，砂漠のオアシス，熱帯気候の
生活等を解説している。

H3 30 中

12002 精選世界地理
ビデオシリーズ　　　　

２．東南アジア
　南アジア

　東南アジアと南アジアの地勢図，東南
アジアの自然，ジャワのプロモ火山，マ
レーシアのジャングル，スコール。
　産業では，ボルネオ焼き畑，メコンデ
ルタの浮稲，マレーシアゴム園等。
　また，東南アジアの都市と生活では，
シンガポールのチャイナタウン，メナム
の水上マーケット等を解説している。

H3 29 中

12003 精選世界地理
ビデオシリーズ　　　　

３．西ヨーロッパ

　西ヨーロッパの地勢図。西ヨーロッパ
の自然，アルプス山脈の氷河，北ドイツ
平原，フランスライン峡谷等，西ヨーロ
ッパの産業，イングランドの牧羊，西ド
イツのてんさいの収穫，フランスの小麦
・ぶどうの収穫，オランダのチューリッ
プ畑，イギリスの織物工業等を解説して
いる。

H3 23 中

12004 精選世界地理
ビデオシリーズ　　　　

４．東南アジア

　東アジアの地勢図，中国の自然，万里
の長城，トルファン，モンゴルの人々，
ウルムチの小麦畑，ランチョウの石油コ
ンビナート，チャンチュンの自動車工業
他，中国の都市と生活，台湾と香港の産
業と生活，朝鮮半島の自然と産業等を説
明している。

H3 30 中

12005 ブラシルの資源と
人々の生活

　ブラジルの広大な国土に無尽蔵といわ
れ，しかも，多くが未開発の状態である
資源とその開発に焦点をあて，国土の開
発と産業，経済の発展に努力するブラジ
ルの様子を描いている。

S61 21 中

12006 ガーナの産業と
人々の生活

　西アフリカのギニア湾岸地方のうちガ
ーナにおける青年協力隊や日本の医師の
活躍にもふれながら，自然資源と開発，
人々の生活の特色や課題について考えさ
せる。

S61 20 小（高）

12007 工業地帯をさぐる

－生産をささえる
　条件－

　工業地帯は工場が集まって機能してい
ることだということをどのような形で子
どもたちに発見させていくか，既存の曲
解的な構成でなく，実感をもってとらえ
れるよう配慮したものである。

S62 20 小（高）

12008 ぼくらの工場見学

－石油化学
　コンビナート－

　私たちの身近にいろいろな石油化学製
品が見うけられる。
　その原料となる石油化学工場やコンビ
ナートを通して，どのようにしてつくら
れるかを紹介している。
　さらにその安全性にも触れ，ついては
石油化生産業の発展にも触れている。

S61 22 中
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社会科

12009 電柱のできるまで 　ある女の子の「どうして出来るの？」
という疑問から，工場見学をさせてもら
い，コンクリート電柱の製造工程を知る
ことができる。

S62 15 小（中）

12010 おじゃまレポート

－コンテナ
　ターミナル－

　コンテナと海陸輸送の接点とも言える
コンテナターミナルを女性レポーターの
案内によってわかりやすく紹介。
　貿易や海上輸送への認識を深める教材
として適している。

S60 20 小（高）

12011 マッハのエネルギー
Ｑ＆Ａ

　私たちの生活や産業を支えているエネ
ルギーについて，その歴史，身のまわり
のエネルギー，チェルノブイリ原子力発
電所事故，これからのエネルギーなどが
会話や質問に合わせてわかりやすく理解
できる。

H1 20 小（高）

12012 エネルギーの
おもしろクイズ

　暮らしに支えるエネルギー，電気のつ
くり方，石油にかわるエネルギー，原子
力発電，新しいエネルギーなどの研究を
クイズ方式により子どもたちに理解させ
ようとするものである。

H1 20 小（高）

12013 日本のエネルギー

－２０世紀
　～２１世紀－

　石油，石炭，ＬＮＧ，原子力という現
代の４つの主要なエネルギー源をとり上
げて，次代を背負う青少年に正しい知識
と情報を伝えている。

H1 26 中

12014 安心へのステップ 　我が国は，１日に約６０万キロリット
ルもの石油を消費し，９９．７パーセン
トを輸入に依存している。そのため地上
・地中・洋上・地下の備蓄基地の様子を
紹介し，日常生活でのエネルギーの消費
のあり方を考える。

H3 20 中・高
・成人

12015 日本とアメリカ
合衆国を結ぶ海運

－産業と貿易を
　通して－

　ロスアンゼルス港やシアトル，ニユー
オリンズ港などアメリカ合衆国における
貿易港の様子をとらえ，貿易を通した日
本とのつながりや，海運の果たす役割り
について説明している。

H1 30 中

12016 日本とヨーロッパ
を結ぶ海運

－産業と貿易を
　通して－

　海運は，資源や工業製品を運ぶうえで
大きな役割りと同時に地域や国の資源の
開発や産業とも密接にかかわっている。
　日本とヨーロッパを結ぶ海運の様子と
重要性を描いている。

H2 20 中

12017 日本と
オーストラリア
を結ぶ海運

－産業と貿易を
　通して－

　諸地域を結ぶ海運の働きは，資源，工
業製品の運搬だけでなく，地域や国の資
源の開発や産業と結びついている。
　日本とオーストラリアの産業と貿易を
描いている。

S61 18 中

12018 日本の海運

－船が支える
　日本の暮らし－

　資源の乏しい我が国は，海外との貿易
によって，日本経済が支えられている。
　特に衣食住の生活物資・エネルギー物
資は，各種コンテナ船，専用船で運ばれ
輸送のためには，スピード化と経済性に
努力が計られている様子を具体的に描い
ている。

S62 30 中・高
・成人
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社会科

12019 くらしと産業を
支える貨物輸送

　小学校５年生が社会科で学習する「我
が国の輸送業」の中の貨物輸送（物流）
の役割について利用者，国内貨物輸送，
国際貨物輸送，それに従事している人々
の工夫や努力，未来の貨物輸送システム
等を紹介している。

H3 17 小（高）

12020 今日の交通輸送 　身近な食料品の流れの描写から入り暮
らしと産業を支えるために，陸・海に広
く張りめぐらされた交通運送網と働く人
たちの姿を生き生きと描き出している。

H4 20 小（高）

12021 産業とくらしを
支える輸送シリーズ

（１）陸上輸送

　身近な宅配便を窓口にして，野菜や工
業製品の輸送に活躍するトラック輸送を
描く。
　さらに，トラック輸送の特徴・輸送力
を高める工夫等を紹介している。

H3 10 小（高）

12022 産業とくらしを
支える輸送シリーズ

（２）海上輸送

　自動車の原材料の輸入・製品としての
自動車の輸出を描きながら，海上輸送の
特長と工夫を紹介している。

H3 10 小（高）

12023 産業とくらしを
支える輸送シリーズ

（３）航空輸送

　フグの輸送を窓口にして，工業製品の
航空輸送を描いている。
　日本と外国を結ぶ航空網と主な輸送品
目を紹介しながら国際的に視野を養う。

H3 10 小（高）

12024 日本の海運 　日本の海運は食料や香料原料を運び込
み，ＶＴＲ，カメラ，自動車などをコン
テナ船で輸出している。その専用船も大
型化し，エレクトロニクスを駆使しイオ
ニアシップ化も進んでいる。
　物流から，レジャーまで陸輸送まもコ
ントロールされ世界の３分の２の物資を
輸送し私たちの生活を支えている。

H4 30 中・高
・成人

12025 産業とくらしを
支える通信シリーズ

（４）テレビ局で
　　働く人々

　民放のある番組を追いながら，テレビ
報道に携わる人たちの工夫と努力を描い
ている。
　日本国内と世界を結ぶネットワークを
放送衛星を通して紹介し，国際的な視野
を養う。

H3 10 小（高）

12026 産業とくらしを
支える通信シリーズ

（５）新聞社で
　　働く人々

　十勝岳の噴火を追う新聞社の仕事を追
いながら，新聞のできるまでを紹介して
いる。
　コンピューターなど 近の機器利用を
紹介するとともに，報道の社会的役割と
責任にも触れている。

H3 10 小（高）

12027 産業とくらしを
支える通信シリーズ

（６）新しい通信
　　のしくみ

　身近な郵便物，電話を窓口に， 近の
情報，通信を伝える。
　そして駅の窓口とチケットセンター，
青果市場と生産地を結ぶ通信網，新幹線
やゼット機からかけられる電話，国際通
信衛星の仕組み，通信に利用される光フ
ァイバーなどを紹介し，現在そして未来
の通信の姿を浮かび上がらせている。

H3 10 小（高）
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12028 新しい通信の
はたらき

　十勝岳再噴火を報道するテレビ局や新
聞社の働きを通して，新しい通信の仕組
みをコンピューターと結びつけ，報道に
とどまらず広く私たちのくらしを支えて
いることを描いている。

H4 20 小（高）

12029 のりの養しょく

－とる漁業から
　育てる漁業へ－

　海苔は日本人の貴重な栄養源として古
くから人々に親しまれてきた。この教材
は，海苔の歴史・昔の海苔の収穫方法，
および，海苔すきと乾燥。現在の海苔の
摘み取り方法等。
　海苔の一年間の成長過程，流通，養殖
漁業と栽培漁業，海苔の栄養素等につい
て視覚的に描いている。

H3 20 小（高）

12030 信濃川のさかなたち 　我が国での魚の種類が一番豊富な信濃
川を日本河川の代表例としてとりあげ，
上流では，イワナなどの渓流釣り，平瀬
や淵がみられる中流では，投げ網のヤナ
などによる鮎等，鯉・フナ等がすむ下流
では流し刺し網等が行われている。
　理科や社会科の学習あるいは環境教育
の映像教材として，また，水産自然保護
や環境保全を考える上で，大いに参考に
なる。

H3 20 小（高）

12031 水産育種と
バイオテクノロジー

　染色体を操作してつくる三倍体，雌性
発生，偽オスの作成，そして海藻の細胞
融合など水産分野でのバイオテクノロジ
ーの技術の実際を，ある水産高校での学
習を背景に説明している。

H3 20 高

12032 日本の沿岸漁業 　我が国は黒潮と親潮の潮流が重なるこ
ともあって種類も多く沿岸漁業が盛んで
ある。これに携わる人たちは，昔から瀬
や礁など海の自然環境と魚介類の習性を
利用したさまざまな漁法を開発工夫して
きた。
　また，魚介類によりよい影響を与える
沿岸の森林保護にも積極的に取り組んで
いる。

H4 20 小・中
・成人

12033 古代の海の贈り物 　石灰岩は我が国で自給できる唯一の鉱
物である。年間約２億トン発掘され，セ
メントの原料としてはもちろん，鉄の生
産工程で重要な働きや役割を果たしてい
る。
　また，肥料や飼料建設材料などの原料
にも利用されている。その採掘，輸送，
製品化の様子や，利用の仕方を紹介して
いる。

H3 30 中・高
・成人

12034 米

－みのりへの道－

　米はどのような過程を経てつくられる
のかを籾から芽がでて収穫に至るまで，
ある専業農家に視点をあてて作成したも
のである。

S61 30 小

12035 人工衛星とくらし 　気象，通信，資源，探査衛星をとりあ
げ，それぞれの仕組みと働きを紹介しな
がら，人工衛星がわれわれの生活にどの
ように役立っているかを描いている。

S62 16 小（高）
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12036 日本の工業
ビデオシリーズ

・わたしたちの
　くらしと工業製品

　現在の家庭生活と昔の家庭生活とをく
らべて，生活の変化と工業生産の間には
密接な関係があることがよくわかるよう
に説明している。

H5 10 小（高）

12037 日本の工業
ビデオシリーズ

・広がる工業地域

　日本の代表的な工業地帯を調べ，工業
を盛んにする条件を調べる内容である。
　 近は，工業に適した条件を，人工的
に作り出している場所も多いことにも触
れている。

H5 10 小（高）

12038 日本の工業
ビデオシリーズ

・製鉄所で
　働く人びと

　鉄の生産を例に挙げて，日本の工業の
特色は原材料を輸入し，製品を輸出する
ことを気づかせる内容。
　また，運輸・通信とも深い関係がある
ことがわかる。

H5 10 小（高）

12039 日本の工業
ビデオシリーズ

・自動車工場で
　働く人びと

　機械化・大量生産・流れ作業など，現
代の代表的な工業生産の仕組みを，自動
車の生産を通して紹介している。
　また，各種部品を提供する関連工場の
重要性も描かれている。

H5 10 小（高）

12040 日本の工業
ビデオシリーズ

・ＩＣ工場で
　働く人びと

　ＩＣの制作工場を訪ね，精密なＩＣを
制作する上での様々な工夫や努力がわか
り，ＩＣが広い範囲にわたって，便利な
現代の生活と深く関わっていることにも
触れている。

H5 10 小（高）

12041 日本の工業
ビデオシリーズ

・産業の発達と公害

　四日市の公害を例に，工業の発達の裏
には公害があったことに気付かせ，公害
防止の努力が国や地方自治体，工場など
によって行われていることを知る。

H5 10 小（高）

12042 世界の国々 　人工衛星から見た地球や地球儀・世界
地図に描かれた世界の国々を映像を通し
てイメージ化し，作業やゲームによって
知識が定着するようにしている。

H5 15 中・成人

12043 新・九州地方 　雲仙普賢岳の大噴火をはじめとする，
火の国を象徴する火山の様子，芳野ヶ里
遺跡，工業と新しく進出した先端産業，
各種農業，南西諸島の産業と生活など新
しい九州の様子を描いている。

H5 19 中

12044 新・中国四国地方 　瀬戸内工業地帯や水島石油コンビナー
ト，自然環境を利用した農業や漁業の様
子を紹介している。
　本州四国連絡橋や自動車道の建設で一
段と活力を増強している中国四国地方の

新の様子を描いている。

H5 15 中

12045 新・近畿地方 　近畿地方の中心となる，中央低地（大
阪・奈良・京都・神戸と阪神工業地帯）
と紀伊半島・北部山地の３つの地域の自
然・産業をはじめとし，新国際空港の建
設など発展する近畿地方の現況を描いて
いる。

H5 15 中
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12046 新・中部地方 　中京工業地帯を中心に発展する東海地
方の工業や農業の様子と，特色ある自然
を活用しながら成長する中央高地と北陸
地方の産業の様子を描いている。

H5 15 中

12047 アメリカ合衆国 　広大なアメリカの自然の様子と開拓の
歴史を描いている。
　また，大規模な農牧業と豊かな資源に
もとづく工業の様子とその中で生じてい
る我が国との貿易問題にも触れている。

H5 15 中・成人

12048 日本とアジアを
結ぶ海運

－産業と貿易を
　通して－

　海運は資源や工業資源を運ぶうえで大
きな役割を果たしている。
　日本とアジアの結びつきを中国，フイ
リピン，タイ・インド等を通して紹介し
ている。

H5 20 中

12049 寒い土地の
人々のくらし

－新潟県十日町市－

　雪が多く気温の低い土地にすむ人々の
長い冬と多雪という気候にそなえるくら
しの工夫や，克雪，利雪の姿を新潟県十
日町市を例に描いている。

H6 19 小（中）

12050 あたたかい土地の
人々のくらし

－沖縄－

　気候の温暖な地域では，人々はその暮
らしの上でどのような工夫をしているの
か，また，その気候業件を農業などの生
産活動の面ではどのように生かしている
かを，沖縄県を例に描いている。

H6 20 小（中）

12051 地域によって
ちがう気候

　南北に長くのびる日本は，地域によっ
て気候に大きな違いがある。
　また，各地の気候の違いと，気候にあ
わせたいろいろな暮らしの工夫について
描いている。

H6 20 小（中）

12052 米作に生きる人々 　米どころ庄内の一農家を中心に， 近
の稲作技術を紹介する。
　消費の落ち込み，輸入自由化などの問
題を抱えながら，深い愛情をもち，米作
りに努力，工夫する農家の姿を描いてい
る。

H6 20 小（高）

12053 畑作に生きる人々

－野菜と果物－

　南北に長い日本では，それぞれの土地
の風土に合わせて様々な畑作が営まれて
いる。
　関東（埼玉県深谷市）の野菜，四国
（愛媛県吉田町）のみかんを中心に，種
まきから収穫までの農家の努力，工夫を
描いている。

H6 20 小（高）

12054 むかしの道具 　自分たちの町を中心にした地域の人々
の生活について，特に身近な道具類を中
心に調べ，その移り変わりがわかるよう
にしている。
　中でも百年ぐらいの間に大きく変わっ
てきたことを道具，用具類を具体的にと
りあげ，その使用法なども理解できるよ
うにしている。

H6 15 小（中）

12055 農業経営のくふう 　様々な問題をかかえ現在の日本の農業
の経営の工夫や消費をのばす努力などに
ついて説明している。

H6 15 小（高）
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分類 地理
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会科

12056 とる漁業から

－買う漁業へ－

　現在の日本の沿岸・沖合・遠洋漁業の
様子と増えている魚の輸入について説明
している。

H6 15 小（高）

12057 育てる漁業 　海洋資源を守る考えから，養殖・栽培
漁業が増えていることを説明している。

H6 15 小（高）

12058 伝統的な工業 　様々な伝統工業を紹介し，伝統工業と
現在の技術とのつながりについて説明し
ている。具体例としては和紙づくりがと
りあげられている。

H6 15 小（高）

12059 くらしと
資源の確保

　現在における日本のエネルギー事情を
考え，原料や燃料を外国に頼っているこ
とを説明している。

H6 15 小（高）

12060 産業と貿易 　自動車を例に，日本の貿易の様子，産
業構造の変化などを説明している。

H6 15 小（高）

12061 交通の発達 　日本の高速道路や航空網の発達，鉄道
の変革などを説明している。

H6 15 小（高）

12062 映像から学ぶ
地図の見方

－わたしたちの県と
　国土のようす－

　家から学校までの地図を実際に自分で
描くことから始まり，帝国書院版の地図
を実際に用いながら，地図帳の見方と使
い方，地図記号の意味など読図の基本を
わかりやすく説明している。

H6 24 小（中）

12063 新・北海道地方 　陸・海・空の交通網を整備し，東京や
本州各地との結びつきを強めている北海
道。厳しい自然と闘ってきた人々の努力
が徐々に実って来つつある現状を活写し
ている。

H6 16 中

12064 新・東北地方 　日本の穀倉地帯を誇る東北の農業を始
め，果樹栽培，水産業，伝統産業。
　それに加え，今や交通網が発達した関
係で近代工業の進出著しい東北地方 新
の様子を紹介している。

H6 15 中

12065 新・関東地方 　巨大都市東京を中心とする関東地方の
工業や農業。新しい街づくりも活発だ。
　新都庁舎もできたが，ゴミや道路の渋
滞，自然など諸問題をかかえている。そ
の現状を描いている。

H6 20 中

12066 ＥＣヨーロッパ連邦
をめざして

　域内１２カ国の統合をめざすＥＣの成
果と課題をその誕生の背景を踏まえて，
具体例を通して分かりやすく紹介してい
る。

H6 15 中

12067 輪中と人々
のくらし

　濃尾平野の西部に見られる《輪中》で
は，古くから洪水とたたかいながら生活
をしてきた。
　その暮らしの特色と，近年の著しい変
容を描いている。

H6 13 中

12068 高速交通と東北 　交通網の整備が地域の開発，生活に大
きな影響を及ぼすことを，東北地方を例
に，東北新幹線，東北自動車道を取り上
げて描き，その意味も考えさせる。

H6 13 中
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社会科

12069 船と私たちの生活

－くらしをささえる
　船のはたらき－

　船と人，船と物，船と産業の関連や人
の乗り物としてだけでなく人々を楽しま
せたり，その土地の産業や観光を盛んに
するなど人々の暮らしを支えている船の
働きを坊瀬島，鳥羽市神社，佐渡島を紹
介しながらわかりやすく説明している。
　小学校社会科５年生（学習指導要領第
５学年内容（３）我が国の海上輸送の様
子やその仕事の工夫や努力について理解
させたり考えさせる資料である。

H6 17 小（高）

12070 ピッポ君のなんでも
答えちゃう

－農村の役割って
　なあに？－

　小学生が案内役のピッポ君というキャ
ラクターと一緒に農村の果たしている役
割，食料の生産だけでなく国土や環境の
保全，あるいは自然とのふれあいの場と
いった機能と，そこでの人々の努力等に
ついて理解を深める。

H6　 15 小（高）

12071 海運シリーズ５
日本と西アジア

－アフリカ・中南米
　を結ぶ海運－

　アラビアの国々，アフリカ，ラテンア
メリカ等の国々のエネルギー資源やブラ
ジルのコーヒーをはじめとした多角的な
農業を紹介しながら，日本の海運の果た
す役割いついて描いている。

H6 20 中

12072 海運シリーズ 6　
日本と世界を
結ぶ海運

－国際貿易と
　国際分業－

　国際貿易は国際分業の中で成り立って
いる。貿易統計により国際分業のなかで
どのような役割を担っているかを知る。
　日本とよく似た国，ドイツ，世界の工
業国に資源を提供している，オーストラ
リア，資源国から工業国を目指している
，中国，そしてアメリカを例にとりなが
ら解説している。
　発展する国際貿易，国際分業には大量
の物資の輸送が伴う。海運業の重要さを
紹介している。

H6 20 中

12073 日本とつながりの
深い国々シリーズ
・アメリカ合衆国１

ニューヨークの
スコット一家の
くらし

　ニューヨーク近郊で暮らしているスコ
ット一家を訪ね，アメリカの小学生の日
常生活・学校生活を中心に，家族の普段
の暮らしを映像で紹介している。また貿
易など日本との関係についても解説して
いる。

H7 10 小（高）

12074 日本とつながりの
深い国々シリーズ
・アメリカ合衆国２

ノースダコタの
小麦農家のくらし

　アメリカとカナダの国境近くに広がる
ノースダコタ州。世界でも有数の農業地
帯で，小麦生産農家として暮らしている
レクレイさん一家を訪ね，小学生のロバ
ート君の日常生活・学校生活を中心に家
族の生活や小麦の大規模農業を紹介して
いる。

H7 10 小（高）

12075 日本とつながりの
深い国々シリーズ
・オーストラリア１

羊を飼う農家の
暮らし

　オーストラリアの内陸部にある街，カ
ウラを取り上げ，羊を飼う農家の日常生
活や羊の世話・放牧・羊毛の刈り取り等
羊を飼う仕事を具体的に紹介しながら，
オーストラリアの農業の暮らしを描いて
いる。

H7 10 小（高）
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社会科

12076 日本とつながりの
深い国々シリーズ
・オーストラリア２

子供たちのくらし

　オーストラリアの内陸部にある小さな
町，カウラに住む小学生の女の子，カミ
ラちゃんを取材し，小学生の日常生活や
学校生活，子供たちの遊び，さらに無線
通信教育等を紹介し広大なオーストラリ
アに住む子供たちの生活を描いている。

H7 10 小（高）

12077 日本とつながりの
深い国々シリーズ
・中国１

都市に住む人々
のくらし

　中国 大の都市，上海を取り上げ，ボ
イラー工として働くレンさん一家を取材
し，都市の生活環境をはじめ，レンさん
一家の住まいや食事，日常生活，小学生
の娘の学校生活等を紹介しながら中国の
都市に住む人々の暮らしを描いている。

H7 10 小（高）

12078 日本とつながりの
深い国々シリーズ
・中国２

農村に住む人々の
くらし

　上海郊外の新五郷という農村を取り上
げ，兼業農家のガンさん一家を取材し，
農家の生活環境をはじめ，ガンさん一家
の住まいや食事，日常生活，小学生の息
子の学校生活などを具体的に紹介しなが
ら，中国の農村に住む人々の生活を描い
ている。

H7 10 小（高）

12079 社会科
ビデオシリーズ

・地図に親しむ

　地図には，地図記号，方位，縮尺，等
高線等，表し方にルールがあることを理
解させ，目的に応じて地図を書いたり，
読んだりすることができるようにさせる
とともに，身近な地図に親しみを持たせ
る。

H7 15 小（中）

12080 社会科
ビデオシリーズ

・低地のくらし

　土地の低い地方の地形条件を理解させ
その土地に住んでいる人々は水害から住
宅や田畑を守るために堤防を高くしたり
土地を改良したりして，低地の土地条件
を改善するなど，様々な工夫や対応策を
とっていることを岐阜海津町の事例を通
して具体的に理解させる。

H7 15 小（中）

12081 社会科ビデオ
シリーズ

・高地のくらし

　土地の高い地方の地形条件を理解させ
その土地に住んでいる人々は，地形や地
質，気候などの厳しい自然条件のなかで
生活し生産を多赤めるために，土地の改
良や夏の涼しい気候を利用した野菜作り
など，様々な工夫や努力をしてきたこと
を，野辺山高原の事例を通して具体的に
理解させる。

H7 15 小（中）

12082 社会科
ビデオシリーズ

・あたたかい地方の
　くらし

　暖かい地方の気候を理解させ，その土
地に住んでいる人々は台風から被害を少
なくするために住宅や仕事などの面で様
々な工夫や対応策をとっていることや，
冬でも温暖な気候を生かしながらさとう
きびなどの作物作りを工夫していること
を沖縄県石垣島の事例を通して具体的に
理解させる。

H7 15 小（中）
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12083 社会科
ビデオシリーズ

・雪の多い地方の
　くらし

　雪の多い地方の気候条件を理解させ，
その土地に住んでいる人々は，雪国の厳
しい自然条件の中で大雪の制約を少しで
も少なくするために，まちの交通機関の
除雪の工夫，住宅や仕事の工夫など様々
な工夫や対応策をとっていることを新潟
県十日町市の事例を通して具体的に理解
させる。

H7 15 小（中）

12084 社会科
ビデオシリーズ

・米づくりの
　さかんな地域

　自然条件を生かしながら，米の生産を
高めるための工夫をしていることや，品
種改良や生産の効率を高めるために技術
改良を進めていること，消費者の需要に
応え良質の米を生産するために工夫して
いることなど，米作り農家の様々な工夫
や努力を，米作りの盛んな新潟県白根市
の事例を通して具体的に理解させる。
　また，我が国の農業の果たしている役
割を考えさせる。

H7 15 小（高）

12085 社会科
ビデオシリーズ

・森林のはたらき

　森林資源は木材の供給の他に，国土の
保全や資源の涵養，レクレーションの場
として等，様々な機能や役割を持ってい
ることに気づかせるとともに，森林資源
の働きを人間生活や産業との関連から森
林資源が大切であることを理解させる。
　また，森林資源の育成や保護に従事し
ている人々の工夫や努力に気づかせ，環
境保全のためには，国民の努力が必要で
あることを考えさせる。

H7 15 小（高）

12086 世界の生活と
文化シリーズ

・食事編

　世界各地には，自然環境，歴史的，宗
教的背景のもとに様々な食生活があり，
それぞれに食事の内容，食事のマナー，
食習慣が異なり，米・麦などの食事の主
な材料でも地域によって料理の仕方や食
べ方が異なることを理解させ，様々な食
文化をつくりあげていることに注目させ
異文化理解を深められるよう構成してい
る。

H7 20 中

12087 世界の生活と
文化シリーズ

・衣服編・住居編

　世界各地には，特色ある様々な衣服が
あり，それらはその地域の自然条件や社
会条件に深くかかわっていることを理解
させられるよう構成している。
　また，その気候や風土から，様々に工
夫された家があり，それらは人々の生活
と密接な関係を持って伝統ある家を作り
あげてきたことを理解させるよう構成し
ている。

H7 25 中

12088 世界の生活と
文化シリーズ

・宗教編

　世界では国や民族によって様々な宗教
が信仰され，それぞれの地域の人々の精
神生活のよりどころになっていることを
わからせ，異文化として理解させようと
している。

H7 20 中

12089 世界の人々とくらし

・世界の人々の
　生活と環境

　世界の各地の人々の生活の様子を衣・
食・住を中心にしながら，その自然条件
と関連ずけて，世界各地の様子を大観す
ることができるように構成している。

H7 24 中
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12090 世界の人々とくらし

・東南アジア

　東南アジアの国々がモノカルチャー経
済から大きく変化しつつ日本との結びつ
きを強めていることを理解させようと構
成している。
　また，東南アジア各地の特色ある自然
と，自然と結びついた人々の生活の様子
も併せて理解させるよう構成している。

H7 19 中

12091 世界の人々とくらし

・ロシア連邦と
　まわりの国々

　旧ソ連はロシア連邦をはじめとして多
くの国々に分かれたが，このビデオは広
大国土を持つロシア連邦とそのまわりの
国々の自然の特色，人々の生活（モスク
ワ・タシケント・シベリア），産業の特
色などによって構成している。またシベ
リアの開発と日本の協力も描いている。

H7 24 中

12092 世界の人々とくらし

・中国・韓国

　地理的にも近く，歴史的にも深い関わ
りのある日本と中国・韓国の自然の特色
・歴史，人々の生活（中国では漢民族・
モンゴル族・ウイグル族ミヤオ族・韓国
では民家・キムチなど），各地産業，日
本との交流で構成している。

H7 27 中

12093 世界の人々とくらし

・オーストラリア

　日本とますます交流が深まるオースト
ラリアは広大な国土を持ちながらも少な
い人口で国作りをしている。
　このビデオは，オーストラリアの位置
と広大な国土，歴史と都市，日本との関
係の深いオーストラリアの産業，深まる
日本との関係で構成している。

H7 24 中

12094 新編・世界の地理

・アメリカ合衆国の
　大規模農業

　アメリカ合衆国の大型機械化農業の様
子をオクラホマの小麦農業，コロラドの
大牧場，牛の肥育場(フイールドロット)
に見る。
　また，その問題点も併せて考えられる
ように構成している。

H7 15 中

12095 新編・世界の地理

・南太平洋の
　自然とくらし

　珊瑚礁と火山島，海洋のくらし，小さ
な国々をテーマに，南太平洋の風土と生
活，そして，近代化についても考えてい
る。

H7 15 中

12096 新編・世界の地理

・アジアＮＩＥＳ

  アジアＮＩＥＳの躍進，韓国，台湾・
香港・シンガポールをテーマに，世界の
「生産工場」アジアＮＩＥＳを考える。

H7 15 中

12097 自然と共存する漁業 　日本人は，古くから豊かな海の幸に支
えられ生活を営み，沿岸の伝統的な漁業
を行い，巧みに自然を利用した先人たち
の英知を受け継いできた。
　科学技術の進歩とともに漁業技術も近
代化され，効率よく大量にとる漁業へと
発展した。
　２１世紀へ向けて現在の漁業を「自然
と共存する漁業」に発展させていくこと
の重要性を解説している。

H7 14 小（高）
・中
・一般
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社会科

12098 石油ワンダーツアー

－クイズで知る
　石油と備蓄－

　日常生活に不可欠な「石油と備蓄」に
ついて，三人のキャラクター（案内人・
少年・少女）がクイズに応えながらツア
ーを進める中で「日本のエネルギー・石
油事情」や「石油備蓄の必要性と現状」
について理解する構成となっている。　 
  小学校５年生の社会科教材として制作
されたものだが，小学生に限らず幅広く
視聴できる。

H7 16 小（高）
・中
・一般

12099 野菜づくりの
さかんな地域

　茨城県岩井市の野菜作りをしている農
家で，新鮮な野菜を供給するために，土
地作りや生産の計画，管理などに様々な
工夫と努力をしている様子が具体的に描
かれ，野菜作り農家の特色がわかりやす
くとらえることができる。

H8 19 小（高）

12100 日本の酪農

―生産編―

　牛乳や乳製品が，日本人の健康や体位
の向上に大きく貢献した。
　また，高齢者の骨粗鬆症の増加などで
カルシウムが豊富なことからもクローズ
アップされてきた。
　そこで，我が国の酪農家の安全で，栄
養価の高い牛乳や乳製品の加工までの努
力の様子を描いている。

H8 20 小（高）
・中・高
・一般

12101 日本の酪農

―流通・消費編―

　日本の酪農家が生産した，牛乳や乳製
品が消費者の食卓に届くまでをわかりや
すく解説している。
　食生活の改善や健康問題を考える際の
教材として役立つ。

H8 20 小（高）
・中・高
・一般

12102 太陽の子めぐちやん
の農業案内

―わたしたちの
　食生活と農業－
（お米・野菜編）

　酪農について案内役のめぐちゃんとい
うキャラクターをもちいて，お米や野菜
がどのように作られ食卓にまで届けられ
るのかを，わかりやすく解説している。
　小学生に農業の果たしている役割や流
通のしくみ等について理解を深めること
ができる。

H8 15 小（高）

12103 低い土地と高い土地 　筑後川の上流と下流にある地域として
福岡県の「柳川」と熊本県の「小国」を
取り扱っている。
　そこに暮らす人々の土地との結びつき
そして，その願いや努力する姿の紹介を
通して，人々がいかに自然環境に適応し
ながら生活をしているのかということが
理解できる内容となっている。

H9 20 小（中）

12104 あたたかい土地と
寒い土地

　沖縄と北海道の，「根室」および「釧
路」を取り扱っている。
　美しい映像で，互いの土地の美しい自
然の土地の様子が鮮やかに描かれ，そこ
に住む人々の知恵やたくましく生きる姿
が理解できる内容となっている。
　また，沖縄の基地問題，根室では北方
領土の問題にも触れている。

H9 20 小（中）
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12105 太陽の子メグちゃん
の水産業案内

－わたしたちの
　食生活と水産業－

　水産業について，案内役のメグちゃん
というキャラクターを用いて，水産物が
台所まで届けられるまで多くの人手がか
かっていることをわかりやすく解説して
いる。
　また，小学生に水産業の果たしている
役割や仕組み等について理解を深めてい
くことができる。

H9 15 小（高）

12106 世界を結ぶ
日本の海運

　日本の外航商戦は休むことなく地球上
を物資と人と文化を運んで世界を駆け巡
っている。
　日本にとって，長大な海の道は生命線
といえる。しかし，いま日本の海運は，
激化する国際競争のまっただ中にあり試
練にたたされている。
　このフィルムは，戦後５０年を歩んだ
海運の軌跡をみつめ，明日の海運を展望
している。

H9 30 中・高

12107 海との共生を
めざして

－消費者は漁業
　のパートナー－

　このまま人口増加が続くと，２０１０
年には，５０００万トンもの水産物の不
足が予測される。
　私たち消費者が毎日の買い物で，どん
な魚を選ぶのかは，沿岸の海の環境や資
源の保全と無縁ではない。
　消費者と漁業者が一体となって，豊か
な海の資源を次世代に残すことが大切で
あることを強調している。

H9 14 中・高
・一般

12108 日本とつながりの
深い国々シリーズ
・韓国１

いちばん近い国，
韓国

　歴史や文化など，日本と様々な面で関
係が深い国・韓国を現地取材で紹介。
　韓国で働く日本人の駐在員の目を通し
て，プサン市やソウル市の様子，そこで
の人々の暮らしと文化，さらに発展する
近代工業の様子について説明している。
　また，日本との歴史的なつながりや朝
鮮半島での南北対立の問題も取りあげて
いる。

H10 12 小（高）

12109 日本とつながりの
深い国々シリーズ
・韓国２

韓国の子どもたち

　ソウルは小学生キム・ソヒョンさんの
家庭を通して，学校生活や日常生活を紹
介している。
　学校生活では，授業や給食の様子，休
み時間の遊びの様子が描かれ，日本との
小学校との共通点相違点が垣間見られ，
子どもたちが興味・関心を持つような内
容になっている。
　また，食事の様子や正月行事の様子に
ついても取りあげている。

H10 12 小（高）

12110 水産業に生きる
人びとシリーズ

・沿岸漁業で
　働く人びと

　京都府舞鶴市の小さな漁村，田井で定
置網漁に取り組む言上さんの仕事を紹介
している。
　冬場の寒ぶり漁が盛んで，毎朝，夜明
け前に漁場に向かい，力強く網を引いて
漁を行う様子を生き生きと描いている。
　言上さんの定置網漁にかける願いと努
力している姿がよく表れている。

H10 15 小（高）
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12111 水産業に生きる
人びとシリーズ

・遠洋漁業で
　働く人びと

　北洋の厳しい自然と闘いながらスケト
ウダラ漁に取り組んでいる人々の姿を描
いている。
　底引き網漁のしくみを図解で説明した
り，実際の操業の様子を豊富な映像で紹
介したりしている。
　また，世界的な漁業規制によって，北
洋漁業に大きな影響が出ていることも取
りあげている。

H10 15 小（高）

12112 水産業に生きる
人びとシリーズ

・さいばい漁業で
　働く人びと

　大分県臼杵の海洋牧場ではまだいを，
長崎県橘湾ではくるまえびを栽培漁業で
育成している様子を紹介している。特に
海洋牧場のしくみを図解で分かり易く説
明している。
　県や水産センターと漁業者が協力して
栽培漁業に取り組んでいる様子が両地域
を通してみることができる。

H10 15 小（高）

12113 ＮＨＫビデオ地理

・アメリカ合衆国

　広大な国土をもつアメリカ合衆国の特
色を，自然，人々の生活，産業を通して
とらえる構成である。経済力の豊かな国
であり，多くの分野で日本と強い関係の
ある国である。
　この国の自然や人々の暮らしに見られ
る多様性と生産力に着目することで，日
本との関係を考えることができる。

H10 19 中

12114 ＮＨＫビデオ地理

・EU諸国

　ＥＵ諸国がそれぞれ異なる国情をもち
ながら国境を取り払って市場統合をはか
ろうとする新しい体制づくりに努力し，
さらに結びつきを強めようとする姿をと
らえている。
　日本では理解しにくい国境について考
察できる。また，ＥＵ諸国と日本との結
びつきについて文化面からもとらえるこ
とができる。

H10 22 中

12115 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

31，悪霊ボマの響き
　バリ島の楽器
　ジェゴグ

　バリ島西部の村では，成人式や結婚式
のさいに，竹でつくられた「ジェゴグ」
と呼ばれる楽器が演奏される。この楽器
には，悪霊ボマの顔が彫られている。
　１５台のジェゴグの合奏は迫力に満ち
ており，勇壮な響きが奏でられる。

H10 20 中・高・成
人

12116 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

32，土と火と水と
　バリ島の葬式

　バリ島では，死者はまずはじめに土葬
されたのち，１年内に掘り戻される。
　各家ごとに，墓場に塔を建て，聖なる
牛の像に遺骨をいれて儀礼を行い，一斉
に壮大な火葬を行う。
　まさに，一大ページェントが繰り広げ
られる。 後に，灰になった骨を海に流
して葬儀が終わる。

H10 21 中・高
・成人

12117 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

33，ダゲスタンの
　木工芸
　北コーカサスの象嵌

　ダゲスタンのウンツクルは，木製品に
銀などの金属をはめ込んだ像がん細工の
地として知られている。
　生活用品から装飾品にいたるまで，独
特の文様が表された像がん木工芸品は，
多くの人々に愛用されている。

H10 15 中・高
・成人
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12118 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

34，アヴァール人の
　絨毯
　北コーカサス・
　ダゲスタン

　ダゲスタンのフンザハでは，家事仕事
の合間をぬって，女性達の手で絨毯づく
りが行われている。
　出来上がった絨毯の文様は単純である
が，色，デザインが大胆で，独特の味わ
いがある。

H10 18 中・高
・成人

12119 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

35，絨毯の町
　デルベント
　北コーカサス・
　ダゲスタン

　ダゲスタンは，コーカサス絨毯の地と
して知られている。
　古都デルベントや近郊の村フチニでは
美しい手織の絨毯が作られている。家々
で作られた絨毯は自由市場などで売られ
ている。

H10 17 中・高
・成人

12120 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

36，ダゲスタンの金工
　北コーカサスに
　伝わる金属細工

　ダゲスタンのガッツアトリは，金属工
芸の村として知られてる。
　この村にある金属細工の工場では，村
の職人の手によって伝統的な技法による
様々な金属工芸が作られている。

H10 14 中・高
・成人

12121 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

37，クバチの銀細工
　北コーカサス・
　ダゲスタン

　ダゲスタンのクバチは，かって鎧職人
の村と呼ばれていた。
　現在でも金や銀を素材にした，浮き彫
り，彫刻，象嵌，黒色金属など，複雑な
彫金技法を駆使した様々な金属工芸品が
数多く作られている。

H10 19 中・高
・成人

12122 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

38・フェルトの敷物
　北コーカサス・
　ダゲスタン

　ダゲスタンは，昔から羊の飼育が盛ん
で，ラハタ村は羊毛製品の一つであるフ
ェルトの生産地として国内外に広く知ら
れている。
　フェルトの敷物やオーバーコートは自
然環境の厳しい山岳地帯での生活に不可
欠なものである。

H10 17 中・高
・成人

12123 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

39，トルクメニスタン
　の楽器ドウタール
　づくり

　遊牧生活の中から生まれドウタールは
トルクメニスタンで も普及している撥
弦楽器で，遊牧生活をほうふつとさせる
豊かな響きを持っている。
　首都アシュハバートの住宅外の一角に
ある職人の家でドウタールづくりが行わ
れている。

H10 14 中・高
・成人

12124 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

40，トルクメニスタン
　の赤い絨毯

　トルクメニスタン人は，多くの優れた
伝統工芸品を造り出してきたが，なかで
も，手織絨毯は，遊牧生活の必需品とし
て長い歴史を持ち，広く世界に良質のも
のを送り出している。
　その絨毯の作り方とトルクメニスタン
の生活を紹介している。

H10 18 中・高
・成人

12125 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

41，元服式
　京都・静原町の
　鳥帽子儀

　１６歳で一人前とされる日本男子。京
都の鞍馬に近い静原では，その伝統と規
模において京都周辺では， 大の元服式
とされる。
　通過儀礼には青年の謡いが奉納され，
若連中の仲間入りとなる。そして御陰際
へ一大絵巻物は続く。

H10 17 中・高
・成人
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12126 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

42，隠岐の島の田楽

　西の島，美田八幡宮で行われる田楽は
「神の相撲」「十拝礼(しゅうはらい)」
「鳥」など華麗に華やかに踊られる。

H10 10 中・高
・成人

12127 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

43，イタコになった
　カミサマ

　青森県津軽地方のカミサマは，人の病
を治し占うもの。イタコは死んだ人の声
を聞かせて口寄せをする盲目の女性たち
であった。
　しかし，後継者がいなくなると，両方
の職能は一体化した。イタコの師匠から
免許をもらって開業した，工藤タキさん
の恐山の仕事，おしらさま行事などの活
躍ぶりを見る。

H10 21 中・高
・成人

12128 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

44，アミ族の豊年祭
　台湾先住民族の
　祭り

　台湾先住民のアミ族は，毎年７月から
８月にかけ，栗の収穫を祝う豊年祭を村
々で行う。この時，青年組への入会式や
上の階級への進級式も行われる。
　そして，青年組へ入会した男性は晴れ
着を身につけ，大きな輪になって勇壮に
踊る。

H10 14 中・高
・成人

12129 世界民族・短編映画
シリーズ・第三期

45，１９９５年夏の
　マラムレシュ

　フォークロアの宝庫，マラムレシュ地
方。美しい木造協会や民族衣装に「変わ
らぬ伝統」を見ることができる一方で，
人々の生活は変化し，「伝統」は生活を
離れて他者のまなざしを意識したものに
なりつつある。
　そんな変化と連続性のめざめあうマラ
ムレシュの夏。

H10 19 中・高
・成人

12130 漁場環境の保全 　近年，大型タンカーの重油流出事故な
どの多発による海岸汚染は，周囲を海に
囲まれた我が国の海業や海の生態系にと
って重大な被害や影響を与えている。
　ここでは，日本の海洋資源の利用，漁
場の造成，栽培漁業，海洋環境の悪化な
どを描いて，海の資源の生産と同時に漁
場環境の保全の重要性について理解させ
る。

H10 21 高

12131 日本の山村

－私たちのくらし
　と山村－

　山村の自然を守り，そこで暮らす人々
と，それを支援すると海の人々との交流
をとおして，人間の営みと自然との調和
をテーマに制作されている。
　ここでは，長野県根羽村，岩手県山形
村，愛知県小原村，愛媛県久石町の４カ
所を取り上げ，山における植林や水資源
の確保，農産物産地直売などの試みを紹
介し，人々の生活にかかわる山村の役割
を描いている。

H10 20 小・中
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12132 人や物を運ぶ船

－直樹君と梨絵さん
　の夏休み－

　この作品では，まず人や品物と共に，
トラックなどの自動車を運ぶカーフェリ
ーを通して，野菜の生産地と消費地とを
結ぶ船のはたらきを具体的に理解できる
ようにしている。
　また，東京湾をはじめ，日本各地で活
躍している様々な船を取り上げ，私たち
の暮らしと船とのかかわりに気づかせよ
うとしている。

H10 14 小（高）

12133 太陽の子メグちゃん
の林業案内

－わたしたちの
　くらしと林業－

　林業について，案内役のメグちゃんと
いうキャラクターを用い，アニメーショ
ンをまじえながら小学生にも興味をもて
るように制作している。
　この作品では，森林を守り，育てるこ
との大切さや森林の持つはたらき，木材
の持つはたらきなどをやさしく解説して
いる。

H10 15 小（中）

12134 わたしたちの海

－佐賀県小川島を
　訪ねて－

　小川島は，佐賀県呼子町の沖合にある
周囲４㎞ほどの小さな島，この島の小学
５年生の子供たちは自分の家の漁業につ
いて調べ，昔ほど魚がとれなくなってお
り，島の周囲の環境が変わったことなど
を知る。
　水産研究所では，子供たちが調べたこ
とをもとに，実際に島を訪れ，人と生活
と海の環境とが調和した新しい小川島の
姿をシュミレーション映像で描き出して
いく。

H10 14 小・一般

12135 海運の工夫・技術
シリーズ№２

豊かさを運ぶ海の
コンテナ船

　物流の主力輸送機関の課題は，低コス
ト，安全，そして，決められた日時に目
的地まで運ぶということである。そのた
めに，海運界は工夫と技術開発にしのぎ
を削ってきた。
　その顕著な例がコンテナ船で，コンテ
ナの出現は輸送革命をもたらしたといわ
れる。
　この映像は，コンテナ船の機能を通し
て，船舶による物流をわかりやすく描い
ている。

H10 21 小（高）
・中

12136 森林から見た
日本の気候

　この作品は，森林が気候と総合的に反
映し，森林の姿によって，気候の違いが
眼でとらえることができることを確認し
た上で，日本についても，森林分布に着
目して，日本の気候の特色や区分を眼で
とらえることを試みている。

H10 21 小（高）
・中

12137 日本とつながりの
深い国シリーズ
タイ１
タイのくらしと産業

　東南アジアの国々のタイをとりあげ，
日本との結びつきとともにタイの生活・
文化・産業などを解説している。
　仏教が広く信仰されているタイの人々
の様子や大きな発展をとげた大都市バン
コクの様子，そして日本からの進出企業
の様子などを紹介している。

H11 12 小
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12138 日本とつながりの
深い国シリーズ

タイ２
－タイの子どもたち－

　バンコク郊外の農村に住む６年生の女
の子を取材し，タイの農村の子どもたち
の日常生活や学校生活を具体的に紹介し
ている。日本とは異なる生活や文化があ
ることを，子どもたちの暮らしを通して
描いている。　

H11 12 小

12139 わたしたちの国土
シリーズ
日本の位置と
まわりの国々

　与那国島，沖ノ鳥島，南鳥島，そして
択捉島（北方領土）と，国境の島々を訪
ねて，島の様子を紹介している。
　さらに，日本の周りにある様々な国々
の様子を見ながら，日本の位置や範囲，
そして周辺の国々についての理解を深め
ることができる。

H11 13 小（中）

12140 わたしたちの国土
シリーズ
地域でちがう
日本の気候

　沖縄県と北海道，新潟県と東京都の２
月の様子を紹介しながら，地域によって
異なる気候の様子とその理由を探ってい
る。
　また，つゆと台風や四季の変化がはっ
きりしていることなど，日本の気候の特
色を分かりやすく解説している。

H11 13 小（中）

12141 新中学校地理シリーズ
世界から見た
日本の気候

　世界の５つの気候帯を説明し，日本の
気候を，外国と比べながら解りやすく解
説している。
１，世界の気候
　　（猛暑・極寒地域，世界の気候帯）
２，暑くて寒い国・日本
　　（サンフランシスコと東京の気温の
　　比較，季節風の働き）
３，雨が多い国・日本
４，地域で違う日本の気候
　　（沖縄県那覇市の２月，北海道根室
　　市の２月，新潟県十日町市の２月）

H11 13 中

12142 新中学校地理シリーズ
世界から見た
日本の地形

　世界の地形を解りやすく説明し日本の
地形を世界と比べながら解説している。
１，環太平洋造山帯にある日本列島
　　（動く大陸，ヒマラヤ山脈の形成，
　　日本は海にそびえる大山脈）
２，川がつくった日本の地形
　　（ナイル川と日本の川，川がつくる
　　さまざまな地形）

H11 14 中

12143 世界とその諸地域
シリーズ

ニューヨークの
多民族社会
－人類のるつぼから
　サラダボウルへ－

　ニューヨークに住む様々な人種・民族
の家庭を訪ねて，生活の様子を紹介しな
がら文化や生活習慣の異なる人々が一つ
の社会でどのように暮らしているか，ど
のような問題があるかなど，アメリカの
多民族社会の多様性について考える。

H11 21 小

12144 世界とその諸地域
シリーズ

変わりゆく中国
－シャンハイの都市
　と農村のくらし－

　シャンハイに住むいくつかの家族を訪
ね，人口増加が深刻な問題になっている
都市の様子や，生産責任制という新しい
政策に取り組み，大きく変わりつつある
農村の様子などを紹介しながら，中国の
人々の生活を描いている。

H11 20 小
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12145 日本の山村

－森の贈り物－

　少女が出会う素晴らしい山や森の自然
そこに棲む思いがけない様々な生物達。
　そして山村の自然と共存しながら暮ら
してきた人々の出会いを少女らしい感動
や驚きを交えながら紹介している｡
　また，外国の事例としてスイスの山村
のくらしも紹介している。

H11 20 小（中）

12146 太陽の子メグちゃんの
畜産業案内

－わたしたちのくらし
　と畜産業－

　畜産業について，案内役のメグちゃん
というキャラクターを用いて，牛肉，豚
肉，鶏肉，卵，牛乳などの畜産物は，ど
のようにして私たちの食卓に届けられる
かを，わかりやすく解説している。　　
小学生に，畜産業の果たしている役割や
仕組み等について理解を深めていくこと
ができる。

H11 15 小（高）

12147 くらしのうつりかわり
シリーズ
子どものくらしの
うつりかわり

　郷土館のおじさんに教わった昔の遊び
や，父や母が話してくれた子どもの頃の
遊び，そして，現在の遊びを比べてみる
と，時代によって遊びはずいぶん変わっ
てきている。
　遊びばかりではなく，学校や家での子
どものくらしについて，どんな変化があ
るのかを調べる子どもたちの姿を描いて
いる。

H11 12 小

12148 くらしのうつりかわり
シリーズ
かわってきた
わたしたちのくらし

　農家の仕事の変わり方を体験した子ど
もたちが，くらし全体の移り変わりにつ
いても調べることにした。
　食事の支度，洗濯や掃除の仕方，暖房
などを比べて，道具や機械の発達のおか
げで，おじいちゃん，おばあちゃんの頃
に比べると，大きく変わり便利になった
ことに気がつく。

H11 13 小

12149 えびの旅 　水産物の代表的輸入品である，えびの
東南アジアでの養殖や漁から，冷凍，輸
送，市場，魚屋の店頭までの流れを追い
ながら，輸入にかかわる商社の人々の工
夫や努力などを紹介している。

H12 20 小

12150 地図の世界 　地図を見る面白さ，地図から未知のも
のを発見する楽しさを経験できるととも
に，地図に表された情報を的確に読みと
ることができるように制作されている。

H12 15 小

12151 海を守る森づくり 　宮城県の気仙沼湾でカキの養殖業を営
む畠山さんを中心にした植林活動「森は
海の恋人」を通して，「なぜ海を守るた
めに植林をするのか」と「流域の人たち
の取り組み」が分かるように解説してい
る。

H12 20 小

12152 中学社会
食べる

　文化の交流や食生活の変化によって，
食の地域性は薄れつつある。しかし，ア
ジアの「米」・欧米の「麦」，また熱帯
地方の「イモ」などそれぞれの気候風土
が育んだ食文化が大切に守られている。
　人間が生活する中で欠かせない「食」
を通して人々の生活を理解することを狙
っている。

H12 19 小・中
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12153 新世界と
その諸地域シリーズ
日本と関係の深い国
　韓国

　韓国へ修学旅行に行った中学生を取材
しながら，日本と関係の深い国「韓国」
を紹介している。
　内容は，古い文化と歴史，植民地と独
立，国土の概観，二つの国，発展する経
済，中学生の生活などである。

H12 20 中

12154 テレビ放送の仕事 　私たちの生活の中で情報はどんな働き
をしているのか，また，情報産業で働く
人々は，実際どのような仕事をしている
のかを，テレビ放送に携わる人々を中心
に紹介している。

H12 20 小

12155 小学社会
これからの工業

　自動車産業は，日本の工業発展に大き
く貢献してきた。現在は安全で環境にや
さしい車の開発や外国企業との提携が進
んでいる。
　環境の保護や海外との関わりに，これ
からの日本の工業の姿を見いだしていく
ことを狙っている。主な内容は，
・自動車ができるまで
・安全対策と資源の再利用
・環境にやさしい自動車。

H12 15 小

12156 世界の子どもたち
の遊び

　世界の子供達はどんな遊びやスポーツ
をしているか，色々な“じゃんけん”の
仕方や，世界の子供達が普段している遊
び，人気のあるスポーツなどを紹介して
いる。
　子供達の遊びやスポーツを通して世界
の国々への興味・関心を高めることがで
きる。

H12 14 小

12157 日本の山村

－豊かな暮らしと
　心の里づくり－

　国民の財産である，そして日本人の心
を守り育んできた山村。
　魅力的な山村の自然や文化を生かした
活動や，都市住民との交流活動などによ
って，豊かな暮らしを実現した事例を紹
介している。
　具体的には，宮崎県綾町，山口県美祢
市，岐阜県板取村，外国ではイタリアの
一山村を紹介している。

H12 18 小（中）

12158 太陽の子メグちゃん
の環境をまもる
農林水産業

　太陽の子メグちゃんというキャラクタ
ーが水の王女であるフローラとともに，
農作業の体験をするコウタくんとアイち
ゃんに，農林水産業で働く人々が，どの
ようにして環境を守っているかを，山，
里，海に連れて行き教えていく。
　２人は環境を守ることの大切さを知り
自分たちもかけがえのないこの地球の環
境を守る努力をしなければいけないこと
を理解する。

H12 15 小（中）
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12159 海運の工夫・技術
シリーズ№3
豊かさを運ぶ海の道
地球環境と海運

　四方を海に囲まれた我が国は，私たち
の生活に欠かすことのできない衣食住な
どの生活物資，産業活動に不可欠なエネ
ルギー，工業原料などの資源のほとんど
を世界中の国々から海の道を通して船に
よって運ばれている。
　人々の暮らしを支え，海を主要な活動
の場としている日本の海運に，海洋環境
の保全や大気汚染防止の取り組みがなさ
れている。その姿を通して環境問題の大
切さを訴えている。

H12 21 小・中

12160 わたしたちの国土と
人々のくらしｼﾘｰｽ゛
小学校社会　空から
見た日本の地形

　新学習指導要領の内容「我が国の国土
の自然などのようす」に関する内容につ
いて，実際にはなかなか見ることができ
ない日本の国土の様子について， 新の
現地取材を行いながら，豊富な映像資料
で具体的なイメージを持つことができ，
導入や調べ学習に効果的な学習が展開で
きる。

H13 13 小（中・高）

12161 干潟

－海の幸と
   人のくらし－

　もう一つの大陸，もう一つの海，それ
が干潟だ。その干潟で人は生活を成り立
たせてきた。
　東京湾の昔の干潟の様子，現在の干潟
での潮干狩りや自然に親しむ会の活動を
通して，干潟の食物連鎖をわかりやすく
解説している。また，湾内での海苔栽培
の採苗，育苗，養成の行程や小学生の海
苔づくり体験学習等を紹介している。
　干潟の恵みはつきない。干潟がつなぐ
大地と海，人と海は，強い絆で結ばれて
いる。ありがとう，干潟。

H13 20 小・中

12162 日本の山村
－豊かな暮らし
　を築く－

　山村は，自然に恵まれた環境や歴史，
文化を伝承し豊かな暮らしを実現させて
いる。また，木材，食料，水源の涵養，
災害防止などの役割がある。
　この重要な役割を維持していくため，
そして自然の中での豊かな暮らしを実現
するために，山村に定住している人々の
事例を紹介している。またフランスの山
村の豊かな暮らしも紹介している。

H13 23 小・中

12163 共に生きる
都市と農村

－明日の農業
　農村整備－

　都市の生活と農業農村のかかわりにつ
いて「食べる」「暮らす」「ふれあう」
という身近な視点から，見つめ直してい
る。
　豊かな自然とその恵み，そして四季折
々に変化する空間を，共に語り，共に生
きる，心の通う関係にあることを訴えて
いる。
　私達の暮らしと命を支える農業農村は
身近なところから都市とつながっている
ことを具体的に解説している。

H14 24 小・中
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12164 日本の山村

きれいな水と空気を守る
森林

　森林は二酸化炭素を吸収し，温暖化防
止や海の資源確保，災害防止，木材，食
料をつくる等大きな役割を果たしている
　その森林を守り育てる山村では，住む
人が少なくなり，山や森の手入れが出来
ず荒れ始めている。
　それに気ずいた人たちが，全国各地で
植林や山の手入れ，川の生き物調査等森
林を守り育てる活動をしながら，森林の
大切さを紹介している。　　　

H14 18 小（中・高）

12165 アグリンの農林水産ワー
ルド
水田はどんな働きをして
いるの？

　日本国民は一人当り年間６５ｋｇの米
飯を主食としてとっている。
　その米を育てる大切な水田は，単に米
を育てるだけでなく，生き物を育てる場
になったり，洪水を防ぐ働きもしている
　また，環境保全や日本の豊かな国土を
守る大きな役割も果たしている。　　　
ここでは，子どもたちとアグリンを主人
公に，米作りの一年を紹介する。　

H14 15 小

12166 工業を支える運輸と貿易

５年生

　わが国の工業生産は，原料の確保や製
品の販売などにおいて貿易や運輸と深い
かかわりをもっている。
　自動車を例にすると，原料のほとんど
は外国から輸入されており，国内で生産
された自動車は輸出されている。
　このような貿易の現状や働きを港で働
く人びとや自動車の輸送にはげむ人びと
の様子を紹介している。
　

H14 14 小（高）

12167 自動車工場を
たんけんしよう！

5年生

　自動車の生産工場を訪ね流れ作業や分
業など自動車工業が開発した合理的な生
産工程を説明しながら生産に従事してい
る人びとの工夫や努力を紹介している。
　また，これからの自動車づくりの在り
方として，車の性能だけでなく，人と環
境にやさしい車づくりについてもあわせ
て紹介する。

H14 15 小（高）

12168 とる漁業・育てる漁業

水産業に生きる人びと
　　５年生

　水産業がさかんな地域（気仙沼市）を
訪ね，漁業に従事している人たちが安定
した生産のために漁業技術などを改良し
たり，鮮度を保つための工夫や努力をし
ている姿を紹介している。また，これか
らの水産業は，とる漁業だけではなく育
てる漁業が必要になっており，豊かな海
を育てるための取り組みも紹介している
。

H14 15 小（高）

12169 中学校社会地理
　アメリカ合衆国

　アメリカは「広大さ」と「多様性」と
いう二つの特色により成り立ち，政治，
経済，軍事などあらゆる分野で世界をリ
ードしている国である。
　日本人にとっても，なじみの深い国で
中学生にも日常の食事・衣服・スポーツ
・音楽・娯楽など様々な面でアメリカの
文化を自然に取り入れている。
　ここではアメリカの特色を生徒にわか
りやすく学習できるよう制作している。

H14 20 中
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12170 中学校地理シリーズ
　福岡県を調べよう

　身近な地域調査として福岡県を取り扱
う。
　内容構成は三つからなり，九州の中心
地である福岡県。その位置に注目しなが
らアジアとのつながりや交流を紹介した
り，工業の変化と環境問題について解説
しながら福岡県の特色を紹介する。
　授業の導入として，学習の動機づけに
役立つ。

H14 7 中

12171 米づくりにはげむ人々

５年生

　稲作がさかんな庄内平野。ここで米づ
くりにはげんでいる農家の一年間を追い
ながら，良質で安全な米づくりを目指し
品種の改良や農薬，保存の工夫や栽培の
努力などを紹介している。
　また，作業の能率化を図るために機械
化や共同化の様子についてもふれている
。

H14 15 小（高）

12172 海運の工夫・技術シリー
ズ４
海の大動脈内航海運

　島国である日本では，国内貨物の約４
割を船で海上輸送している。国内の港と
港を結んで人や貨物を海上輸送すること
を内航海運と呼び，陸上交通との役割を
分担しながら日本の物流を支えている。
　特に，船は大量の貨物を一度に遠くま
で運ぶのに適し，環境に優しい輸送機関
として，わが国の貿易や豊かな暮らしの
役割を果たしている。

H15 19 小（高）・中

12173 日本の山村

地球を守り、生命をはぐく
む森林

　何億年もの間，森林は地球環境を守り
豊かな生命を育んできた。しかし，今，
自然環境を破壊する地球温暖化が大きな
問題となっている。このビデオでは，そ
の大切な森林を守り育てるボランティア
の活動や木材を有効利用する取り組みな
ど，日本各地の山村の事例を紹介し，人
と自然が共生する循環型社会を考える。

H15 20 小・中

12174 工業生産とわたしたちの
くらしシリーズ
人と環境にやさしい車づ
くり

　自動車が普及した初期の頃の様子や現
代の自動車工場の様子を紹介し，これか
らの自動車生産のあり方として，車の性
能だけでなく，人と環境にやさしい車づ
くりをめざす 新技術を豊富に収録。障
害のある人のために開発された車や，リ
サイクルしやすい自動車づくりなど，こ
れからの日本の工業のあるべき姿を描い
ている。

H15 15 小（高）

12175 調べてみよう！世界のく
らしシリーズ
世界の食事を調べよう

　子どもたちに人気のあるメニューは外
国で生まれたものが多い。
　例えばカレーなどはインドで生まれた
食べ物だが，インドにはビーフカレーは
ない。このように，その国の生活や文化
，宗教などで変化している。
　世界には，いろいろな食文化や食べる
ときの習慣・マナーなどがあり，さまざ
まな国のその違いを紹介する。
　　　　　　　　　　　【総合的学習】

H15 14 小（中・高）
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12176 調べてみよう！世界のく
らしシリーズ
世界の学校をたずねて
みよう

　世界の子どもたちは，どんな学校生活
を送っているのか。ふだん目にすること
のない世界の学校のようすを，日本と関
係の深い国を中心に紹介する。
　特色ある授業のようすをはじめ，日本
の学校との違いや共通点などを通して，
世界にはさまざまな生活や文化があるこ
とを描いている。　　　【総合的学習】
　

H15 14 小（中・高）

12177 世界のなかの日本の農
業

　日本の農業の特色について，農産物の
代表的な産地を訪ねて，農業に取り組む
人々の姿を紹介する。
　国土が南北に長い日本では，気候・地
形などの自然的条件と消費地・交通など
の社会的条件を生かして，さまざまな農
業が行われていることを学習する。
　

H15 ７ 中

12178 日本の山村

環境をまもる山村に生き
る。

　山村や森林には，地球の温暖化を防ぐ
働きや国土を守る働き等，私達の暮らし
を守る公益的な役割があります。これら
の大切な働きを十分に発揮し，維持して
いくためには，山村に人々が住み，森林
を守り育てることが必要です。ここでは
，都会での暮らしでストレスを溜めてい
たＹさんが，山口県が募集したＮＰＯ法
人－緑のふる里協力隊に応募して，豊田
町に定住し，森林の保護，管理にあたる
一方，生きがいを得る仕事についたとい
う感想をもつようになった事や，現在
２５０名の隊員の方が森林の事業に携わ
っていることを伝えている。

H16 25 小･中･高

12179 新しいヨーロッパの姿

ＥＵとユーロをもっと知ろ
う！

　ＥＵ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｕｎｉｏｎ
）欧州連合とは，欧州２５ヶ国で構成さ
れる新しい形態の国家連合体。ＥＵ間で
は移動，住居，就業が自由にできるよう
になっている。また，２００２年には，
ユーロ通貨の使用が開始された。
アニメとニュース映像でＥＵがなぜでき
たのか，欧州理事会等のＥＵの機構説明
が詳しくされ，クイズが出題される。
後に日本とＥＵの関わりが説明される。

H17 20 中・高
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社会科

12180 森と共に

―森の名手・名人―

　古来，日本人は，森と深く関わり，そ
の森から多くの恵みを受けてきた。森と
共に生きる中で，木を活用するための卓
越した技術を育み，独自の木の文化を築
き上げてきた。ここでは，日本人と森と
の深い関わりの歴史と，その中で培われ
てきた独自の林業技術を見つめ，また，
現代にその技術を受け継ぐ，森の名手・
名人の姿を通じて，日本の木の文化の重
要性を訴求している。　　　　　　　　
①　2005年6月に行われた，御杣始祭
　（みそまはじめさい）の様子。　　　
②　綿密さと丁寧な仕上げが要求される
　　神宮の宮大工。　　　　　　　　　
③　奈良県吉野郡で，吉野杉の美林を
　　５０に渡って支えてきた，スギの種
　　取り名人。　　　　　　　　　　　
④　岩手県二戸市で，漆かき一筋に，そ
　　の伝統や技を磨き続けてきた，漆か
　　き名人。　　　　　　　　　　　　
⑤　福岡県八女地方に伝わる桶作りの技
　　を受け継ぐ桶職人。

Ｈ18 34 小・中・成
人

12181 ザリガニが語る！
　　　　　　農業用水

　アメリカザリガニをナビゲーターとし
て，農業用水の役割や歴史について，わ
かりやすく紹介している。　　　　　　 
  農作物に必要な水の確保と農業用水の
役割の見直しによる，ため池や用水路の
開発・発展の様子をあげている。　　　 
  また，水田かんがい用水や畑地かんが
い用水，畜産用水だけでなく消流雪用水
や防火用水，環境面で，生態系の保全，
景観の形成など，用水路の用途の広がり
についても説明している。

Ｈ18 11 小
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会科

13001 地域の歴史を探る 　渡橋の近郊にある川越市を舞台に，児
童たちが街の中に残された遺跡や文化財
等を調べて歩く姿を描きながら，歴史学
習の興味をわかせ，学習の仕方等の手が
かりを与える。

H4 10 小（高）

13002 吉野ヶ里遺跡を見る 　吉野ヶ里遺跡を中心に登呂遺跡，板付
遺跡等を取り上げ，その具体的事例を通
して，農耕が始まったころの人々の生活
や，社会の様子をとらえさせようとして
いる。

H4 20 小（高）

13003 登呂のむら 　登呂の遺跡や出土品に想像図，ミニチ
ュア等を交えて当時の時代像を鮮明に描
き，米作りの伝来と農耕，生活の変化，
村の形成等を通して弥生時代の意義を考
えさせる。

H4 20 小（高）

13004 古墳のころ 　古墳とその分布，出土品から古代国家
成立期のありさまや大和朝廷とその勢力
古代人の生活，大陸文化との関係をとら
え，具体的な時代像と古墳時代の持つ意
味を示す。

H4 20 小（高）

13005 大化の改新 　聖徳太子が揚げた理想を受け継ぎ，中
大兄皇子や中臣鎌足が中心になっておこ
なった大化の改新を再現，ドラマやイラ
ストアニメ等によって古代を実感させな
がら描いている。

H4 22 小（高）

13006 飛鳥と奈良の都 　仏教の伝来から聖徳太子の政治，唐の
文化の摂取など，国の仕組みが整い，国
力が発展した奈良時代とその原子前史飛
鳥の頃の時代的特色と，この時代の果た
した役割を理解させる。

H4 21 小（高）

13007 貴族の世の中 　藤原を中心とした貴族たちが，華やか
な生活を送った平安京，そのころの様子
を貴族の日々の暮らしや朝廷での年中行
事等を織り交ぜて描き，それを背景とし
てうまれた源氏物語にも触れる。
　また，貴族の生活の舞台となった邸，
神殿造りとはどんな建物であったか，そ
の様子などを描いている。

S62 10 小（高）

13008 清盛から頼朝へ 　清盛と頼朝という源平の棟梁に焦点を
あて，逸話や史跡，建造物，絵巻物など
をとおして，武士が起こり，源平争乱を
経て，鎌倉幕府が成立するまでを描いて
いる。

H4 22 小（高）

13009 城と城下町 　城下町は戦乱の続いた室町時代に，商
工業の発達や戦国大名の政策によって生
まれ，江戸時代には新しい都市として大
いに栄えた。
　その城下町とはどのような都市か，成
立や仕組み，性格などを彦根市を中心に
描き，都市の発達の中で城下町の果たし
た役割や意義について考えさせる。

H4 20 小（高）
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13010 信長・秀吉・家康 　信長・秀吉・家康という三人の戦国大
名。
　それぞれの人物の特色と業績を対比・
関連させながら，天下統一に至る時代の
流れを，人物の働きを通して興味深く描
きます。

H4 21 小（高）

13011 大名と大阪の商人 　表面は立派に見えても内情は借金に苦
しんでいた大名の暮らしと，商業に励み
富と実力を蓄えた商人が台頭してきたわ
けを理解させる。

H4 20 小（高）

13012 江戸時代の身分制度

－農民と武士－

　江戸幕府が作った士農工商という身分
制度の狙いは何か。
　人口の大部分を占め第二の地位を占め
ていた農民を中心に，江戸時代の身分制
度の意義を考える。

H4 20 小（高）

13013 新しい学問を
開いた人々

－杉田玄白と
　本居宣長－

　江戸時代中頃から蘭学と国学という学
問が台頭してきた。そのわけや考え方，
歴史的役割や価値を，杉田玄白・本居宣
長という代表的な人物の業績を通して描
いている。

H4 18 小（高）

13014 明治維新を
めざした人々

　幕末から明治維新にかけて日本の近代
化に尽くした人々に視点をあて，彼らが
どう考え，そしてなにを目指し，どう行
動したか，その歴史的意義を実感的に理
解させる。

H4 21 小（高）

13015 福沢諭吉と
文明開化

　文明開化で人の暮らしや考え方が大き
く変わったが，その基礎を築く上で大き
な貢献をした福沢諭吉の人となりを描き
ながら，明治初期の時代的特色を浮き彫
りにしている。

H4 20 小（高）

13016 自由民権と国会開設

－伊藤博文と
　板垣退助－

　板垣退助，伊藤博文，大隈重信の働き
をたどりながら，自由民権運動がどのよ
うに高まり，国会開設に至ったか，近代
国家への激動の歩みを実感的に理解させ
る。

H4 20 小（高）

13017 国際社会の中の日本

－近代百年の歩み－

　大阪万博以降の歩みを石油ショック，
主要先進国首脳会議，貿易摩擦等の国際
社会の動向ともからめて描き，国際化の
進む中での日本の現状を浮き彫りにして
いる。

H4 20 小（高）

13018 社会「日本の歴史」

１．川と文明

　世界 古の文明は四つの大河の流域に
発生した。
　これらの古代文明の発生を自然条件と
の関連，文字の使用等の観点から理解さ
せる。

H4 12 小（高）
・中

13019 社会「日本の歴史」

２．縄文のうつわ

　縄文式土器や土偶等から，縄文時代の
人々の暮らしを探る。
　貝塚やたて穴式住居から，当時は狩り
や漁を中心とする採集生活であったこと
に気づかせる。

H4 12 小（高）
・中

VTR-34



分類 歴史

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会科

13020 社会「日本の歴史」

３．むらからくにへ

　各地の遺跡に残る水田や農耕具等を見
ながら，稲作と金属器の伝来に伴って，
「むら」から「くに」へという社会の変
化が生じたことを理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13021 社会「日本の歴史」

４．古墳と埴輪

　古墳とその出土品を手がかりに各地に
分立した「くに」がしだいに統一され，
大和朝廷に発展したことを理解させ，あ
わせて豪族たちの生活を知る。

H4 12 小（高）
・中

13022 社会「日本の歴史」

５．飛鳥文化

　聖徳太子による政治の改革とその理念
を理解させる。
　また，当時の文化が仏教を中心とした
大陸文化の影響を強く受けて開花したこ
とに着目させる。

H4 12 小（高）
・中

13023 社会「日本の歴史」

６．奈良の都

　遷都の意味や遣唐使の役割を考える。
　また，平城京から発掘した遺物等を通
して，中央集権国家の仕組みや，そこに
生活した人々の暮らしを見る。

H4 12 小（高）
・中

13024 社会「日本の歴史」

７．国風文化

　平がな，片かなの考案と〈源氏物語〉
等のかな文学が生まれたこと，建築で平
等院等の代表例を紹介し，浄土信仰が起
こったことを知らせる。

H4 12 小（高）
・中

13025 社会「日本の歴史」

８．武士のおこり

　１０世紀以降各地で起こった争乱と武
士の台頭の有様を見ながら，武士の起こ
りから平氏による武家政権の誕生，鎌倉
幕府の成立までを理解させる。

H4 13 小（高）
・中

13026 社会「日本の歴史」

９．鎌倉文化

　武家政治のもとで，貴族文化や禅宗の
影響を受けいれながら，武士の簡素で雄
壮な気風を写した，写実的な文化が広ま
ったことを理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13027 社会「日本の歴史」

１０．蒙古来襲

　モンゴル帝国の発展による１２世紀の
東アジアの状況を知り，文永・弘安の役
という２度の蒙古襲来が，日本の政治や
社会に与えた影響を理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13028 社会「日本の歴史」

１１．花の御所

　室町幕府成立の事情と，３代将軍義満
の（花の御所）での政治と，日明貿易に
ついて理解させる。
　また，金閣に代表される北山文化の特
色について調べる。

H4 12 小（高）
・中

13029 社会「日本の歴史」

１２．東山文化

　銀閣にならぶ東求堂は，禅宗寺院の様
式を取り入れた書院造りであること，ま
た，この時代，花や茶の湯が盛んになっ
たことを知らせる。

H4 12 小（高）
・中

13030 社会「日本の歴史」

１３．宗教改革と
　　大航海時代

　ルネサンス，宗教改革，そして（地理
上の発見）等大航海時代の出来事を通し
て，ヨーロッパ人が日本に渡来するよう
になった背景を理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13031 社会「日本の歴史」

１４．南蛮文化

　１５４３年種子島への南蛮人の漂着と
鉄砲伝来は，天下統一に大きな影響があ
った。
　また，ヨーロッパの進んだ学問や技術
が伝えられたことを知らせる。

H4 12 小（高）
・中
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13032 社会「日本の歴史」

１５．将軍と大名

　徳川家康・秀忠・家光の３代で基礎が
確立した江戸幕府。
　大名統制策（武家諸法度・参勤交代・
転封等）を調べ，幕藩体制の仕組みを理
解させる。

H4 12 小（高）
・中

13033 社会「日本の歴史」

１６．鎖国

　１７世紀の日本をとりまく国際情勢に
ついて考える。
　また，キリシタン禁教令や島原の乱を
通して，江戸幕府はどのようにして鎖国
をしたのかを知らせる。

H4 12 小（高）
・中

13034 社会「日本の歴史」

１７．元禄文化

　元禄期に上方を中心に開花した元禄文
化，現実的ではつらつした町人文化の特
色と，その狙い手となった都市商人の繁
栄を理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13035 社会「日本の歴史」

１８．ヨーロッパの
　　近代化とアジア

　イギリスの産業革命と，ヨーロッパ諸
国の近代化の様子を調べ，列強のインド
・中国への進出と，日本への開国要求の
国際的背景を理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13036 社会「日本の歴史」

１９．化政文化

　滑稽本や浮世絵などから，江戸に花咲
いた独特の庶民文化について見る。
　また，交通路の整備，神社参りの盛行
で，中央と地方の交流が進んだことを知
らせる。

H4 12 小（高）
・中

13037 社会「日本の歴史」

２０．欧米諸国の
　　接近と幕政改革

　天保の飢饉，大塩平八郎の乱等このこ
ろの国内情勢や天保の改革を学びながら
欧米諸国の接近と幕府の対応のあらまし
について理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13038 社会「日本の歴史」

２１．黒船来航

　ペリーの日本来航の背景となった世界
情勢を調べる。
　また，開国当時の国内の混乱と開国・
攘夷・尊皇・佐幕に分かれた諸藩の動き
を知らせる。

H4 12 小（高）
・中

13039 社会「日本の歴史」

２２．明治維新

　江戸幕府に変わって明治政府が成立し
た過程を調べ，新政府が新しい政策を次
々に推し進め，近代国家・社会の基礎作
りに努めたことを理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13040 社会「日本の歴史」

２３．文明開化

　明治維新後，急速な近代化をせまられ
た政府の殖産興業政策と，都市を中心と
した生活，風俗における西洋文明の影響
について理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13041 社会「日本の歴史」

２４．自由民権運動

　藩閥政治に反対する自由民権運動が，
国民の中から高まって来たことを理解さ
せるとともに，大日本帝国憲法制定への
過程を学ばせる。

H4 12 小（高）
・中

13042 社会「日本の歴史」

２５．日露戦争

　日露の対立と戦争の経過を知らせる。
二つの戦争の結果，紡績業を中心に軽工
業，鉄工業を中心に重工業が発展した日
本の産業革命の特色を知らせる。

H4 12 小（高）
・中

13043 社会「日本の歴史」

２６．第１次世界大戦

　第１次世界大戦勃発時の国際関係と，
日本が参戦した経緯を知らせる。
　また，大戦後の平和実現のための世界
各国の協調外交の動きを理解させる。

H4 12 小（高）
・中
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13044 社会「日本の歴史」

２７．日中戦争

　世界恐慌になり，国内経済も不況が深
刻化，社会も混乱した。こうしたなか軍
部が台頭し，大陸進出が行われ，日中戦
争が始まった事を理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13045 社会「日本の歴史」

２８．太平洋戦争

　太平洋戦争の原因と経過を調べる。国
家総動員法などにより国民に大きな惨禍
をもたらしたことを知らせる。

H4 12 小（高）
・中

13046 社会「日本の歴史」

２９．新しい日本

　第２次世界大戦に敗れた日本は連合国
の指導のもとに，新しい憲法の制定・農
地改革など，あらゆる分野で民主的な改
革を進めた事を理解させる。

H4 12 小（高）
・中

13047 森と縄文人 　およそ１万２千年前，温帯の落葉広樹
林が豊かな実りを保証したため人々を定
住生活へと導いたばかりでなく，土器や
木の実の利用により生活の安定度は倍加
した。
　縄文人は森を破壊することなく森とと
もに生活する共存の道を選んだ様子を，
縄文時代の遺跡から出土したものをまじ
えて描いている。

H4 38 高

13048 イギリス議会の歴史 　議会制民主主義の典型の一つとなった
イギリス上院・下院の成立過程と現状及
びマグナカルタから責任内閣制の成立，
婦人参政権の確立までの長い歴史を描い
ている。

H4 22 高

13049 アメリカ合衆国
の誕生

　１７世紀初頭に北米大陸に入植した植
民地人が，１８世紀後半にはイギリス本
国から独立を目指して闘ったことや独立
宣言の採択，合衆国憲法を制定して共和
制と三権分立による新しい国家の誕生ま
でを描いている。　

H4 25 高

13050 海洋
フロンティア２１

　地球の７０パーセントは海であり人間
とのつきあいは，１万年をこす。ここで
は， 近の技術の粋をつくした豪華客船
アスカ沖縄アクアポリス，神戸・六甲の
ウオーターフロント，人工島，四国大橋
海底石油のリングジャケット，海洋開発
のためのマリンあや１号，シンカイ
６５００，海水淡水化技術など海洋都市
，海洋牧場，海洋資源開発のもようを紹
介している。

H4 28 中・高
・成人

13051 古墳と豪族 　稲荷山古墳を主として，豪族が勢力を
ふるっていた３世紀から６世紀にかけて
世の中の様子を考える内容。
　また，その豪族を統一していった大和
朝廷の勢力と時代の流れを探っていく。

H5 10 小（高）

13052 条約改正・
日清日露戦争

　近代的な国家作りと日清・日露戦争を
へて念願の不平等条約を改正，日本の国
際的位置付けを変えていった明治日本の
姿を，貴重な映像資料を通して描く。

H5 20 小（高）
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13053 貴族のくらし 　平安時代の政治の様子，貴族の華やか
な生活と住まい（寝殿造り），新しく生
まれてきた国風文化などを，映像資料を
駆使して紹介している。

H5 20 小（高）

13054 市民文化の時代

－ビクトリア時代の
　ロンドン－

　産業革命によって市民社会に大きな変
化発展が見られた。
　ロンドンの市民社会の変容とその流れ
をつかむ具体的資料として適している。

H5 21 中・高

13055 市民文化の時代

－中世の教会建築と
　キリスト教－

　ヨーロッパの歴史と文化の形成過程を
具体的に理解する手がかりとしてキリス
ト教会堂の建築と人々の生活に深いかか
わりあるキリスト教についてフランスを
舞台にしてまとめている。

H5 23 高

13056 日本の歴史シリーズ

・江戸幕府の政治

　江戸幕府の政治の柱であった，大名統
制，鎖国，身分制度について，これらの
制度が生まれたわけ，その及ぼした影響
について具体的な理解を深めさせながら
江戸幕府の政治の特色をつかむ手がかり
を得させようとしている。

H6 10 小（高）

13057 日本の歴史シリーズ

・戦争への歩み

　失業者があふれ娘の身売りまででた昭
和初期の不景気，一方では軍部の政治へ
の介入が強まり，国際連盟脱退，日中戦
争，そして太平洋戦争へと戦争への道を
歩む過程を解説しながら，その中で厳し
い耐乏生活を強いられた国民の生活を，
配給や学徒動員，学童疎開などを通して
描き，やがて終戦の日を迎える。

H6 10 小（高）

13058 日本の歴史シリーズ

・経済の
　めざましい発展

　日本の経済は奇跡的な高度成長をとげ
世界中の注目を浴びた。それは，先進技
術を取り入れた工業の発展によるところ
が大きい。
　これを背景にオリンピック，万博，南
極観測など，世界の大国の仲間入りをす
る過程をとらえながら，一方では公害等
豊かさの陰に現れてきた弊害について考
えさせていく。

H6 10 小（高）

13059 日本の歴史シリーズ

・新しい日本

　掘立小屋の暮らし，闇市，買い出しな
ど終戦直後の物不足に悩む人々の生活を
とらえ，やがて農地改革や教育制度の改
正，新憲法の発布，そして平和条約の終
結へと新たに甦っていく日本の姿を描い
ている。
　さらに，産業を復興させ，工業化への
道を歩み始める様子をとらえている。

H6 10 小（高）

13060 日本の歴史シリーズ

・町人の文化

　徳川中期のころは，世の中が泰平に慣
れ，江戸と大阪に集まった町人たちが活
躍した時代であった。
　また，商業の発達につれ，陸上と海上
の交通も整備される。教育機関として武
士の子弟のための藩校と，庶民の子弟の
ための寺小屋も発達した。
　そして商人の財力によって育てられた
歌舞伎と浮世絵などの文化が花開く。

H6 10 小（高）
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13061 東西の接点

－イスタンブルを
　歩く－

　トルコ 大の都市，イスタンブルは，
アジアとヨーロッパの接点にあって，ギ
リシア時代から２０００年以上もの伝統
をもち，独自の文化を育て上げてきた。
　ビサンテイン帝国の歴史，オスマン帝
国の歴史をイスタンブルに辿りながら，
この街の東西の交流の接点として性格を
描き出そうとするものである。

H6 21 高

13062 文明を湛える海，
地中海世界

－ギリシャ・
　ローマ－

　古来，地中海沿岸部の人々は，地中海
を中心に盛んに交流を行い，そこから，
さまざまな特色のある文明が生み出され
てきた。
　現代のヨーロッパ文明の基盤ともなっ
たギリシャ・ローマの古典文明に焦点を
あて，今に残る数々のその遺跡を中心に
古代地中海の歴史の展開を概観しようと
するものである。

H6 21 高

13063 社会科ビデオ
シリーズ

・郷土資料館を
　たずねて

　地域の郷土資料館を訪ね，そこに残さ
れている道具や古地図を観察したり，直
接体験したりして，地域の移り変わりに
関心を持たせる。
　また，身近なところに残されている建
物，石碑，祭り等の年中行事にまつわる
話等を調べていったり，昔の人々の暮ら
しの様子がわかる。

H7 15 小（中）

13064 社会科ビデオ
シリーズ

・古墳を
　つくったころ

　古墳の形や規模，分布の様子，発掘さ
れた出土器から，古墳とは何かを理解さ
せ，豪族の力の大きさや当時の人々の暮
らし，社会の様子等を考えさせる。
　５世紀には，大和朝廷が各地の豪族の
上に立ち，大陸の文化や技術を取り入れ
て国土の統一を進めた事を理解させる。

H7 15 小（高）

13065 社会科ビデオ
シリーズ

・室町文化

　金閣や銀閣などの代表的な建物や水墨
画等の絵画について，足利義満や義政，
雪舟等の働きを通して，京都の室町に幕
府がおかれた頃には，新しい文化が生ま
れた事を理解させるとともに現在の暮ら
しに生かされていることに気づかせる。

H7 15 小（高）

13066 人物日本の歴史

１．聖徳太子

　古代日本の曙の中で，ひときわ輝く人
物が聖徳太子。
　冠位十二階や十七条の憲法の制定等を
紹介し，太子の内政，外交，文化等の業
績を当時の資料等でわかりやすく描いて
いる。

H7 15 小（高）

13067 人物日本の歴史

２．聖武天皇

　８世紀に，都は奈良の平城京に移され
る。そして聖武天皇によって東大寺が建
設され，大仏が造営された。
　この時代の特色や歴史的背景を明らか
にし，天皇を中心にした政治が確立して
いったことを理解させる。

H7 15 小（高）
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13068 人物日本の歴史

３．藤原道長

　平安京に都が移ると，政治の中心は貴
族になり，特に藤原氏は大きな力を持つ
ようになった。
　その絶頂を極めた道長について，どの
ようにして強い力を持つようになったの
か，また貴族の華やかな生活の様子等を
紹介する。　

H7 15 小（高）

13069 人物日本の歴史

４．紫式部

　平安時代，仮名文字が生まれ，宮廷に
仕える女性を中心に王朝文学花開く。
　「源氏物語」の作者，紫式部も宮廷に
仕える女性だった。式部を中心に平安時
代の華やかな文化について絵巻等の資料
をとおして描いている。

H7 15 小（高）

13070 人物日本の歴史

５．源頼朝

　貴族の世の中から，武士の世の中に移
っていく中で，平家と源氏の激しい戦い
があった。
　戦いの勝者，頼朝は，鎌倉に幕府を開
く。この頼朝に焦点をあて武士が勢力を
持つにいたった頃の様子を理解させる。

H7 15 小（高）

13071 人物日本の歴史

６．北条時宗

　13世紀中頃，中国大陸から元の大軍が
日本を襲ってきた。時の幕府執権は北条
時宗。
　元の２度にわたる襲来を，幕府と御家
人たちは苦難のすえに打ち破った。時宗
を中心に，当時の人々の姿を浮き彫りに
する。

H7 15 小（高）

13072 人物日本の歴史

７．足利義満と義政

　金閣を建立した義満，銀閣を建造した
義政。
　室町幕府の２人の将軍を取り上げて，
時代の流れを追うとともに，現代の生活
にもつながりの深い室町文化について，
絵画，文化遺産，建築物等を織り交ぜて
紹介する。

H7 15 小（高）

13073 人物日本の歴史

８．織田信長

　応仁の乱以降の長い戦乱の時代から，
天下を 初に統一に近づけたのが織田信
長。
　しかし，信長は統一寸前に倒されてし
まう。信長を中心に戦国の世が統一され
ていくころの様子について理解させる。

H7 15 小（高）

13074 人物日本の歴史

９．豊臣秀吉

　信長の死後，豊臣秀吉は各地に残る有
力な大名を従えて，ついに天下を統一す
る。
　尾張の足軽の子として生まれ，信長に
仕え，天下統一の後，関白にまでなった
秀吉の歩みを追う。

H7 15 小（高）

13075 人物日本の歴史

１０．徳川家光

　江戸幕府の３代将軍徳川家光は，江戸
幕府の基礎を固め，政治を安定させる上
で大きな役割を果たした。
　参勤交代や鎖国等，家光の行った政治
について，その制度の特色や時代的背景
を分かりやすく紹介する。

H7 15 小（高）
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13076 大仏をつくる

-奈良時代-

　聖武天皇は，奈良時代で も栄えてい
たときに位につき，仏教の力で世の中の
不安を取り除き，安らかに治まる事を願
って東大寺を建て大仏を造った。
　奈良時代の国の力仏教中心の文化の様
子を具体的に示し，大仏の鋳造の工程が
解りやすく説明されている。

H8 20 小（高）

13077 むかしのくらし 　自分たちの町を中心に，家屋や道具，
交通，文化財などおよそ１００年位前か
ら現在までの変化を調べ，発表できるよ
うに，まとめて活動が描かれ，暮らしの
変化ととともに，調べ方やまとめ方を参
考にすることができる。

H8 15 小（中）

13078 対馬藩にみる

-鎖国時代の
　国際交流-

　江戸時代日本が外国のことを知るため
の窓口は，長崎の出島と考えがちだが，
それ以上に，貿易とともに，国交を開い
ていたのは朝鮮半島であり，その窓口は
対馬だった。
　釜山にあった日本の唯一の在外公館で
あった倭館，朝鮮通信使屏風，牛窓に残
る唐子踊りの映像を通して，鎖国時代の
日本と朝鮮半島との交流の様子や民衆の
朝鮮半島に対するあこがれを読みとるこ
とで，歴史的意義を再認識することがで
きる。

H8 20 中

13079 古代からの
歴史にみる

-日本列島と
　朝鮮半島-

　古代朝鮮半島から伝わった文化が日本
の文化の基礎を作り，多くの渡来人によ
って日本が大きく発展した。
　この関係は秀吉の侵略，明治以降の朝
鮮半島の植民地化によって，一時期中断
するが，歴史全体では友好的な関係にあ
ったといる。
　植民地時代に植え付けられ今も残って
いる偏見を払拭し，日本人と朝鮮半島の
人々が友好的に交流していく上で必要な
認識や現存する問題を投げかけている。

H8 31 中

13080 長安と唐の文化 　長安付近の風景や，今も残る遺跡を通
して唐王朝の盛衰を辿りながら，国際都
市としての長安や東西文化の交流点とし
ての唐の姿，さらに東方への文化の伝播
を仏像を中心にして紹介する。
　主として文化面に焦点を合わせ，唐文
化の国際的な広がりを周辺諸国との関連
の中で描いている。

H8 21 高・一般

13081 総力戦という戦い

-第一次
　世界大戦-

　サラエボ事件をきっかけに勃発した第
一次世界大戦。
　長期化するにつれ，経済をはじめ国民
生活全体が戦争遂行のために編成され，
これまでの戦争とちがい，総力戦となっ
た第一次世界大戦の歴史を貴重な映像と
資料で構成しながら，市民の視点からと
らえた戦争として描いている。

H8 21 高・一般
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13082 王の墓・
埋もれた都市

　古代文明のうち も早く成立したオリ
エント文明はメソポタミアとエジプトの
二つの文明圏から成る。治水・灌漑に基
づく神権政治が築き上げたこの二つの世
界には，共通性と同時に際だった対照性
が見いだされる。
　二つの文明のそれぞれの特質を探り，
古代統一帝国までを歴史解説している。

H8 22 高

13083 イスラムの信仰
と生活

　人口８億を越えるといわれるイスラム
圏は，唯一神アラーを信じる一つの世界
である。
　その中心である中東諸国を訪ね，「イ
スラム信仰」とは何か，信仰を軸とした
「イスラムの生活と文化」はどのような
ものかを，生活の場面を押さえながら歴
史解説している。

H8 22 高

13084 伝統に生きる
工業シリーズ

・焼き物を
　つくる人びと

　街をあげて美濃焼の普及に熱心な，岐
阜県土岐市の街の表情，そして伝統工芸
士の中島さんの姿を通して，焼き物がで
きるまでの様子を紹介する内容となって
いる。
　熟練の技，こだわりの姿などが生き生
きと描かれている。

H9 15 小（高）

13085 伝統に生きる
工業シリーズ

・漆器を
　つくる人びと

　いくつもの工程を経て作り上げられる
漆器。岩手県平泉町の秀衡塗ができるま
での様子を紹介する内容である。
　多くの工程の中で，それぞれの職人が
熟練の技を駆使しながら，愛情を込めて
漆器を作る姿が美しい映像で鮮やかに描
かれている。

H9 15 小（高）

13086 近代日本の歩み
シリーズ

・戦後５０年の
　あゆみ

　終戦時の廃墟から復興，そして高度発
展の道を歩んできた日本。その足跡を，
当時のニュースフィルムや写真などの資
料でたどりながらこれからの日本が進む
べき道をさぐるといった内容である。
　冷戦の終結，民族・宗教による地域紛
争に対し日本はどう関わっていくのかと
いう示唆を与えてくれる。

H9 20 小（高）

13087 近代日本の歩み
シリーズ

・昭和１　
　戦争と国民生活

　慢性的な不景気はやがて満州事変へと
つながり十数年にわたる長い戦争へ突入
する。
　第２次世界大戦の終結までの様子を，
国民生活の様子とともに紹介していく内
容になっている。

H9 20 小（高）

13088 近代日本の歩み
シリーズ

・昭和２　
　混乱から復興へ

　敗戦後の国民生活から，朝鮮戦争と日
本の独立までの事柄が主な内容である。
　ここでは，終戦から平和条約の締結に
よる独立までの期間を，政治・経済・産
業・生活など，さまざまな面から解説し
ながら，混乱から復興への推移と人々の
努力する姿が描かれている。

H9 20 小（高）
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13089 近代日本の歩み
シリーズ

・昭和３
　発展する日本

　工業の発展，高度経済成長，そしてそ
のひずみといったことを主な内容として
いる。
　昭和３０年代，急速な産業の発展とと
もに，日本は世界有数の工業国となり，
国民生活も大きく向上してきた様子を豊
富な映像資料をもとに描いている。

H9 20 小（高）

13090 近代日本の歩み
シリーズ

・昭和４
　国際社会の
　中の日本

　経済成長を続ける日本，そしてこれか
らの日本と国際社会の問題について考え
る内容になっている。
　大阪万博以降，経済大国となった日本
の歩みを公害問題を始め，石油ショック
貿易摩擦などの国際社会の動向に続く内
容となっている。

H9 20 小（高）

13091 大規模遺跡は語る 　青森県の三内丸山遺跡は，定住型の大
規模集落であり，これまでの縄文時代の
定説を覆するものである。
　発掘された生活用具から暮らしを推測
し，あわせて発掘を通して歴史の学び方
を考えさせる。

H9 18 中

13092 パリの革命 　パリの民衆は革命をどのように生き，
何を生み今に伝えているか。
　仏革命の進展をたどりながら多様な面
を持つ民衆像に重点を置き革命全体の意
味を考えるのに適している。

H9 25 高

13093 革命のロシア 　２０世紀 大のロシア革命｡
　革命の掲げた理想と現実，栄光と悲惨
の両面をレーニンまでさかのぼり，今日
的視点からロシア革命の歴史的意義を考
えさせる。

H9 23 高

13094 大久保利通と
遣欧米使節団

　明治政府の中心人物，大久保利通は外
国の先進技術を吸収するために使節団を
派遣する。
　この遣欧使節が新しい国づくりの礎と
なり，こうした遣欧使節団の取り組みと
近代国家をめざした大久保利通の考えを
描いている。

H10 10 小（高）

13095 今のくらしに
伝わる室町文化

　書院造りや水墨画，菜の湯など室町時
代に生まれた新しい文化を紹介。
　金閣や銀閣といった室町時代の代表的
建築物から農業技術の改良，商工業の発
達についても解説している。
　また，現代の食生活や祭りが室町時代
からつながっていることを興味深く描い
ている。

H10 20 小（高）

13096 食は江戸

－江戸前料理と
　外食－

　江戸幕府の３００年，長い泰平世の中
で，江戸の食文化が完成している。
　そば，ウナギのカバヤキ，テンプラ，
スシなどこれらの料理は，江戸へ集まる
武士層，庶民層の食事をまかなうことか
ら江戸後期の外食産業へ成長している。
　江戸の食文化に視点をおいて，歴史を
見ると，今の日本の食文化がわかる。江
戸の街頭で花開いている。江戸の社会生
活から今の食文化が描かれている。

H10 29 中

VTR-43



分類 歴史

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会科

13097 平成古寺巡礼の旅
京都①

銀閣寺、知恩院、
高台寺

　ＮＨＫ「平成古寺巡礼」のエッセンス
を凝縮し，「心の時代」への要請を満た
す魅力的な内容になっている。古刹・名
刹の開祖・高僧や本尊・建築物などにま
つわる言い伝えや歴史について丹念に解
説している。
　古都の清楚な趣を訪ね，銀閣寺から東
山の山ふところの知恩院，そして高台寺
へ。

H12 30 中・高
・一般

13098 平成古寺巡礼の旅
京都②

清水寺、東福寺、
泉涌寺

　ＮＨＫ「平成古寺巡礼」のエッセンス
を凝縮し，「心の時代」への要請を満た
す魅力的な内容になっている。古刹・名
刹の開祖・高僧や本尊・建築物などにま
つわる言い伝えや歴史について丹念に解
説している。
　清水の石畳を踏み，鴨川へ一足伸ばし
東福寺～泉涌寺で静寂に抱かれる。

H12 30 中・高
・一般

13099 平成古寺巡礼の旅
京都③

神護寺、龍安寺、
仁和寺

　ＮＨＫ「平成古寺巡礼」のエッセンス
を凝縮し，「心の時代」への要請を満た
す魅力的な内容になっている。古刹・名
刹の開祖・高僧や本尊・建築物などにま
つわる言い伝えや歴史について丹念に解
説している。
　高雄・神護寺の石段を後に，衣笠の龍
安寺～仁和寺で北山文化に触れる。

H12 30 中・高
・一般

13100 平成古寺巡礼の旅
京都④

大原三千院、広隆寺、
勝持寺

　ＮＨＫ「平成古寺巡礼」のエッセンス
を凝縮し，「心の時代」への要請を満た
す魅力的な内容になっている。古刹・名
刹の開祖・高僧や本尊・建築物などにま
つわる言い伝えや歴史について丹念に解
説している。
　太秦の広隆寺，大原・三千院，長岡京
の勝持寺・・・古都の奥庭を巡る。

H12 30 中・高
・一般

13101 平成古寺巡礼の旅
奈良③

興福寺、東大寺、
法隆寺

　ＮＨＫ「平成古寺巡礼」のエッセンス
を凝縮し，「心の時代」への要請を満た
す魅力的な内容になっている。古刹・名
刹の開祖・高僧や本尊・建築物などにま
つわる言い伝えや歴史について丹念に解
説している。
　五重塔の興福寺，大仏殿の東大寺，夢
殿の法隆寺，奈良を象徴する三代寺院に
心を浸す。

H12 30 中・高
・一般

13102 ＡＳＵＫＡ　
日本の歴史
１，日本のあけぼの

　旧石器時代から古墳時代。
　農耕が始まった頃の代表的な遺跡や遺
物を通じて，人々の生活や社会の様子が
変化したこと，また，女王卑弥呼のや邪
馬台国や大和朝廷による国土の統一の過
程をアニメを使ってわかりやすく解説し
ている。

H12 30 小・中
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社会科

13103 地域の歴史を調べる

－ふるさとを
　探検しよう－

　新学習指導要領の中学校社会科では，
調べ方や学び方を学ぶ学習の充実などの
改善が図られている。
　埼玉県加須市という具体的な地域を取
り上げ，生徒達が地域を調べる学習活動
を通して，歴史の学び方を学びながら，
いろいろな見方や考え方に気づき，歴史
的な見方や考え方を身につけていく過程
を紹介している。【指導の展開例付き】

H13 21 中

13104 世界の中の日本の役割
戦後の復興・発展と国際
貢献

　戦後わが国は，経済復興，国際社会へ
の復帰・国際貢献等日本の歩みについて
オリンピックを中心に発展してきた。
　東京オリンピックに向け我が国は，新
幹線，高速道路，ホテル等が建設され現
在の日本都市の原型ができあがり，経済
的にも発展していく。
　その様子を東京オリンピックを通して
日本の国際貢献と日本の役割を学習する
。小学校６年性の学習教材として適切で
ある。

H14 24 小（高）

13105 衣類の変化から
歴史を発見しよう

　埼玉県秩父地方には，古くから「銘仙
」という絹織物の特産品がある。小松さ
んはその「銘仙」に興味を持ち，そのル
ーツを探るため，遺跡の発掘品や各地方
の行事，図書館の資料等を通して人々の
服装が歴史とともに変化してきたことを
調べている。
　「源氏物語絵巻」などで知られる十二
単の貴族生活から戦後までの衣服の変化
を具体的に調べ教材化したものである。

H14 22 中

13106 「歴史」第６巻
近世文化１－江戸時代
前期の文化

　江戸時代前期の政治・経済・社会，そ
して人々の生活などの歴史的背景から江
戸時代前期の文化の特色をとらえる。
　その内容は，上方を中心に町人によっ
て栄えた元禄文化を芸能・文学などの面
から，実際の作品を紹介しながら，わか
りやすく学習する。

H15 15 中

13107 「歴史」第７巻
近世文化２－江戸時代
後期の文化

　江戸時代後期の政治・経済・社会，そ
して人々の生活などの歴史的背景から江
戸時代後期の文化の特色をとらえる。
　その内容は，江戸前期の中心であった
上方から，江戸を中心に町人によって栄
えた民衆の文化（化政文化）を芸能・文
学などの面から実際の作品を紹介しなが
ら，わかりやすく学習する。

H15 15 中

13108 発見・体験！
食事の移り変わりを調べ
よう

　ある中学校が文化祭のテーマとして，
日本人の食事の歴史を時代別に調べたも
のである。縄文時代から，弥生，室町，
安土桃山，江戸，明治，第二次世界大戦
後と細かく食事の移り変わりとその時代
の特徴を調べている。
　米が主食になったり，西洋料理，イン
スタントの普及など料理と食事の長い歴
史について学ぶことが出来る。

H15 22 中
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13109 徳川家康と江戸幕府 ・徳川家康の生い立ち　　　　　　　　
・信長や秀吉が活躍していたころ　　　
・関が原の戦い～江戸幕府成立　　　　 
  （江戸を再建，芦の原を３０年かけて
　都市へ）　　　　　　　　　　　　　
・大阪の陣で豊臣一族を滅ぼし，武家諸
　法度を定める

H16 10 中

13110 徳川家光と参勤交代 ・外様大名を例に参勤交代の様子をふり
　かえる。　　　　　　　　　　　　　
（人数，期間，江戸までのルートなど）
・家光のころに制度として定着した。　
・江戸屋敷は大名の格付けにより門構え
　が違う。　　　　　　　　　　　　　
・江戸に人が集まるようになり，江戸を
　中心に交通や物流の仕組みが整ってく
　る。

H16 10 中

13111 長崎の出島 ・江戸時代開国をするまで唯一外国と交
　流があった地である。　　　　　　　
・来日が認められていたオランダ人がこ
　こでどのような生活をしていたかを興
　味深く示してある。（食生活では洋食
・ウイスキー・ワインがあった，バトミ
　ントンやビリヤードをしていた等）　
・入港，上陸の仕方の説明が示されてい
　る。（出島周辺は浅いので，沖合いで
　小船に荷を移して上陸，入港した等）

H16 10 中

13112 江戸の町人文化 　この教材は，江戸の花火をはじめ江戸
歌舞伎，浮世絵などを取り上げ，江戸の
文化が，町人のくらしの中で育っていっ
た様子を実感としてとらえさせようとし
ています。　　　　　　　　　　　　　 
  この教材の利用により円熟した町人文
化の一端をとらえさせることができます
。

H16 10 中

13113 本居宣長と国学 ・本居宣長の生い立ち　　　　　　　　
・木綿商人の家に生まれる。医者をめざ
　して学問をすすめていく。古典と出会
　い，本当の学問として古典の研究へ。
　賀茂真淵との出会いで「古事記」を研
　究しはじめる。　　　　　　　　　　
・古典の中に日本人の心のあり方を示し
　た。国学として広まり，後の幕末の政
　治に影響を与えた。　　　　　　　　
・研究の時の書き込みや手形などで，研
　究に対する意気込みが深かった様子が
　うかがえる。

H16 10 中　

13114 杉田玄白と蘭学   西洋医学を学ぼうと努力した杉田玄白
の苦労。「腑分け」を行うことによって
，西洋医学の正確さを学ぶ。その後，オ
ランダ語の医学書「ターヘルアナトミア
」を和語に訳すことを決める。他の仲間
と協力し，解体新書としてまとめあげた
。中国医学での人体の内臓の様子と腑分
けによって示された西洋医学の人体の様
子が比較できる。　　

H16 10 中
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13115 日本地図ができた

伊能忠敬の仕事

  外国船が北海道に接近してくるが，幕
府には北海道をはじめ，国内の正確な地
図が不充分なため，必要性を感じた。天
体観測や測量術を学び，北海道の測量に
参加。その時の活躍が認められ，その後
全国の地図作成にとりかかる。

H16 10 中

13116 江戸の文化　教育の広
がり

　江戸時代，人々は教育を充分に受けて
いたということを示してある。　　　　
・武士…藩校で儒学や武芸を学んでいた
　　　　全国で２６０校。　　　　　　
・商人・農民…商いで読み書き，そろば
　んは必要であり，農民も日常生活を向
　上させるためにも必要であった。　　
・寺子屋（全国で五万戸）その他，学問
　の高い人の塾に人々が集まって学んで
　いた。《例》吉田松陰

H16 10 中
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14001 国民の生活と福祉 　憲法はすべての国民に健康で文化的な
低限度の生活を保障しているが，その

実状を老人と障害者の場合を例に描き，
日本の社会保障制度の問題点と課題を考
えさせる。

S61 21 中

14002 平和と繁栄を求めて

－外務省は今－

　日本の外交活動の担い手である外務省
の全貌を，国内・国外にわって映像化し
その仕事が国民の一人一人と密接に結び
ついている事を示している。

S61 33 中

14003 産業の変動と
社会生活

　高度に発展した産業の動きと産業人口
の変動。多様化している都市や農山村。
　新しい社会的背景の中で様々に変貌し
ている社会の実状や特色，問題点を描き
出している。

S61 20 中

14004 政治のはたらき 　常総大橋の建設，公害問題への取り組
み等の事例を描きながら，国民生活にお
ける人々の願いと，その実現をはかる国
や地方の政治の働きと特色を解りやすく
示している。

S61 20 中

14005 現代の人間像 　核家族化，高齢化，情報化，国際化な
ど現代社会の特質についてとらえ，その
中に生きる現代の人間像について，ビー
シｴの”朝食”やマンテーニﾔの”キリス
ト像”など絵画を手がかりにとらえてい
る。

H3 21 高

14006 わたしたちのくらし
とごみのしまつ

　ゴミを始末してくれる人々の働きによ
って健康な生活ができる。そういう人々
の働きや工夫，悩みや問題点を指摘しな
がら，ゴミを減らすにはどうしたらよい
かを考える内容である。

H5 20 小（中）

14007 私たちの裁判所 　三権分立と裁判所のしくみを解りやす
く紹介している。

H5 29 中・高

14008 消防署のしごと 　地域の消防署を例に普段あまり人の目
にふれない予防活動や訓練を中心に，見
学だけではつかみえない様々な活動を，
消防機器とともに描いている。

H6 20 小（中）

14009 安全な生活を守る

－夜はたらく人々－

　一般の人々が寝ている深夜から早朝に
かけて，人知れず社会の安全のために働
いている人々の苦労や努力の姿を，パト
カーの警察官の目を通して興味深く描い
ている。

H6 20 小（中）

14010 社会科ビデオ
シリーズ

・けいさつのしごと

　警察署では交通事故や盗難から地域住
民の生命と財産を守るために，日夜，関
係の諸機関と連絡を取り合いながら緊急
の事態に対処する体制をとっていること
を具体的に示しながら，警察署の工夫や
努力を理解させる。

H7 15 小（中）

14011 社会科ビデオ
シリーズ

・火事を防ぐ
－消防しょのしごと－

　火災は，私たちの生活や財産を奪う恐
ろしい災害であることに気づかせ，消防
署では他の関係諸機関と互いに連絡を取
り合い，火災から住民の安全や生命，財
産を守っていることを理解させる。

H7 15 小（中）
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14012 社会科ビデオ
シリーズ

・運輸のしごと

　我が国の陸上，海上，航空等の運輸業
は，産業や国民生活を支えている重要な
働きをしていることを具体的な現状を通
して理解させる。また，働いている人々
の工夫や努力に気づかせる。

H7 15 小（高）

14013 社会科ビデオ
シリーズ

・放送局をたずねて

　放送局での番組作りの様子を示しなが
ら，放送局の仕事は，国民の日常生活と
深い関わりがあることを，理解させると
ともに，そこに働いている人々の工夫や
努力に気づかせ，放送の有効な活用の仕
方について考えさせる。

H7 15 小（高）

14014 社会科ビデオ
シリーズ

・新聞社をたずねて

　新聞は日常生活の中に深い関わりがあ
ることに気づかせ，テレビとの比較を通
して，新聞の特色や役割を理解させる。
　また，新聞作りに携わっている人々の
工夫や努力に気づかせ，新聞の有効な活
用の仕方について考えさせる。

H7 15 小（高）

14015 人権の歴史と現代

１，自由

　人権の歴史をフランス人権宣言を中心
に，市民革命を支えた人権思想の歩みと
発達でまとめ，日本の人権の歴史を第二
日本帝国憲法から日本国憲法までの流れ
でコンパクトに整理している。
　歴史を単に過去の出来事ととらえるの
ではなく，未来へのステップとしての歴
史を学ぶ視点からとらえ，歴史的分野の
学習のまとめとして利用したり，公民的
分野の学習の導入として人権の発達を学
ぶことができる。

H8 31 中

14016 航空貨物輸送と
わたしたちのくらし

　新東京国際空港を舞台に，子供たちが
日常目にすることができない航空貨物輸
送の現状と，それに従事している人々の
工夫や努力の姿が描かれ，海外からの空
輸されたものが，私たちの生活とどのよ
うに結びついているかもわかり，日本の
運輸業や貿易についての理解を深めるこ
とができる。

H8 17 小（高）

14017 国際空港を
支える人々

　日本と世界の国々とを結ぶ空の玄関，
新東京国際空港において，子供たちが日
頃目にすることができない航空輸送の実
状や，それに従事する人々が安全で確実
な輸送を支えるためにどのような工夫や
努力をしているかを描き，我が国の運輸
業や貿易についての理解を深めることが
できる。

H8 18 小（高）

14018 わたしたちのくらし
と政治シリーズ

・くらしをささえる
　政治

　政治とは何かを理解させるために，こ
の作品では，身近な公共施設として「市
民センター」を取り上げ，小学生のグル
ープ見学の様子を通して，国民生活と政
治のつながりについて気付かせている。
　見学の仕方を学習するための活用もは
かれる内容である。

H9 14 小（高）
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14019 わたしたちのくらし
と政治シリーズ

・わたしたちが
　行う政治

　選挙の過程や国会議員の実際の仕事の
様子など直接見学が困難な事柄を具体的
な映像で紹介している。
　国の政治が，私たちの選んだ代表者に
よってすすめられていることが理解でき
る内容となっている。
　国会・内閣・裁判所のはたらきと，三
権分立の役割についても触れている。

H9 16 小（高）

14020 わたしたちのくらし
と政治シリーズ

・わたしたちの
　くらしと憲法

　親子の会話を糸口に憲法について学習
していく内容構成となっている。国の政
治が，日本国憲法をよりどころとして行
われていることが理解できる。
　憲法の３大原則，国民の権利と義務，
そして国民の象徴としての天皇の仕事に
ついてわかりやすく解説している。

H9 14 小（高）

14021 くらしと環境保全 　地球の温暖化・酸性雨・熱帯林の破壊
・砂漠化など地球規模で進む環境破壊を
紹介しながら，環境保全の重要性を考え
させる。

H9 18 中

14022 情報社会と消費者 　コンピュータの発達や経済活動の多様
化で，消費者の生活は便利になったが，
あふれる情報をいかに選択していくかも
重要な問題である。
　ここでは，クレジットカード・通信販
売・訪問販売・キャッチセールスなどの
例を紹介しながら，消費者として正しい
知識を持つことの大切さを考えさせる。

H9 18 中

14023 国際化と日本 　日本と世界各国の相互理解のために必
要な，本当の国際化とは何なのか，企業
の海外進出，増える外国人労働者，日本
の援助，海外青年協力隊員の活動を通じ
て考えさせる。

H9 18 中

14024 ものの値段と
市場のしくみ

　ものの値段とはどのようにして決まっ
ていくのか。商品コストとは何かを解説
し，ものを安く売るということを大手ス
ーパーの「ポロシャツ」の生産を通して
解説している。
　あわせて，変化する小売業の形態を通
して，ものの値段と消費者の生活との関
係を考えさせる。

H9 23 中

14025 わたしたちの
民主主義立法と選挙

　国会の働きや，国会議員を選ぶ選挙の
しくみについて述べながら「国民主権」
の意味と大切さを考えさせる。

H9 20 中

14026 中学校社会　公民
Vol,2　貿易・
為替相場と日本経済

　この単元は内容が高度であり，また生
徒の生活実感とかけ離れているため，理
解が難しいものとなっている。
　そこで，実際の貿易の様子をもとに，
国際通貨とその変動，またそれが国民生
活に与える影響等が，生徒の立場からも
具体的に理解できるように構成されてい
る。

H13 20 中
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14027 民主主義を考える
５巻　地方自治
住民のくらし

　住み良い地域社会を作るための地方自
治について住民との関連を含めて解説し
ている。
　地方自治体の仕組み，住民と自治体と
の関係，地方財政，住民運動などを分か
りやすく具体的なテーマを用いて地方自
治と住民の暮らしを考えていく。

H13 20 中

14028 火事をふせぐしごと

３・４年生

　私たちの暮らしを守るため，消防署で
は地域や学校などと協力し消防施設を整
え日頃から火災の防止に努めている。
　火災発生事には，一刻を争って事態に
対処し，さらに関係諸機関と協力体制を
作り迅速に対処できるようにしている。
　ここでは，消防署の様々な消防設備や
司令センターの様子など，その活動を紹
介する。

H14 15 小（中）

14029 中学校社会公民
国際社会と日本の役割

　２１世紀の私たち日本人に求められる
のは，国際社会の一員としての自覚であ
り，国際的な問題や課題の解決に積極的
に参加するという態度の形成である。
　その意味で国際連合のはたらき等，理
解することが大切である。
   ここでは，日本の国際貢献について，
国際社会で活躍している先人の存在や具
体的な援助の実態を通して考えることが
できるようまとめてあり適切である。

H14 20 中

14030 日経子ども経済教室
調べてみよう！税金って
、なに？

　消費税を通して子どもたちに身近にな
った税金の意味を教える。
　税金の歴史，種類（直接税・間接税の
内訳）やその使われ方と集め方（源泉徴
収と申告納税）等についてわかりやすく
説明し，実際に租税資料館に行って直接
体験する。そして，税のシステムや税金
の役割等について学習する。
　

H15 15 小（高）

14031 中学校社会　公民
⑥社会保障と国民の福
祉

　社会保障には，公的扶助・社会保険・
社会福祉・公衆衛生の４つの柱がある。
　これらの内容を具体的な映像資料とと
もにわかりやすく解説している。２１世
紀の高齢社会の問題を考えさせることも
含め，社会保障全体の導入や，まとめと
しても活用できる。指導にあたっての展
開例が付いている。

H15 20 中

14032 考えよう！これからの食
料生活

わたしたちのくらしと食料
生産

　ますます増え続ける輸入食料品。これ
からの日本の食料生産について，輸入賛
成派や反対派の意見など，さまざまな視
点から今後の食料生産について考える。

H16 13 小(高)

14033 長く続いた戦争と人々の
くらし

戦争から平和への歩み

　満州事変，日中戦争，第二次世界大戦
，沖縄戦，広島・長崎への原爆投下の中
で，人々がどのようなくらしを送ってい
たかをフィルム映像で紹介し，戦争と人
々のくらしの関係をとらえさせる。

H16 18 小(高)
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14034 平和な日本をめざして

戦争から平和への歩み

　フィルム映像を通して，戦後の状況の
中で，人々がどのような思いでくらしを
立て直していくのか，日本国憲法を制定
し，日本が民主的に国家として出発して
いくことを具体的にとらえることができ
る。また，日本が独立を回復し，経済成
長を遂げていく中で，人々のくらしがど
のように変化したかを紹介し，平和で豊
かなくらしを実現していくための課題を
考える。

H16 18 小(高)

14035 どうなってるの？政治と
私たちのくらし

考えてみよう政治のはた
らき

　政治は私たちの様々な願いを実現する
ものであり，その考え方，進め方を具体
例を示して分かり易く解説している。

H16 15 小(高)

14036 スーパーマーケットのひ
みつ

はたらく人のしごと

　スーパーマーケットの１日のようすを
追いながら，たくさんのお客さんが来店
する秘密をさぐる。開店前の準備のよう
すやバックヤードで働く人など，見学活
動だけでは見られない映像を豊富に盛り
込み，お客さんの願いに応える。さまざ
まな工夫や努力を紹介している。

H16 13 小(中)

14037 小学校社会科　わたした
ちのくらしと政治　①人々
の願いと政治のはたらき

　これは埼玉県春日部市のエンゼルドー
ムを参考に，身近な公共施設がどのよう
にして作られていったかを，施設長さん
や，市役所の職員，市民の人にインタビ
ューして，国民生活には地方公共団体や
国の政治の働きが反映していることを学
習する。施設の建設に当たっては子ども
から大人までの沢山の人々の意見を聞い
て，皆が安全に遊べる施設を作り上げる
。計画に５年，８億円の税金を使ったそ
うである。第２巻では税金について。

H17 17 小（高）

14038 小学校社会科　わたした
ちのくらしと政治　②願い
を実現する選挙と政治の
しくみ

　現在の政治が，私たちが選んだ代表者
による議会政治によって成り立っている
ことを埼玉県春日部市の児童センターの
建設を通して学習し，私たちの願いを実
現するためには選挙が大切な役割を果た
していることを理解する。さらに国会な
どで願いが実現されていく政治の仕組み
や働きもとらえる。ここでは春日部市を
例にとり，エンゼルドームの建設に関わ
って市議会が市民の願いを聞いて実現し
ていく様子を説明し，併せて国会の仕組
みにもふれている。

H17 17 小（高）

14039 小学校社会科　わたした
ちのくらしと政治　③日本
国憲法とわたしたちのく
らし

　春日部市の市政は，国民のひとりひと
りを大切にする基本的人権を守る憲法か
ら来ていることを導入として紹介してい
る。町中に市民の暮らしに役立つ施設が
作られている。春日部市では市民憲章を
制定しているが，これは日本国憲法に基
づいている。憲法には国民主権と国民の
義務も定められている事を学習する。国
民主権とは議員の選挙権，憲法改正の投
票権， 高裁判所の国民審査権，条例の
改正・中止が含まれる。

H17 18 小（高）
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算数，数学科

15001 空間図形 　立体アニメーションを駆使し平面図形
と関連づけて（空間図形）の面や辺の位
置関係を調べたり切断したり，展開図を
書いたりして空間図形の構成要素を理解
させる。

S61 21 中

15002 標本調査 　標本の持つ傾向から母集団の持つ傾向
が判断できることを，車の色の実地観測
やモデル実験を通して描き，標本調査の
基本的な考え方や方法を解りやすく理解
させる。

S61 20 中

15003 そろばんと友だち 　そろばんの数のおきかたや，たし算・
引き算の方法，５の補数と５だまとの関
係などそろばん学習における基本につい
て説明している。

H4 30 小（中）

15005 作って試して
納得数学
第２巻
４,整数の世界
５,個数の処理の仕方

　数学ができるようになるためには，数
学を好きになることが大切。実際に手を
動かして物を作り，身体で覚える。体感
的に得た知識は，同時に学ぶ楽しさも教
えてくれる。
　第２巻は下記の内容である。
４，整数の世界
５，個数の処理の仕方

H12 50 中・高

15006 作って試して
納得数学
第３巻
６,図形の軌跡
　・掃過領域
７,平面幾何学の威力

　数学ができるようになるためには，数
学を好きになることが大切。実際に手を
動かして物を作り，身体で覚える。体感
的に得た知識は，同時に学ぶ楽しさも教
えてくれる。
　第３巻は下記の内容である。
６，図形の軌跡・掃過領域
７，平面幾何学の威力

H12 50 中・高

15007 作って試して
納得数学
第４巻
８,ベクトルと重心
９, 短経路
１０, 大・ 小問題

　数学ができるようになるためには，数
学を好きになることが大切。実際に手を
動かして物を作り，身体で覚える。体感
的に得た知識は，同時に学ぶ楽しさも教
えてくれる。
　第４巻は下記の内容である。
　８，ベクトルと重心
　９， 短経路
１０， 大・ 小問題

H12 70 中・高

15008 作って試して
納得数学
第５巻
１１,ベクトルと重心
１２,体積の測定

　数学ができるようになるためには，数
学を好きになることが大切。実際に手を
動かして物を作り，身体で覚える。体感
的に得た知識は，同時に学ぶ楽しさも教
えてくれる。
　第５巻は下記の内容である。
１１，２次方程式の解の測定
１２，体積の測定

H12 50 中・高

15009 作って試して
納得数学
第６巻
１３,黄金比と
　正二十面体
１４,放物線の性質

　数学ができるようになるためには，数
学を好きになることが大切。実際に手を
動かして物を作り，身体で覚える。体感
的に得た知識は，同時に学ぶ楽しさも教
えてくれる。
　第６巻は下記の内容である。
１３，黄金比と正二十面体
１４，放物線の性質

H12 50 中・高
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15010 算数すきになれるかな
　

－算数的活動－

　算数の授業では数と計算，量と測定，
図形などの内容を扱うが，算数的活動を
通して授業の改善について理解する指導
者向けのビデオである。
　子どもの活動を中心にして，子どもに
とって楽しく，よくわかる算数の授業を
描くことで，算数的活動とは何かを提示
している。　　　　【文部省選定教材】

H12 22 小・教師

15011 もとにするのはな～に？

授業を変える指導と評価
の一体化

　平成１０年学習指導要領の改訂で，絶
対評価が一層重視され，現場では学習指
導の過程における「指導と評価の一体化
」が改めて考えられ，実践が深められて
います。ここでは数学科における「指導
と評価の一体化」を「評価」を授業にお
ける「生徒の向上を図る活動」と捉えた
具体例を示しています。
　その内容はテロップによって
１．事前協議（授業のねらいの確認・評
　　価対象の確認・評価基準の設定）
２．授業（学習課題の理解・結果の予想
　　・課題解決・考えの発表・考えの共
　　有・学習のまとめと発展）　　　   
３．事後協議（授業のねらい・評価基準
　　の妥当性・展開）として示されてい
　　る。

H16 24 職員

15012 やってみよう！算数シリ
ーズ

［円と球］まるい形のひみ
つ

　身のまわりでつかわれているものをふ
んだんに取り上げ，円と球の性質をてい
ねいに解説している。・センターサーク
ルのひみつ・円のさんぱつ・円をさがそ
う・円の中心をみつけよう・われた皿・
花火を横から見たら・球をさがそう

H18 25 小（4年生）

15013 やってみよう！算数シリ
ーズ

［整理のしかた・折れ線
グラフ］調べて整理しよう
。

　思わず伝えたくなるテーマを取り上げ
，表やグラフの便利さ，わかりやすさを
学んでいく。教室にいながらにして調べ
学習が体験できる。

H18 25 小（4年生）

15014 やってみよう！算数シリ
ーズ

［円周と円の面積］円の
ふしぎ

　美しい形，円。円の中にはいろいろな
不思議がつまっている。円周，円周率，
円の面積について自発的に発見していく
ポイントがいっぱい。

H18 25 小（5年生）

15015 やってみよう！算数シリ
ーズ

［割合・百分率］くらしと割
合

　暮らしの中のいろいろなところで利用
されている割合や百分率を楽しみながら
理解していくよう構成されている。・ど
っちのほうが成績いいの・割合をさがそ
う・百分率のプロに聞く　など。

H18 25 小（5年生）

15016 やってみよう！算数シリ
ーズ

［単位量あたり，速さ］比
べてなっとく！速さ・混み
ぐあい

　なかなかピンとこない単位量あたりの
大きさも，興味あふれる映像手法でわか
りやすく説明している。・赤い家，青い
家・混みぐあいを調べよう・いろいろな
単位量あたりの大きさ・いろいろな速さ
・かみなりまでのきょり　など

H18 25 小（6年生）
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算数，数学科

15017 やってみよう！算数シリ
ーズ

［直方体を立方体］切って
開いて組み立てて

　教室内外での実例と体験を通して，直
方体と立方体の性質を体で感じることが
できるように構成されている。・はこの
足あと・おりがみ立体・マイ展開図

H18 25 小（6年生）
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16001 いねの成長 　われわれの主食であり，また も身近
な作物である稲を季節を追って観察し，
温度，水分，日光等，自然条件の中で芽
生え，実りを迎える過程を描いている。

S62 17 小（高）

16002 赤ちゃんが
うまれるまで

　精子と卵子との出会い，受精卵の変化
，胎児の成長，そして出産までの過程を
とらえるとともに，胎児は，へその緒を
通して母親から栄養分を受け取り母体内
で成長する事を説明している。

H3 10 小（高）

16003 男女のからだ 　動物のオスやメスの形や役割などの違
いをとらえるとともに，人は男女によっ
て体の形に違いがあり，成長するに従っ
てより一層の違いが生じ，そのことが生
命の連続のうえで大切であることを説明
している。

H4 9 小（高）

16004 体のつくりと働き

－食べる－

　動物たちの食べ方や，動物と歯の関係
を，牛や犬，リス，猿等の事例でとらえ
その特徴を説明するとともに，人の体と
他の動物の共通点や違いを，食べるとい
う行為を通して説明している。

H3 10 小（高）

16005 体を動かす

－骨と筋肉の
　はなし－

　私たちが体を曲げたり，歩いたり，物
をつかんだりできるのは，骨や筋肉の働
きによる。骨と筋肉の働きに注目させ，
体が動くわけを理解させる。

H3 10 小（高）

16006 呼吸のしくみ 　魚とネズミや人等を比較しながら，呼
吸とは，酸素を呼吸し，二酸化炭素をだ
すことであることを，観察や実験を通し
て明らかにする。

H3 10 小（高）

16007 消化のなぞ 　魚と他の動物や人などを比較しながら
消化とは，食べ物を細かくし，吸収でき
るものにすることであることを観察や実
験を通して明らかにしている。

H3 10 小（高）

16008 人と植物のかかわり 　人間と他の動物を比較しながら，人間
の特徴は，２本の足を使って直立し，歩
くことができることを，さらに，２本足
で立つことにやって，手が自由に仕える
事を観察や実験を通して明らかにする。

H3 10 小（高）

16009 生物のつながりあい 　動物への酸素の供給は，植物に依存し
ていることを実験でとらえ，人を含めた
生物は，他の生物及び周囲の環境と深く
かかわりあい生きていることを説明して
いる。

H3 10 小（高）

16010 ひまわり 　植物の成長を環境と関係づけて考え主
人公とひまわりとのあいだに交わされる
無言の対話の中から，科学的な思考を引
き出す新しいスタイルの教材作品。

H4 16 小（中）

16011 花から実へ 　児童にはとても花とは思えないような
トウモロコシの花とヒゲに焦点を当て，
興味と関心を喚起しながら，花から実が
できるときの様子，受粉と結実の関係を
理解させる。

H4 21 小（高）
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分類 生物

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16012 森林のサイエンス
シリーズ１

－森林の働き－

　森林の冬から秋にかけての変化を観察
し，その中で森林の仕組みを，次の３点
から明らかにする。
（１）森林の樹木は，光合成により，二
　　酸化炭素を吸収し，酸素を放出し地
　　球の大気の組成を保つ。
（２）森林の土壌は，雨水をたくわえ，
　　川水量の標準化に役立っている。
（３）森林の樹木は有機物の生産者，昆
　　虫，小鳥，動物等は消費者。落ち葉
　　や小鳥等の排泄物は土壌中の生物・
　　微生物によって分解され土になる。

H3 16 中

16013 生命を支える緑

－わたしたちと
　光合成－

　人類を含めて地球上のすべての動物の
生存を支えているのは光合成である。食
料として，資源・エネルギー源としてま
た酸素源としてみどりの植物がいかに重
要かを説いたものである。

H4 19 中・高

16014 森林のサイエンス
シリーズ２

－森林の成り立ち
　と営み－

　森は自然界のつり合いを保つ上で大切
な働きをしている。
　その森の生い立ちを桜島の溶岩大地で
調べ，光合成の様子，キノコや小動物，
鳥たちの働きを通して森が果たしている
働きを解りやすく説明している。

H4 16 中

16015 土の中の分解者 　動植物の死骸等有機物を分解して無機
物＝天然の肥料を作り出す。
　土の中の微生物の重要な働きを実験や
観察によって解説し，分解者の働きを理
解させる。

S61 23 中

16016 栄養分の移動

－師管のはたらき－

　放射性炭素をつかった実験によって，
光合成で出来た澱粉が水に溶ける糖に変
わり，師管を通って根や若い葉に送られ
植物の成長や貯蔵に使われる事を示して
いる。

H3 4 中

16017 養分の移動

－導管のはたらき－

　植物はリンとカリウム等の無機養分を
根から水と一緒に取り入れ，導管を通っ
て体の各部に送っていることを，放射性
リン化物を使った実験によって理解させ
る。

H3 5 中

16018 空気呼吸と水呼吸 　動物の呼吸器は，外部環境や内部的な
生理条件によってさまざまな形をしてい
る。
　この作品は呼吸器のいろいろを実験に
よって生理的機能を裏づけながら系統的
に見た物である。

S63 16 中

16019 自然とのつりあい
と保護

　生物とそれを取り巻く自然の間にはつ
りあいが保たれており，開発や利用がそ
れを無視した場合，どのような影響が現
れるか，自然保護の意味と重要性を豊富
な事例で描いている。

S61 20 中

16020 血液の循環 　血液とその循環を，人体や，様々な動
物で描き，生体における血液の役割と意
義を解説したもの。循環系の基本となる
心臓についても実験でとらえている。

S61 20 中
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分類 生物

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16021 消化器のつくりと
消化酵素

　消化器のつくりを理解させるために，
内視鏡や顕微鏡，Ｘ線等で視覚化してい
る。更に実験やシュリーレン法を用いて
消化酵素の働きを明らかにしている。

S61 18 中

16022 脳神経の誕生と発達

－胎児より幼児まで－

　この作品は， 近の研究成果を取り入
れた上で，受精から脳の誕生ー成長発育
の過程を解りやすく見せる。
　脳神経系の発達について知識を得るの
に 適といえる。

S63 26 中

16023 目のしくみ 　牛の目を解剖したり，ユニークな実験
をしたり，更に解りやすい動画を使った
りして，私たちの目の仕組みをていねい
に解説したものである。

S63 15 中

16024 セット　心臓の運動と
血液の流れ
・両生類とハ虫類

〇心臓の運動と血液の流れ
・特殊撮影で，心臓の形，その内部，血
　液を循環させる働き等を，視覚的にと
　らえることができ，血液の循環の映像
　資料としている。　　　（５．５分）
〇両生類とハ虫類
・トウキョウサンショウウオとカナヘビ
　を例にあげて，外形や皮膚の乾燥の状
　況，産卵行動や卵の様子等から，それ
　ぞれの特徴を視覚的にとらえる。
　　　　　　　　　　　　（５．５分）

H2 11 中

16025 セット　動物の歯の
仕組み
・ボルボックス
　への進化

〇動物の歯の仕組み
・動物の歯の形を見れば，その動物がど
　んな物を食べて生活しているかが解る
　ことを，骨格標本と動物が実際に食べ
　物を食べているときのX線撮影を通し
　て理解させる。　　　　（５．５分）
〇ボルボックスへの進化　　　　　　　
・たった一つの細胞で，すべての動きを
　するクラミドモナスから，細胞が千個
　以上も集まってできたボルボックスへ
　の進化の過程を，細胞の分業から考え
　る。　　　　　　　　　（５．５分）
　

H1 11 中

16026 セット　刺激と反応
・生きている細胞

○刺激と反応
・生物は，外界からの刺激に対し，適切
　に反応することによって，自分の生命
　や健康を維持する。動物の行動の面白
　い例によつて印象ずけるものである。
　　　　　　　　　　　　　　(５分）
○生きている細胞
・原形質流動の観察と原形質分離の実験
・観察を組み合わせ，「細胞は細胞膜を
　通じて周囲と物質のやりとりをして生
　きている」ことを印象づけたもの。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）

H3 10 中
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分類 生物

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16027 セット　カニの足と
ハサミ・川の汚れを
生物で調べる

－生活に適した形－

〇　カニの足とハサミ
・カニの足とハサミを題材に，足やハサ
　ミの形や使い方は，住んでいる場所や
　生活のし方の適したものになっている
　が，基本的な作りは全く変わっておら
　ず，あくまで「カニという生物」の特
　徴を持ち続けている。　　　（５分）
〇　川の汚れを生物で調べる
・汚染度は異なる水温，水量，立地等の
　条件がほぼ等しい三つの川（中流域）
　を舞台に，調査の方法，及び生活排水
　の流入の度合によって生物相が実際に
　違っていることを示し，自然環境保全
　の重要性を認識する。　　　（５分）

H2 10 中

16028 条件反射

－パブロフの実験－

　パブロフの実験を中心に，条件反射の
成立，分化，消失などのメカニズムを探
り，生物の行動と結びつけて考える。

S63 11 中

16029 いのちのつながり 　「人の発生と成長」を，すでに学習し
ている動・植物の雌雄合体（昆虫の交尾
，おしべ・めしべの受粉等）にフイール
ドバックしさらにメダカやウサギの受精
のメカニズムを実証的に把握させ，人も
卵子と精子が母体内で受精し，成長して
生まれる事を理解させる。

Ｈ16 15 小（高）

16030 遺伝の法則を
たしかめる

　科学史上 大の発見の一つ，「メンデ
ルの法則」親の形質が子孫に伝わる時の
規則性をエンドウ及びシュウジョウバエ
の交配実験を通して確かめる。

H5 24 中

16031 生物のふえ方と遺伝 　生物の増え方を観察して，有性生殖と
無性生殖の違いを解らせる。
　また親の形質が子に伝わる遺伝の仕組
みについて理解させる。

H5 18 中

16032 森林のサイエンス
シリーズ３

－森林の暮らし－

　「こぐち」にあらわれる年輪から木の
生長のメカニズムを知る。また材料とし
ての木の性質特性・奈良東大寺正倉院の
「校倉造り」の仕組みやキリの木の性質
と和箪笥や「正目板」の使い方等，木と
の深い関わりや「木の分化」と取り組ん
できた私たちの森林についての認識を深
める。

H5 20 中

16033 人体シリーズ

見る
－目のはなし－

　どうして目は二つあるのだろう。ひと
み（黒目）の大きさが変わるのはどんな
時かな。まばたきしないでいられるだろ
うか。涙は，どこから出てくるのだろう
か。
　目についての素朴な疑問や問題を取り
上げ，映像効果を十分考慮しながら，子
供たちと一緒に考える事ができるような
展開になっている。

H6 10 小（中）
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分類 生物

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16034 人体シリーズ

聞く　
－耳のはなし－

　うさぎがピンと耳を立てるのはどんな
時かな。片方の耳を塞ぐと，音はどのよ
うに聞こえるだろうか。音のする方向が
解るかな。プールで水に潜ったとき，音
は聞こえるだろうか。カエルの耳はどこ
にあるのだろう。像の耳は，どうしてあ
んなに大きいのだろう。
　このような疑問や問題を一つ一つ映像
で確かめていく。

H6 10 小（中）

16035 人体シリーズ

さわる　
－皮ふのはなし－

　熱い，冷たい，ざらざらしている。つ
るつるしていると感じるのは，体のどの
部分でも同じだろうか。寒いととりはだ
がたち，熱いと汗が出るのはどうしてな
のだろう。猫や犬の足の裏は，痛さを感
じるのだろうか。
　皮膚感覚についての素朴な疑問につい
て，映像資料で一緒に考えていく。

H6 10 小（中）

16036 人体シリーズ

・一日の変化と
　そのリズム

　ある児童の一日の変化を起床から就寝
まで記録し他の児童の記録と比べると，
生活のリズムがよく似ている。
　その中に，他の異なるリズムの記録が
見つかり，その児童が病気で学校を休ん
だことがわかる。さらに，いろいろな生
活の場面で，体温，脈拍，呼吸数を測定
し記録する。
　これらの測定結果から体の状態は，生
活リズムに関連して，一日のリズムがあ
ることが解る。

H6 10 小（中）

16037 人体シリーズ

・運動による体温，
　脈拍，呼吸数の変化

　私たちの体温，脈拍，呼吸数歯，運動
する事によりどのように変化するのだろ
うか。まず全員で体温，脈拍，呼吸数の
正しい計り方を修得する。
　そして校庭を走り，運動後５分毎に測
定して記録する。体温，脈拍，呼吸数い
ずれも運動によって高くなり，運動後ゆ
っくり基に戻る事が解る。
　さらに走る以外の運動でも測定して，
体温，脈拍，呼吸数の変化の様子を調べ
る。
　

H6 10 小（中）

16038 人体シリーズ

・季節の変化と
　私たちのからだ

　雪の冬，暑い夏，春や秋，季節の違い
によって，私たちの体はどんな影響を受
けるだろうか。体温，脈拍，呼吸数は季
節によって変化するかどうかを実際に計
って記録し，一年間の記録を比較してみ
る。さらに，夏，冷たい水に入ったり，
冬暖かい室内から外に出たりして測る。
　その結果，皮膚の表面温度は変化する
が，体温，脈拍，呼吸数はほとんど一定
であることに気づく。

H6 10 小（中）
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分類 生物

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16039 人体シリーズ

・動物の体温，
　脈拍，呼吸数

　走り回るウサギを捕まえると，心臓が
激しく拍動している。運動の前後で，脈
拍，体温，呼吸数がどう変化するかを，
馬とネズミで測定する。
　また，犬に測定器をつけ連続測定する
と，一日のリズムがあることが解る。山
猫とフクロウで測定すると，昼と夜のリ
ズムが犬と逆になっている。
　さらに，ヘビとカエルを恒温室に入れ
て環境温度を変化させ，行動の変化を観
察する。

H6 10 小（中）

16040 人体シリーズ

・成長と体の変化

　ヒトは，成長に伴って，それまでは異
質な変化すなわち第二次性徴が始まり，
大人の体へ近づいていくことを示す。

H6 10 小（高）

16041 人体シリーズ

・男女の体のつくり

　ヒトの男女の性器のつくりと，その働
きを明らかにする。さらに，性器のつく
りが異なっていることの意味を解りやす
く示す。

H6 10 小（高）

16042 人体シリーズ

・動物のオスとメス

　昆虫や魚，亀，ほ乳類等，いろいろな
動物でオスとメスの体のつくりや行動に
は違いがあり，それは子供を残していく
ことと関係があることを示す。

H6 10 小（高）

16043 人体シリーズ

・赤ちゃんこんにちは

　ヒトを中心に，性器のつくりの違いや
働き，受精，体内での胎児の性徴，出産
等を示す。

H6 10 小（高）

16044 人体シリーズ

・動物の赤ちゃん

　動物には，卵でうみ落とされるものと
親と似た形でうみ落とされるものがあり
後者は母親の体内でへその緒を通して栄
養をもらいながら卵から育っていく事を
示す。

H6 10 小（高）

16045 人体シリーズ

・体をめぐる血液

　魚と他の動物や人等を比較しながら，
心臓は全身にくまなく張り巡らされた血
管に血液を送り出すための器官であるこ
と。
　さらに，血液の酸素や栄養分の運搬作
用を観察や実験を通して明らかにする。

H6 10 小（高）

16046 人体シリーズ

・２本足のふしぎ

　人間と他の動物とを比較しながら，人
間の特徴は二本の足を使って直立し，歩
くことができる事を，さらに，二本の足
で立つことによって手が自由に使えるこ
とを観察や実験を通して明らかにする。

H6 10 小（高）

16047 人体シリーズ

・かしこい動物　
　－ヒト－

　人間と他の動物を比較しながら，人間
のもう一つの特徴は，非常に優れた知能
を持っていることであることを，観察や
実験を通して明らかにする。

H6 10 小（高）

16048 人体シリーズ

・ヒトと環境

　人間は植物や動物等生物的要素をも含
む環境の中で生きていること。しかし，
その環境は，人間が活動によって，破壊
されようとしていることを観察や実験を
通して明らかにする。

H6 10 小（高）
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分類 生物

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16049 ヘチマのかんさつ 　たねまきから収穫までの児童の活動を
記録したもの。その間野外の植物の成長
する様子を観察することによって，季節
と植物の成長の関係を考えさせる。

H6 17 小（中）

16050 花粉のはたらき 　いろいろな花の花粉を顕微鏡で調べ様
々な形をしていることを見たり，おしべ
の花粉がめしべの柱頭に付くと，実や種
子ができることを，袋かけ実験などで確
かめる。

H6 18 小（高）

16051 観察・実験
マニュアルビデオ

・魚の観察のし方

　高学年の児童が，魚を対象として観察
する。
（１）消化器系のつながり
（２）呼吸
（３）血流について
（１）では解剖の仕方を　　　　　　　
（２）ではＢＴＢ液を用いた確認の仕方
　　　を，そして
（３）では解剖顕微鏡を用いた観察法を
　　　解りやすく示す。

H6 10 小（高）

16052 観察・実験
マニュアルビデオ

・観察の考え方

　児童にとってなじみ深いインゲンの育
ちかたの観察を素材として，正しい観察
とはどういうものかを，観察の目的の設
定・観察時の視点の固定の大切さ・普遍
性のある記録の仕方・記録の比べかた・
結論の出し方などについて，小項目にま
とめながら解りやすく示す。

H6 10 小（高）

16053 観察・実験
マニュアルビデオ

・拡大して観察する

　ルーペ・解剖顕微鏡・双眼実態顕微鏡
・光学（生物）顕微鏡と，拡大の程度の
順に従って，正しい使い方を解りやすく
示す。
　また，光学顕微鏡では，観察のために
欠かせないプレパラートの作り方を，失
敗例等も織り交ぜながら示す。
　さらに光学機器を取り扱う場合の危険
のさけ方も明らかにする。

H6 10 小（高）

16054 ＮＨＫスペシャル
「驚異の小宇宙
　・人体」

・消化器系のつながり

　消化器官の発達，消化器官の道筋，消
化器官の付属器官の３部で構成されてい
る。消化器官が進化という歴史の中で変
化してきたことや，胃からはじまり，大
腸で終わるヒトの消化器のつながりや働
きを詳しく説明している。

H6 10 中

16055 ＮＨＫスペシャル
「驚異の小宇宙
　・人体」

・消化のしくみ

　胃液の分泌，十二指腸での胆汁や膵液
などの消火液の分泌とその働きの説明に
加え，小腸の柔毛とその表面のさまざま
な酵素による食物の分解と吸収を説明し
ている。

H6 10 中

16056 ＮＨＫスペシャル
「驚異の小宇宙
　・人体」

・骨格と筋肉

　骨格の発達，それにともなう関節や筋
肉の仕組みについて説明している。さら
に，骨の構造，骨の中の骨髄による造血
等の詳しい説明もされている。
　筋肉についても同様で，骨格筋，心筋
平滑筋の３種類を詳しく説明している。

H6 10 中
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分類 生物

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16057 ＮＨＫスペシャル
「驚異の小宇宙
　・人体」

・感覚と運動

　神経を伝わる信号は，電気信号である
ことや，大脳の表面の皮質と内部の髄質
の中枢としての働きの違いについて，実
験も含め詳しく説明している。加えて，
反射の仕組みについても解りやすく説明
している。

H6 10 中

16058 ＮＨＫスペシャル
「驚異の小宇宙
　・人体」

・心臓と循環器系

　人の心臓は，発生の途上で単純なもの
から複雑な物へと変化してきたことや，
逆流を防止する弁の働きなど心臓に関し
て詳しく説明している。肺循環，体循環
についても解りやすく説明している。

H6 10 中

16059 ＮＨＫスペシャル
「驚異の小宇宙
　・人体」

・脳と神経系のしくみ

　大脳を構成する神経細胞は，一般的な
神経細胞のつくりからはじまり，生物と
対比しながら神経系の進化と発展を詳し
く説明している。
　また，人の脳が成長に伴い，複雑なつ
くりを持つようになることも説明してい
る。

H6 10 中

16060 コケとシダ 　植物の中には，種子で増える植物のほ
かに胞子で増える植物がある。その例を
コケとシダにとりそれらの増え方と一生
について，細かく説明している。

H6 12 中

16061 胞子でふえる植物 　コケ類やシダ署，菌類について，それ
ぞれの種類を図鑑的に紹介したり，生活
環境や，体の作り，繁殖のしかたを映像
化している。

H6 20 中

16062 暮らしの中の微生物 　微生物は私たちの生活と大きなかかわ
りがあり，その存在を直接観察すること
は困難な場合がある。しかし，生活の中
で微生物が大きな働きをしていることを
食品や保健，環境の面から観察，考察す
ることによって，その存在を明確にする
ことができる。
　この作品は発酵食品や抗性物質，環境
浄化の面から，実写，顕微鏡写真を取り
入れ微生物の働きと，私たちの生活との
かかわりを中心に興味深くまとめたもの
である。

H6 11 高

16063 メダカとグッピー 　小５の児童がメダカとグッピーを飼育
することによって，魚（動物）には卵で
生まれるものと，親と同じ形で生まれる
ものがあることを理解していく様子を描
いている。

H6 19 小（高）

16064 季節と生き物シリーズ

・春のころ

　ネコヤナギの芽吹き。冬眠からさめる
アマガエル，北へ渡る白鳥ツバメの巣作
りなど春の野山の様子から植物，動物お
よび人の季節による成長や活動の変化に
ついての問題意識が持てる。

H7 10 小（中）

16065 季節と生き物シリーズ

・夏のころ

　小学校の児童が植えた稲は大きく育っ
て花をつけヘチマもつるを長く伸ばし，
花をつけ，実も大きく育っていく。植物
の成長も昆虫の活動も春より一段と活発
になる様子がおさめられている。

H7 9 小（中）
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16066 季節と生き物シリーズ

・秋のころ

　コスモスや百日草の花が咲き，草原で
は秋の昆虫が活動を始める。１０月中ご
ろは，稲が実り，稲刈りが始まる。秋の
植物，動物及び人の季節による活動の様
子がおさめられている。

H7 9 小（中）

16067 季節と生き物シリーズ

・冬のころ

　霜がおりた地面でタンポポが葉を丸く
広げ，地面にぴったりつけて冬を越す。
１年中で１番寒い季節でも，梅の芽はほ
ころび，春を待つ。植物や動物もそして
人間も季節にあわせて活動している。

H7 9 小（中）

16068 新しい理科

・モンシロチョウ
　の育ち方

　モンシロチョウの成長過程を詳しく追
って，観察の不足ところを補い，同時に
産卵の様子や口の動きなど観察しにくい
体の各部を細かく見ることができる。

H7 14 小（中）

16069 新しい理科

・コンチュウ

　昆虫の育ち方を観察するものの代表と
してモンシロチョウの育ち方をとりあげ
た。また，完全変態としてカイコ，不完
全変態としてスズムシを，飼育観察の補
助的教材として制作している。

H7 19 小（中）

16070 メダカのたまごの
育ち方

　小学生たちが，メダカの卵の変化する
様子を観察・記録し，その結果を整理・
検討して，結論を導き出す姿を描く。
　科学的なものの見方を育てるユニーク
な作品である。

H7 18 小（高）

16071 さくらの四季 　さくらの一年，およびその中で生活す
るさまざまな動物の生態，季節によって
変化する野外の様子を季節だより的に描
いたもの。

H7 18 小（中）

16072 発芽の実験 　発芽に必要な条件を，土，水，空気，
温度などについて実験的に確かめ，種子
も息をしていることを動物との比較実験
で描く。

H7 16 小（高）

16073 ひまわり

－たねから実に
　なるまで－

　ヒマワリの一生を，種まき，育ち方つ
ぼみと花，種取りに分け，学習計画にあ
わせて構成している。
　ヒマワリを育てる児童の驚きや喜びも
とらえ楽しんで学習するための資料とし
ても適切である。

H7 19 小（中）

16074 日光・肥料と植物

－ウキクサの育ち方－

　浮き草は池や沼などに見られ，観察・
実験に手ごろな植物である。日光や肥料
と育ち方・植え方の関係を，特殊撮影に
よる貴重な映像で描きながら，わかりや
すく解説する。

H7 18 小（高）

16075 地球汚染第２集

海はひそかに
警告する

　北海のアザラシに大量死がおきた。そ
れは北海が１５０種類以上の科学物質に
汚染されたために起きたことであった。
また，世界のどの海のイルカからもＰＣ
Ｂが検出された。
　このことが物語るものは何なのか。全
地球に広がる海洋汚染とそこに待つ未来
を考え，今後，我々が環境にたいして，
どうしていけばよいか解決策を考える。

H7 60 中
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16076 地球大紀行

３．残されていた
　原始の海

　地球が誕生したとき，大気中には非常
に多くの二酸化炭素が存在していた。そ
れに反し，酸素は，現在の大気成分のよ
うには多くなかった。それがなぜ，現在
のように増えたのか。そのメカニズムを
オーストラリア西海岸のストロマトライ
トに取材し明らかにしている。

H7 50 中

16077 地球大紀行

６．巨木の森
　・台地を覆う

　森は人間生活に重要な役割を果たして
いる。その役割の重要性を，森林がいつ
どのようにして生まれ育ったのかを探り
ながら描いている。

H7 50 中

16078 驚異の小宇宙
－人体Ⅰ－

１，生命の誕生

　一つの受精卵から，どのようにして銀
河系の星数百倍の細胞が作られるのか。
排卵から受精そして人間へと成長してい
く姿をおいながら，そこにある，生命の
設計図，染色体に隠された秘密を明らか
にしていく。

H7 50 中

16079 驚異の小宇宙
－人体Ⅰ－

２，しなやかなポンプ
 －心臓・血管－

　１日８トンの血液を送り出している心
臓，それは人体という小宇宙の太陽とも
いえる存在である。精神状態が心臓に与
える影響を見ながら，心臓と血管のなぞ
を探る体内の旅をする。

H7 50 中

16080 驚異の小宇宙
－人体Ⅰ－

３・消化吸収の妙 
－胃・腸－

　現代人のストレスを映し出す臓器でも
ある胃腸。消化と吸収の様子をミクロの
目で見ながら，そのメカニズムを探り，
生物としての人間と環境とのかかわりを
見つめ直していく。

H7 50 中

16081 驚異の小宇宙
－人体Ⅰ－

４・壮大な化学工場 
－肝臓－

　沈黙の臓器といわれる肝臓，しかし，
そこは５００以上もの機能をこなす人体
の大化学工場である。栄養分を蓄えるだ
けでなく，浄化装置としても働く肝臓，
及び腎臓のメッセージに耳を傾ける。

H7 50 中

16082 驚異の小宇宙
－人体Ⅰ－　　　　　

５．なめらかな連携プレ
ー  －骨・筋肉－

　化学が発達した現代においても，いま
だにロボットに二本足歩行をさせること
は難しい。なぜ，人間には楽にできるの
だろうか。筋肉と骨による絶妙な連携プ
レイの謎にせまる。

H7 50 中

16083 驚異の小宇宙
－人体Ⅰ－　　　　　　

６．生命を守る  
－免疫－

　我々の回りには数多くの細菌がいる。
その中で生命を維持していくために欠か
せない免疫。そのメカニズムは？。
　体を内側から守る白血球やリンパ球な
どのミクロの戦士たちが繰り広げる壮大
なスペクタクル。

H7 50 中

16084 森林のサイエンス
シリーズ４

－森林の恵み－

１，生物どうしのつながり
（１）動物の生活をささえる植物
（２）食物による生物どうしのつながり
（３）生物と土
２，人間と自然
（１）地球の水と空気
（２）人間と自然の調和

H7 16 中・高
・一般
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16085 植物のつくりと
はたらき

-水の通り道－

　根，茎，葉の構造と働きを観察し，水
が根から茎を通り，葉の気孔から蒸散す
るまでを実験やアニメなどの特殊撮影な
どでわかりやすく理解できる。

H8 12 小（高）

16086 植物の成長

-実やたねのでき方-

　花のつくりと花粉を説明し，受粉の様
子や結実の仕組みや受粉した花と，受粉
しない花の子房の育ち方や実験やおしべ
がめしべの成長を追い越す様子を特殊撮
影などでわかりやすく説明している。

H8 11 小（高）

16087 メダカの成長

-魚のたんじょう
・水中の小さな生物-

　メダカの雌雄の見分け，求愛行動，雄
と雌が体を寄せ会って雌が卵を産む様子
卵の中の心臓の動き，血液の流れ，誕生
の瞬間，生命の連続を理解できる。
　また，メダカのえさとしての水中の小
さな生物が動く姿も見られる。

H8 14 小（高）

16088 モンシロチョウを
そだてよう

　モンシロチョウの産卵，ふ化，幼虫，
脱皮，さなぎ，羽かをクローズアップの
映像で見られる。食べ物やふんの比較。
　幼虫が殻から出て殻を食べる様子など
興味深い映像でモンシロチョウの育つ様
子が理解できる。

H8 14 小（中）

16089 宇宙船地球号　第９巻

-飽食と飢餓-

　今後，地球の人工は爆発的に増加する
と予測されている。植物の生態や収穫の
研究から将来のおける飢餓を防ぐ方法を
模索する。

H8 26 中

16090 １本の木が
支える生命

　調和のとれた熱帯雨林での生物資源の
豊富さとそこで展開される生物の多様な
生活を描き出し，地球環境破壊に対する
認識のペースを形づくることをねらいと
している。

H8 10 中

16091 のぞいてみよう
アメンボの生活

-ようこそ水の
　世界へ-

　アメンボの名の由来，その生活，どう
して浮くのだろうか。アメンボを題材に
その生態のいろいろな謎について，実験
を通して謎ときを見せ生態についてわか
りやすく解説している。

H8 19 小（中・
高）・中

16092 サシバ

-海を渡るタカ-

　中型のタカ「サシバ」を題材に，その
生態を中心に，交尾，産卵，巣立ち，渡
りまでを克明に記録して描いている。

H8 35 小・中・
高・一般

16093 雑木林

-人と自然の共生-

　人間が手を加えつつ，恩恵をこうむっ
てきた雑木林の豊かさとその仕組みを紹
介し，人間と自然との共生はどうあるべ
きかを問いかけている。

H8 11 高

16094 健康に役だつ
微生物

　人の腸内には１００種１００兆に及ぶ
腸内細菌がすんでいて，体によい働きを
する善玉菌と悪い働きをする悪玉菌と，
このどちらでもない菌がある。
　その善玉菌を優勢にするための有効な
食品の一つである乳酸の効果について，
殺菌した乳酸を使ってハツカネズミで実
験しその結果を確かめたものである。

H8 25 中・高
・一般
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16095 自然の観察
・モンシロチョウ

　モンシロチョウの成虫がキャベツに産
卵後，どのようにして卵から成虫まで成
長していくのかを，自然の厳しさや，天
敵との生存競争を含め，３代にわたって
記録したものである。
　教室の中ではわかりにくい自然の姿が
わかりやすくまとめられている。

H9 18 小（中）

16096 メダカのえさも
生きている

　卵からかえったばかりの子メダカは，
やがて水中の小さな動物を食べて成長す
る。その小さな動物は，さらに小さな植
物を食べていることを特殊撮影を駆使し
た映像で，児童に見せてくれると共に水
中のこれらの生物が生き続けるための環
境条件を考えさせる内容になっている。

H16 15 小（高）

16097 植物が育つ土 　植物が豊かに生い茂る林の地面が，落
ち葉におおわれている事，そして落ち葉
は，やがて土に分解されるが，それを促
進するのが，土中の生きる生物たちであ
り，彼らのおかげで植物が生長に必要な
養分を得ていることを，わかりやすく整
理している。

H16 15 小（高）

16098 生命～４０億年
はるかな旅～

第１集，
海からの創世

　生命は，どんな場所でどのようにして
誕生したのか？地球の変動とどのように
関わりながら，生きる力を育んでいった
のか？誕生の場といわれる海底，原始の
時代にさかのぼる不思議な湖，微生物の
墓場となった太古の地層などを旅し，動
植物すべての基本システムが形作られた
20億年を甦らせていく。
　生命にとって害でしかなかった酸素を
高エネルギーに変えた，逆転のドラマで
もある。

H9 54 中・高

16099 生命～４０億年
はるかな旅～

第２集，
進化の不思議な大爆発

　酸素というエネルギーを得た生物たち
は，どのような進化をとげていったのだ
ろうか？カナダのロッキー山脈にその手
掛かりが埋められている。およそ５億年
前には海底であった地層から，今では見
られない奇妙な形をした動物たちが発見
されている。
　この生きものたちを追っていくと，生
き方が形を生み，形の選択がその後の運
命を決めていく“生命の掟”が見えてく
る。

H9 54 中・高

16100 生命～４０億年
はるかな旅～

第３集，
魚たちの上陸作戦

　海で生まれた生命は，何を求めて陸を
目指したのか？“上陸”という新天地開
拓をどのようにしてなしえたか？３～４
億年前の陸は，まだ暑く乾燥して食料も
少ない過酷な地であり，さらに自らの体
を支えるために重力に逆らわなければな
らない。
　そのために内臓を強化し，徐々に骨を
硬くして上陸に備えていく。常に前進し
ようとする生物の不思議なエネルギーに
迫る。

H9 54 中・高
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16101 生命～４０億年
はるかな旅～

第４集，
花に追われた恐竜

　６５００万年前の恐竜の絶滅は，巨大
隕石の衝突によって起きたといわれてい
るが本当にそれだけだったのだろうか？
植物に変遷に沿って見ていくと，北米大
陸では，巨大森林の減少とともに大型恐
竜の数が減り，小型恐竜が取って替わっ
ている。
　さらに花を持つ植物が誕生し，昆虫や
ほ乳類たちとの持ちつ持たれつの関係を
生み，恐竜だけがはみ出していったよう
にも見えてくる。恐竜の絶滅を，植物と
いう観点から見ていく。

H9 54 中・高

16102 生命～４０億年
はるかな旅～

第５集，
大空への挑戦者

　人は鳥に憧れて大空を目指し，飛行機
やジェット機を開発した。しかし今でも
鳥のようには飛べない。鳥はどうして飛
んだのだろうか？羽はどうしてできたの
だろうか？
　２億年前の始祖鳥の羽の復元，様々な
説の検証，皮膜で飛んだ翼竜との比較な
ど，微妙で複雑な羽の謎に迫っている。
　羽を備えるだけでなく，体を軽くする
ために骨を中空にし，歯をおとすなど，
すべてを飛ぶためにかけた究極の「生物
マシーン」への道。

H9 54 中・高

16103 生命～４０億年
はるかな旅～

第６集，
奇跡のシステム“性”

　アマゾンの密林に分布する珍蝶アグリ
アスの羽は無限ともいえるほどの模様の
組み合わせがある。このような個性は，
自分と同じコピーを生み出す分裂ではな
く，お互いの遺伝子を交換する性の誕生
によってもたらされた。
　そして，性の誕生は，雄と雌，親子や
兄弟などの絆，相手を得るための熾烈な
競争など他者との密接な関係を生んだ。
人の性，その性の本質を微生物からサル
まで様々な生物の中に探っていく。

H9 54 中・高

16104 生命～４０億年
はるかな旅～

第７集，
昆虫たちの情報戦略

　生命はどのようにしてこの世界を見，
コミュニケーションを行っているのだろ
うか？ミツバチなどの昆虫は，紫外線で
しか見えない花の蜜への道しるべを知っ
ているし，アリの集団社会では指揮官も
いないのに見事な秩序をつくりだす。
　生物は，自らが置かれている状況を察
知し，行動する能力をどのように進化さ
せてきたのだろうか，情報をどうとらえ
るか，生きるための熾烈な知恵比べがこ
こにある。

H9 54 中・高

16105 生命～４０億年
はるかな旅～

第８集，
ヒトがサルと別れた日

　ホモサピエンスと呼ばれる我々人類。
我々はほかの動物たちとどこが違うのだ
ろうか？高度な知能，複雑な道具を操る
といった特長の前にまず，二本足で歩く
という点があげられる。それでは人間は
なぜ二本足で立って歩くようになったの
だろうか？
　その謎をアフリカの地殻変動に追い求
め， も古いサルの仲間といわれるブル
ガトリウスから人間誕生，そして，その
進化の歴史を再現する。

H9 54 中・高
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16106 生命～４０億年
はるかな旅～

第９集，
ヒトは何処へいくのか

　今からおよそ１万年前，豊かな狩猟採
集生活を送っていた人類は大規模な気候
変動に襲われた。食糧危機に見舞われた
人類は小麦の栽培を始める。農耕を始め
た人類はやがて文字や暦を発達させ，複
雑な社会構造や文明を生み出していく。
　そして，人類は地球環境をものすごい
勢いで破壊し，これまでの地球が蓄えて
きた資源を食いつくそうとしている。こ
れからの危機に，人類の経験と知恵はど
う生かされようとしているのだろうか。

H9 54 中・高

16107 生命～４０億年
はるかな旅～

第１０集,
地球と共に歩んで

　太陽系第３惑星地球。４０億年前，そ
の地球に生命はうまれた。海から陸へ，
そして大空へ，生命は果敢な挑戦を続け
てきた。あるものは栄え，あるものは滅
び，しかし，着実に生命は地球とともに
多様な歴史を積み上げてきた。
　ここでは，約４億年ごとに繰り返すと
いわれる大陸の移動が，生物の進化にど
う影響を与えてきたかなどの，新しいテ
ーマにふれながら，生命の歴史を振り返
り，私たちの何を語りかけてくれるのか
を考える。

H9 74 中・高

16108 こころの性教育
シリーズ

１，どうして
  わたしはうまれたの

　いのちのはじまり～性交，受精，胎児
の成長，赤ちゃんの誕生を，学級全員参
加のマグネット式掛け図で明るくすすめ
る。手作りのおかあさん人形から，赤ち
ゃんが生まれてくるのもロールプレイで
楽しく学ぶ。
　授業の 後に絵本「こころのなかのお
じいちゃん」の読みきかせを行い，誕生
から死までの一生と「いのちの大切さ」
が授業の流れのなかで児童たちに認識さ
れていく様子が感動的。

H9 18 小（低
・中）

16109 こころの性教育
シリーズ

２，どうしてからだは
　かわっていくのかな

　二次性徴はどうしてあらわれるのか？
そのメカニズムを学級全員参加のマグネ
ット式掛図で，科学的にはっきり学ぶ。
　排卵と月経，変声と射精なども男女共
修できちんと知り，お互いに理解を深め
ることにポイントを置いた授業が展開す
る。
　また，この時期は心理的には異性抵抗
期にはいるのでお互いの容姿や特徴をか
らかったりせず認めあっていこう。障害
を持った子も差別しないように・・・。

H9 20 小（中
・高）

16110 こころの性教育
シリーズ

３，どうしてこころは
　かわってきたのか？

　人間はなぜ，二本足で立ったのか？そ
の結果，大脳はどんなにめざましく発達
したのか？小学校高学年の大脳は成人と
ほぼ同じ重さに達する。その大脳（ここ
ろ）の中を探索しよう。
　大脳の役割，旧皮質，新皮質，前頭葉
の発達を掛け図で学ぶ。自我の目覚めを
自覚させ，自己の内なる“人間として好
ましい感情”と“好ましくない感情”の
葛藤をどう自立するか？全員参加のゲー
ムを通して学ぶ。

H9 20 小（高）
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理科

16111 遺伝のしくみ 　純系のテントウムシやマツバボタンを
実際にかけあわせ，その羽根や花の色か
ら遺伝の法則を解読し，遺伝子の組み合
わせによって現れる形質の規則性を理解
させる。

H9 10 中

16112 森の自然と私たち 　日本の森の四季を詩情豊かに映像で綴
り，森の中において様々な生き物たちが
互いに関わり合って生きており，私たち
人間も深い関わりを持っていることが伝
わってくる。

H10 17 小（高）

16113 川の自然と私たち 　生物の生命の源である水。その水のゆ
くえを追いながら川の中に生きる色々な
生命を美しい映像で見ることができる。
　森と海を結び様々な生命を育む川を守
るために私たちができることは何かを考
えることができる。

H10 19 小（高）

16114 ＴＤＫビデオ教材
小学校理科

・こん虫のからだの
　つくり　－そだちかた
　とからだのつくり－

　感動的なアゲハチョウの羽化の瞬間の
クローズアップ映像を通して自然への興
味を起こすことができ，不完全変態のコ
オロギと比較していくことにより育ち方
を解説している。

H10 15 小（中）

16115 ＴＤＫビデオ教材
小学校理科

・からだのつくりと
　はたらき　
－呼吸・血液循環－

　小動物や魚が呼吸する様子を，特殊撮
影やアニメによりわかりやすく解説して
いる。
　また，肺のつくりとはたらきや呼吸に
よる二酸化炭素の排出をアニメや実験に
よって説明している。

H10 15 小（高）

16116 人体Ⅱ，脳と心

1，心が生まれた惑星

　人間が他の動物と一線を画する存在に
なったのは脳と心の働きがあればこそ。
知覚のプロセスとは？「思いで」とは？
「愛」とは？脳の驚くべきメカニズムを
探る。
　〈進化〉一説には，６万年前のネアン
デルタール人まで遡ることができるとい
う。人間の「心」の芽生え，脳と心の進
化の謎に迫る。

H10 59 中・高

16117 人体Ⅱ，脳と心

2，脳が世界を作る

　人間が他の動物と一線を画する存在に
なったのは脳と心の働きがあればこそ。
知覚のプロセスとは？「思いで」とは？
「愛」とは？脳の驚くべきメカニズムを
探る。
　〈知覚〉人間がものを見るとき，目か
ら入った情報は，脳の中で分解・再統合
され，立体的なイメージを結ぶ。視覚の
全プロセスを映像化。

H10 59 中・高

16118 人体Ⅱ，脳と心

3，人生をつむぐ臓器

　人間が他の動物と一線を画する存在に
なったのは脳と心の働きがあればこそ。
知覚のプロセスとは？「思いで」とは？
「愛」とは？脳の驚くべきメカニズムを
探る。
　〈記憶〉脳に刻み込まれた記憶を失っ
たとき，人は人生そのものを失ってしま
う。脳の中で繰り広げられている記憶の
メカニズムを解明する。

H10 59 中・高
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16119 カマキリの観察 　卵から羽化する瞬間，産卵のために再
び戻っていくカマキリの成長の過程を観
察日記の形で描き，自然に生きるカマキ
リの生態と対比しながら，飼育で起こる
いろいろな問題点を解決し，分かりやす
く説明している。　

H11 19 小（低・中）

16120 いきものの観察と飼育
１，みつに集まる虫

モンシロチョウ
・アゲハほか

　昆虫行動学に詳しい自然写真家の海野
先生と，キャラクターのルーペちゃんと
の楽しい会話で昆虫を中心とした生き物
の飼育方法などについて解説している。
・モンシロチョウのすみか，食べ物，見
　かける時期，体のつくり，りんぷんの
　実験，一生，オスとメスの違い
・モンシロチョウの飼育方法
・アゲハのすみか，食べ物，成長
・アゲハの飼育方法
・その他，蜜に集まる虫図鑑
・環境の話～人間と蝶，自然界との関係

H11 24 小

16121 いきものの観察と飼育
２，秋にかつやくする虫

スズムシ・カマキリ
・バッタほか

　昆虫行動学に詳しい自然写真家の海野
先生と，キャラクターのルーペちゃんと
の楽しい会話で昆虫を中心とした生き物
の飼育方法などについて解説している。
・秋に活躍する虫のすみか，食べ物
・鳴く虫図鑑
・スズムシの一生
・スズムシの飼育方法
・オオカマキリのエサとりの観察
・オオカマキリの飼育方法
・環境の話～人間と鳴き声の美しい虫，
　草むらとの関係

H11 24 小

16122 いきものの観察と飼育
３，こん虫の王者
カブトムシ

　昆虫行動学に詳しい自然写真家の海野
先生と，キャラクターのルーペちゃんと
の楽しい会話で昆虫を中心とした生き物
の飼育方法などについて解説している。
・カブトムシのすみか，食べ物，見かけ
　る時間，オスの体のつくり，一生
・カブトムシの飼育方法
・世界のカブトムシ図鑑
・環境の話～農家と堆肥，カブトムシと
　の関係

H11 24 小

16123 いきものの観察と飼育
４，ぞうきばやしに
集まる虫

クワガタムシ・セミ
・ハチほか

　昆虫行動学に詳しい自然写真家の海野
先生と，キャラクターのルーペちゃんと
の楽しい会話で昆虫を中心とした生き物
の飼育方法などについて解説している。
・主なクワガタムシのすみか，食べ物，
　見かける時間
・ノコギリクワガタの一生，オスの体の
　しくみ，オスとメスの違い
・ノコギリクワガタの飼育方法
・世界のクワガタムシ図鑑
・セミ図鑑
・樹液に集まる虫図鑑
・環境の話～林と雑木林，そこに住む昆
　虫との関係

H11 24 小
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16124 いきものの観察と飼育
５，身近ないきもの

アリ・テントウムシ
・ダンゴムシほか

　昆虫行動学に詳しい自然写真家の海野
先生と，キャラクターのルーペちゃんと
の楽しい会話で昆虫を中心とした生き物
の飼育方法などについて解説している。
・アリの巣の様子，種類
・クロオオアリの飼育方法
・テントウムシのすみか，食べ物，見か
　ける時間，得意技
・ナミテントウの体の多模様，集団越冬
・ナナホシテントウの一生，飼育方法
・ダンゴムシのすみかと食べ物，親と子
　の違い，昆虫との違い
・環境の話～共存関係

H11 24 小

16125 いきものの観察と飼育
６，水の中のいきもの

ザリガニ・カメ
・カエルほか

　昆虫行動学に詳しい自然写真家の海野
先生と，キャラクターのルーペちゃんと
の楽しい会話で生き物の飼育方法などに
ついて解説している。
・ザリガニの種類
・アメリカザリガニのすみか，見かける
　時期，食べ物，体のしくみ，飼育方法
・ザリガニの呼吸観察，子と親，釣り
・ゼニガメの飼育方法
・水田の生き物～アカトンボの成長，ア
　マガエルの成長，水田の生き物図鑑
・環境の話～人間と水田，そこに住む生
　き物との関係

H11 24 小

16126 こん虫たちの
すみかと暮らし

環境を考えるための
教育ビデオ

　雑木林，水辺，野原など身近なフィー
ルドごとに虫たちの暮らしぶりをウオッ
チングしている。
　虫たちのいる場所，いない場所，なぜ
いるのか？なぜいないのか？を考える。
　この「なぜ？」こそが環境を考える出
発点になる。

H11 27 小・中

16127 小学校理科
産卵とふ化

　ひよこの誕生とモンシロチョウの誕生
を中心に，産卵とふ化の様子を描いてい
る。次にメダカのメスとオスが協力して
卵を産み落とし，卵の育ちを顕微鏡で観
察する。
　そして，アメリカザリガニの産卵，母
親の卵の保護と育てている様子，４週間
後の赤ちゃんの誕生を紹介している。

H12 14 小

16128 小学校理科
　チョウを育てよう

　クローズアップ映像によるモンシロチ
ョウの幼虫が卵から出て，殻を食べ，さ
なぎになり，さなぎからチョウとなって
出てくる映像が見られ，モンシロチョウ
の育ちには一定の順序があることを説明
している。

H12 15 小

16129 日本の自然シリーズ
ゆたかな川

－生物たちと環境－

　上流から河口に至るまで多彩な表情を
持つ川の流れ。それぞれの場所に固有な
生物たちをとらえ，清らかな自然の大切
さと生物と環境の関わりを描いている。
・上流の生物たち。・中流の生物たち。
・下流の生物たち。・海から上流に戻る
生物たち。に分けて紹介している。

H12 19 小・中
・高
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16130 植物からだシリーズ
植物の成長

－日光と二酸化炭素－

　植物は，根から水や肥料を取り入れ，
また葉で日光を受けてでんぷんを作り出
している。このでんぷんを利用して体を
つくり成長している。
　このでんぷんを作るときに日光と二酸
化炭素が必要であるが，このことについ
て小学校段階でも分かるように工夫され
た幾つかの実験を通してやさしく解説し
ている。

H12 12 小

16131 驚異の小宇宙　
人体Ⅲ　遺伝子
ＶＯＬ．１
生命の暗号を
解読せよ

～ヒトの設計図～

　我々の体には，いまだに数多くの謎が
隠されている。細胞のしくみ，心の不思
議，そして遺伝子の秘密・・・。壮大な
小宇宙への旅をする。
　体質や体の形を決める人間の設計図は
遺伝子にどのように書かれているのか，
遺伝子に秘められた「生命の暗号」の驚
異のからくりを解読していく。
　　　　　【ＮＨＫスペシャルビデオ】

H12 50 中・高

16132 驚異の小宇宙　
人体Ⅲ　遺伝子
ＶＯＬ．２
つきとめよ
ガン発生のなぞ

～病気の設計図～

　我々の体には，いまだに数多くの謎が
隠されている。細胞のしくみ，心の不思
議，そして遺伝子の秘密・・・。壮大な
小宇宙への旅をする。
　ガンの遺伝子治療や， 新の遺伝子研
究の成果を紹介しながら，病気と遺伝子
の関係を解き明かしてゆく。
　　　　　【ＮＨＫスペシャルビデオ】

H12 50 中・高

16133 驚異の小宇宙　
人体Ⅲ　遺伝子
ＶＯＬ．３
日本人の
ルーツを探れ

～人類の設計図～

　我々の体には，いまだに数多くの謎が
隠されている。細胞のしくみ，心の不思
議，そして遺伝子の秘密・・・。壮大な
小宇宙への旅をする。
　私たちの共通の先祖をたどると，アフ
リカ大地溝帯にいた２０万年前の現代人

初の母・イブにたどりつくという。Ｄ
ＮＡに残された足跡を手がかりにヒトの
ルーツをさかのぼる。
　　　　　【ＮＨＫスペシャルビデオ】

H12 50 中・高

16134 驚異の小宇宙　
人体Ⅲ　遺伝子
ＶＯＬ．４
命を刻む
時計の秘密

～老化と死の
　設計図～

　我々の体には，いまだに数多くの謎が
隠されている。細胞のしくみ，心の不思
議，そして遺伝子の秘密・・・。壮大な
小宇宙への旅をする。
　遺伝子操作によって無限に生き続ける
人間の皮膚細胞がつくられた。果たして
人類の不老不死は実現するのか・・・。
　　　　　【ＮＨＫスペシャルビデオ】

H12 50 中・高

16135 驚異の小宇宙　
人体Ⅲ　遺伝子
ＶＯＬ．５
秘められた
パワーを発揮せよ

～精神の設計図～

　我々の体には，いまだに数多くの謎が
隠されている。細胞のしくみ，心の不思
議，そして遺伝子の秘密・・・。壮大な
小宇宙への旅をする。
　私たちの性格や行動を決めてしまうよ
うな遺伝子があるとしたら・・・。次々
と明らかになる「心の遺伝子」の世界を
探る。　　【ＮＨＫスペシャルビデオ】

H12 50 中・高
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16136 驚異の小宇宙　
人体Ⅲ　遺伝子
ＶＯＬ．６
パンドラの箱は
開かれた

～未来人の設計図～

　我々の体には，いまだに数多くの謎が
隠されている。細胞のしくみ，心の不思
議，そして遺伝子の秘密・・・。壮大な
小宇宙への旅をする。
　遺伝子操作が，私たち人類の将来にど
のような影響を与えるか，確実に訪れよ
うとしている近未来の衝撃を予測する。
　　　　　【ＮＨＫスペシャルビデオ】

H12 50 中・高

16137 小学校理科
「僕の実験
　・私の観察」
きみも
サイエンティスト

　日常生活や身近な物の中から疑問に思
ったことをもとにしながらテーマを見つ
け，その問題を解決する観察，実験など
の方法を考え，自由研究に取り組む姿を
紹介している。子供達の主体的な理科学
習をサポートするビデオ教材である。
　内容は，①金魚が水槽で元気に生活し
ていくためには？
②磁石を使っておもちゃを作ろう。

H12 20 小

16138 小学校理科
「僕の実験
　・私の観察」
季節のものがたり

　学校や身近な地域で生活している植物
や昆虫の姿を継続的に観察し，季節によ
るこれらの生活の変化をとらえることが
できるように構成されている。子供達の
主体的な理科学習をサポートするビデオ
教材である。
　内容は，①学校や近所で見つけた植物
や昆虫を続けて観察しよう。
②動物や植物は季節によってどんなくら
しをしているのかな。

H12 20 小

16139 微生物の働きと
生物のつりあい

　地球上の炭素や窒素などは，生物を形
作る重要な元素である。
　これらの元素は緑色植物によって無機
物から有機物に変えられ，人間を含む動
物は，緑色植物の生産した有機物を利用
して生活している。
　生物の死骸や排出物も有機物である。
これらの有機物を分解し無機物に変える
分解者と呼ばれる微生物の働きに注目し
その働きを実験で確かめたり，微速度撮
影でその生活の様子を見ながら，その役
割の大切さを認識させる教材である。
　　　　　　　【文部省特別選定教材】

H12 20 中

16140 世界遺産シリーズ①
白神山地

－ブナ林と動植物の
　豊かなつながり－

　地球の温暖化問題が，環境への懸念と
して様々な論議を呼んでいる。
　森林は温暖化の環境改善に重要な役割
を果たしているだけでなく，人間をはじ
め，あらゆる生物にとってかけがえのな
い環境である。
　白神山地は広大なブナ林が原生林に近
い姿で残り，世界遺産にも指定されてい
る。この森での様々な動植物の豊かなつ
ながりに森全体が活気に息づいている様
子を紹介している。【文部省選定教材】

H12 20 中
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16141 小学理科ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽﾞ
３年　こん虫の
そだち方とからだ
のつくり

　モンシロチョウを例に完全変態の昆虫
の育ち方，エンマコオロギの不完全変態
と比較してその違いを明確にしている，
また，いろいろな昆虫で体のつくりの共
通性に気付かせるなど，子供達の興味・
関心を引く映像で紹介している。

H13 16 小（中）

16142 小学理科ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽﾞ
３年　草花のそだち
方とからだのつくり

　アサガオとヒマワリを中心に「発芽か
らつぼみまで」と「開花から結実まで」
に分けて植物の育ち方をまとめている。
　また，植物の体のつくりの共通性にも
触れ，さらに植物と昆虫が関わり合って
生きている様子も紹介している。なお，
アサガオのつるが伸びる様子や花が開く
様子を時間を縮めて撮影した映像は見事
である。

H13 16 小（中）

16143 中学校理科植物シリーズ
　水中の微生物

　池や川，水たまりなどには魚や昆虫の
ような目に見える生物だけでなく，顕微
鏡を使って始めて見える微生物がたくさ
んすんでいる。
　この作品では，微生物の採集，観察方
法を説明し，多彩なプランクトンの映像
を紹介する。
　（関連　１章　植物の生活と種類）

H14 12 中

16144 中学校理科植物シリーズ
　光合成と呼吸

　葉緑体をもつ植物は空気中の二酸化炭
素と根から吸収した水を材料に光合成を
行い，栄養分をつくり酸素を出す。反対
に呼吸では酸素を吸って二酸化炭素を出
している。
　ここでは，これらの物質の出入りを具
体的に実験を通して紹介する。
　（関連　１章　植物の生活と種類）

H14 12 中

16145 観察の芽を育てる
発芽の条件

（５年）

　発芽のために本当に必要なものは何か
。インゲンマメをを用い，条件をいろい
ろと変えて実験する。
　水と空気と適切な温度とが重要である
ことがわかり，発芽の過程を時間を縮め
た映像で見せている。

H15 15 小（高）

16146 生き物の世界を探る

～調べ方の基礎～

・カントウタンポポとセイヨウタンポポ
　の違い　　　　　　　　　　　　　　
・タンポポの花のつくりと，ルーペを使
　った観察スケッチの仕方　　　　　　
・顕微鏡の使い方　　　　　　　　　　 
  中学１年の 初の授業の導入として使
　用できる。特にタンポポの観察につい
　ては，教科書より少し踏み込んでおり
　，観察の意欲づけに適しているビデオ
　といえそうだ。このビデオを見てから
　，実際に観察してみたり，セイヨウタ
　ンポポとカントウタンポポの校区内分
　布図を作ってみたり，つくりの違いに
　ついてより深く探究してみるのもおも
　しろい。
　　　　　　　　　　　　　　

H16 25 中
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

16147 物質はめぐる

～自然界のバランス～

・食物連鎖（消費者と生産者）　　　　
・土の中の生物　　　　　　　　　　　
・物質循環と人間　　　　　　　　　　
・環境保全への取り組み　　　　　　　
森の中での生態系の様子がよく映像とし
てとらえられている。特に，動物の死骸
や糞を食べる昆虫がおり，昆虫の働きに
よって，死骸や糞が食べられていく様子
は，なかなか映像で見ることがないもの
である。後半は物質循環と人間生活の問
題点を訴え，ドイツを例にとって，リサ
イクル社会のあり方について問いかける
ものとなっている。

H16 25 中

16148 森林生態系の保全

緑の回廊の試み

　森林は，多様な動植物を養う生命の宝
庫です。森は動植物が深く関わりあうこ
とで生態系を保っています。食物連鎖の
頂点にいるツキノワグマは，生息できる
環境にある事は，多くの野生動植物が生
息できる安定した森林生態系であると言
えます。平成１６年の台風によって餌が
乏しくなった熊が人家の里まで下りてき
て被害をもたらした事は，改めて森林保
全の大切さを教えてくれています。もし
森が開発などで寸断されると動物に与え
るダメージは深刻なものとなり，絶滅の
危機に瀕するでしょう。緑の回廊は森林
生態系を取り戻す試みなのです。奥羽山
脈で400km，15haでその試みがなされ
ています。

H16 23 中

16149 理科3年生シリーズ　モン
シロチョウを育てよう

　モンシロチョウの産卵，ふ化，幼虫が
エサを食べる様子と体色の変化，脱皮，
さなぎへの変化，羽化の様子など，子ど
もにとって観察が難しい事象を丁寧に拡
大映像化した作品。明るくクリアな映像
は大変見やすく，幼虫の飼育に役立つ実
践的な情報も紹介している。

H17 13 小（中）

16150 理科5年生シリーズ　メダ
カの育ち方

　ヒメダカの飼育・観察の中で，子ども
が観察しにくい，産卵，ふ化の瞬間など
が盛り込まれ，卵の中の変化からふ化，
そして親になるまでのメダカの成長を長
期間にわたり撮影した作品。高速再生に
よってメダカの成長の様子を連続的にと
らえることができる。

H17 13 小（高）

16151 植物のからだシリーズ　
植物のからだと呼吸

  植物の体は，根，茎，葉の部分に分け
られているが，水中で生活する植物につ
いてはどうなっているのだろうか。同じ
ように根，茎，葉があり，それらの働き
も同じだろうか。陸上や水中の植物の根
・茎・葉の働きについて，観察と実験を
通して，分かりやすく説明している。

H20 12 小

16152 植物のからだシリーズ　
植物にとって根は？

  ほとんどの植物には根があるが，いっ
たい植物にとって根は，どのような役に
立っているのだろうか。陸上や水中のさ
まざまな植物の根を調べることによって
，植物にとっての根の役割について，分
かりやすく説明している。

H20 25 小
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理科

16153 植物のからだシリーズ　
植物の成長

　植物は，根から水や肥料を取り入れ，
葉に日光を受けて成長する。この時重要
なのが二酸化炭素の存在であるが，この
ことについて，分かりやすく工夫された
いくつかの実験を通して，やさしく説明
している。光合成の実験等を直接的な方
法で確かめている。

H20 25 小

16154 新しい理科
⑱わたしたちのからだ

　目に見えない骨や筋肉の動きをアニメ
ーション・ＣＧで示し，それらのつくり
やはたらきを容易にとらえられるように
している。また，目・耳・鼻等のはたら
きもいろいろな例を元に示し，その大切
さに気付かせるように構成している。

H21 20 小
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

17001 化学実験器具の
扱い方

　てんびんの使い方や，ろ過のしかたな
ど実験器具の基礎的取り扱い方，化学薬
品の基礎的な取り扱い方を理解させる。

S61 15 中

17002 反応熱 　化学変化をエネルギーの見方から考察
させる。化学変化には，発熱反応と吸熱
反応とがあることから，エネルギーの出
入りについて考えさせる。

S61 15 中

17003 セット
・イオンの移動
・さびは何故出きるか

〇イオンの移動
・イオンそのものは目で見ることはでき
　ないが，色のついたものや，指示薬に
　よって発色し，確認できる。これらの
　イオンを使い分け，移動を見えるよう
　にしたものである。　　　　（６分）
〇さびは何故出きるか
・さびは化学反応の現れで，２種類の指
　示薬によってでき方を調べることがで
　きる。さびのでき方を理解させるだけ
　でなく，思考力を育てる目的がある。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）

H1 11 中

17004 セット　　
・塩を取り出す
・化学反応と熱の
　出入り

－イオンの性質の
　利用－

〇　塩を取り出す
・海水中に含まれるナトリウムイオンと
　塩化イオンをイオン交換膜を利用して
　濃縮し食塩の結晶が作られる。この様
　子をイオン交換膜を使って実験し，さ
　らに，アニメで説明する。　（５分）
〇　化学反応と熱の出入り
・化学反応に伴う，わずかな温度変化っ
　を赤外線検知装置を使って映像化して
　おり，化学変化に伴うねゆの出入りを
　資格にうったえて強く印象づけるよう
　に工夫されている。　　　　（５分）

S63 10 中

17005 観察・実験
マニュアルビデオ

気体の実験

　酸素の取り出し方，そのときの器具の
セットの仕方，そして，酸素を用いて燃
焼実験を行うときの注意を，事故の映像
などを交えてわかりやすく示す。
　また，二酸化炭素を取り出す実験では
器具の正しいセットの仕方ばかりでなく
なく，強酸を取り扱う場合の危険も，具
体的に示している。

H6 10 小（高）

17006 観察・実験
マニュアルビデオ

実験器具の使い方Ⅰ

　アルコールランプやガスバーナーなど
火を用いる実験の手順や注意事項を，失
敗例を交えながらわかりやすく示してい
る。
　メスシリンダーの使い方と，ロートと
ろ紙の使い方を，失敗例を交えながらわ
かりやすく示している。

H6 10 小（中）
・高）
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理科

17007 ラサール石井の
科学ふしぎ実験

１，人間のはく息の中には水蒸気が含ま
　　れる。
２，水を沸騰させると，出てくる「泡」
　　は水蒸気。
３，光を青い光と，赤い光に分けて見よ
　　う。
４，乗り物に乗ってボールを上に投げた
　　り下に落としてみる（慣性の実験）
５，卵を浮かべてみよう。
６，海水をわかし塩の結晶を見る。
７，静電気で蛍光灯をつけてみよう。
　　等，楽しく構成されている。

H7 43 小（高）
・中

17008 洗剤の働き 　洗剤の働きを解説するにはさまざまな
アプローチが可能だがこの作品では必ず
しも定量的な扱いを求める化学１Ａの立
場から，魅力的なデモ実験と，平明で正
確なアニメーション，特殊撮影による洗
剤の働きを組み合わせて，洗剤の働きの
元には洗剤分子の構造があることを印象
的に理解させる。

H8 10 高
・中

17009 鉄をつくる

-金属の精錬-

　還元によって金属の化合物から単体の
金属を取り出す精練の過程を，鉄を例に
「たたら」製法にふれながら，解説して
いる。

H8 10 高

17010 科学のいりぐち

－ふしぎの発見と
　工夫－

　私たちの身の回りには「不思議」がい
っぱいある。それに気づくきっかけが必
要だ。全国のあちこちにある博物館は，
科学への出会いの場として大切な役割を
持っている。
　自ら興味をもって学ぶ子供たちを手助
けする博物館を，積極的に利用するため
の参考教材としても重要である。

H9 21 小・中

17011 燃焼とは… 　様々な燃焼現象を実験やアニメーショ
ンで提示しながら，燃焼とは，物質が熱
と光を出しながら酸素と結びつき新しい
物質になる化学変化であることを理解さ
せる。

H9 11 中

17012 やってみよう
なんでも実験，３

・タネ明かし種子の
　ひ・み・つ　　
・マジックパワー酸
　とアルカリ

〇タネ明かし種子のひ・み・つ
・小さな植物の種子にも，様々な空を飛
　ぶ工夫が隠されている。模型を作って
　実験しよう。
〇マジックパワー酸とアルカリ
・酸とアルカリで，虹のような色を使っ
　てみよう。また，骨やハムを溶かすパ
　ワーも紹介。

H10 52 小・中

17013 やってみよう
なんでも実験，５

・ふしぎ？不思議！
　粉の化け学　　
・地球は磁石だ
　磁力を探れ

〇ふしぎ？不思議！粉の化け学
・硬い鉄も粉にすれば，花火やカイロに
　大変身！粉の持つ不思議な性質を実験
　で確かめよう。
〇地球は磁石だ磁力を探れ
・炎にかざすと動き続けるオモチャ。磁
　石に反応して動く液体。磁石に反応す
　る意外な性質を実験で確かめよう。

H10 52 小・中
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17014 やってみよう
なんでも実験，７

・昔むかしの火起こし
　に挑戦　　
・忍法！氷点の術で
　アイスクリームに
　挑戦

〇昔むかしの火起こしに挑戦
・昔の人は，どのように火を使っていた
　のだろう？様々な火起こしの方法を実
　験する。
〇忍法！氷点の術でアイスクリームに挑
　戦
・氷に塩を混ぜると温度が下がる。この
　性質を使って，きれいな結晶やアイス
　クリームを作ろう。

H10 51 小・中

17015 物質とエネルギーシリー
ズ
梅ぼし、色のひみつ

（６年生）

　「水溶液の性質」の酸性とアルカリ性
の学習の後に，水溶液の色の変化に着目
して考えさせる内容である。
　梅干し作りの過程を追って，その秘密
を探ったり，その応用を考えていく。植
物の色素は，酸性，アルカリ性によって
色が変化するもの等多くあり，一部を例
示して説明している。

H15 13 小（高）

17016 物質とエネルギーシリー
ズ
燃焼のひみつ

（６年生）

　ものが燃えるしくみについて，条件を
変えた実験を紹介する。とても分かりや
すく，また，空気中の気体の種類や燃焼
に使われる気体について説明したり，子
どもたちの生活に身近な自動車やロケッ
トのジェットエンジンを例にあげてわか
りやすく説明している。

H15 12 小（高）
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理科

18001 物のあたたまり方 　熱はどのように伝わり，ものはどう温
まっていくか，その様子を，熱気球や風
呂，ソーラーハウス等の実用例と実験の
組み合わせによって強烈に印象付ける。

H4 21 小（中）

18002 音であそぼう 　子供たちと一緒に考え，作ることを積
み重ねた結果を構成したもの。
　スプーンを叩いたり，わゴムをはじい
たりして工夫を積み重ねていくうちに，
音が出ているものは震えていることや，
音が糸を伝わること等を発見していく。

H4 19 小（中）

18003 てこのはたらき 　この映画は，これまで児童が経験的に
感性的にとらえてきた，「力」というも
のを実験と応用例の積み重ねの中から，
発展的に自然の決まりとして理解できる
様に制作したものであり，学習のまとめ
の段階で通して視聴するのもよいであろ
うし，また，学習の進行にあわせて分割
して視聴することも考えられる。

H4 21 小（高）

18004 光電池のはたらき 　光が当たっていれば，ずっと電気を流
し続ける。また，光の量によってモータ
ーの回り方が違う等，光電池の性質や働
きを，光電池を使ったオモチャ作りを通
して考える。

H4 20 小（中）

18005 ウルトラマンの
シュッワッチ！
宇宙探検

　１９５７年以来放送衛生「ゆり」気象
衛星「ひまわり」通信衛星「さくら」等
静止衛星や探査衛星が打ち上げられた。
　人類のゆめを乗せて飛び続けるボイジ
ャー。さらに「ステーション・フリーダ
ム計画」等を紹介する。

H4 27 小（高）

18006 測定誤差 　測定には誤差はつきものである。測定
には基準になる単位が必要であり，誤差
の起こる理由，及び誤差の意味を理解さ
せる。

S61 15 中

18007 おう面鏡と，
とつレンズ

　凹面も，凸レンズも，光（熱）を集め
ることができる。
　この両方を比較しながら光源や焦点の
位置等，基本的な学習事項を解りやすく
描いている。

S63 15 中

18008 ウルトラマンの
ＴＶゲーム大冒険

　１９６７年，日本で開発された卓上計
算機は真空管，トランジスター，ＩＣ，
ＬＳＩと変わっていく。
　このビデオは，ウルトラマンとファミ
コンの中に入り，人力機能出力機能，記
憶機能等を調べる。

H4 27 中・高
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分類 物理

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

18009 セット　
・運動を見る基準
・エネルギーの
　移り変わり

〇運動を見る基準
・走行中の電車でボールを落とすと真っ
　直ぐ落ちるが，それを地上で見るとど
　うなるか，実験を通して物体の運動は
　見る人の状態によって見え方が違うこ
　とを示す。　　　　　　　　（５分）
〇エネルギーの移り変わり
・ダムの水を落として発電機の水車を回
　し，電気エネルギーを作り，その逆転
　も行う揚水発電所の事例等によって，
　エネルギーは相互に移り変わることを
　理解させる。　　　　　　　（５分）

H1 10 中

18010 セット　
・風に向かって
　走るヨット
・うすい気体の
　中の放電

〇風に向かって走るヨット
・模型を使う実験によって，ヨットを風
　に向かって走らせる力はどのように働
　くか，力の合成を段階を追って視覚的
　に説明する。　　　　　　　（５分）
〇うすい気体の中の放電
・ふつう学校では出来にくい高い真空度
　の放電や，気体の種類と放電の色の違
　いを，日常見られるネオンサインと関
　連づけて理解させる。　　　（５分）
　

H1 10 中

18011 私電気をつくる人

－智子の新エネルギー
　見て歩き－

　アメリカでは，世界 大規模の発電機
を誇る太陽光発電所，デンマークには，
３０００台の風車により国内の全発電量
の２％をまかなっている。
　大分の地熱発電所，神戸の新エネルギ
ー実験センター等，クリーンエネルギー
による発電を紹介している。

H4 28 中・高
・成人

18012 像の明るさ 　なぜいろいろな口径のレンズがあるの
か・・・。なぜ絞りがあるのか・・・。
なぜ明るさの調整をするのか・・・。同
口径で焦点距離が異なるレンズのカメラ
模型で，像の明るさの比較実験を行い，
像の明るさがレンズの口径の大小に関係
があることに気付かせ，さらに光量につ
いて考察させる。

H5 15 中

18013 レンズと像 　散弾銃から標的に打ち込まれる散弾・
・・。その打ち込まれた距離と広がり方
の観察から，光のエネルギーを粒子のモ
デルで考え，像の明るさがレンズの口径
と焦点距離に関係することを，実験を積
み重ねながら，エネルギー的な見方で明
らかにしていく。

H5 15 中

18014 実験，観察ビデオ

・波と音　（１）

１，音と振動
　　クントの実験や共鳴鍋など音が出て
　　いるときは物が震えていることを示
　　す。
２，音の伝わり方
　　真空鍋を用いて真空中は音が伝わら
　　ないことを調べる。水中でも音が伝
　　わることを実験する。

H6 10 中
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分類 物理

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

18015 実験，観察ビデオ

・波と音　（２）

３，音と振幅，振動数
　　身近な素材で音の高さと振動数の関
　　係を調べる。（モノコードを使った
　　実験）
４，波の伝わり方，進み方
　　「人間ウエーブマシン」で横波，縦
　　波の伝わり方をおさえる。水波によ
　　り波面と波の進行方向の関係を調べ
　　る。

H6 10 中

18016 実験，観察ビデオ

・波と音　（３）

５，音色
　　オシロスコープを使い純音を重ねた
　　りいろいろな楽器や物体の音を調べ
　　る。
６，波の反射，屈折
　　水波の実験で，波の反射，屈折の様
　　子をわからせる。
７，様々な音の実験
　　音，波について関心を高め，学習へ
　　の動機づけをする。　

H6 10 中

18017 実験，観察ビデオ

・光　　　（１）

１，鏡の働きと像の映り方
　　平面鏡のいちと像の関係，鏡の大き
　　さと像が映る範囲の実験をはじめ，
　　鏡の数を増やしたり凸面鏡や凹面鏡
　　について調べる。
２，光の直進，反射
　　スモーク・レンズを使って光の進み
　　方を観察する。

H6 10 中

18018 実験，観察ビデオ

・光　　　（２）

３，光の屈折
　　光学用水槽で異なる物質が通ってい
　　くときの屈折角を調べる。
４，全反射
　　フラスコに入れたコインが見えなく
　　なる実験を導入に水槽をつかって全
　　反射を調べる。
５，凹凸レンズ
　　光源・レンズ・像の間の距離や像の
　　大きさの関係を調べる。　　

H6 10 中

18019 実験，観察ビデオ

・光　　　（３）

６，光をあてたときの明るさ，温まり方
　　太陽光線を集め，そのときの明るさ
　　，熱さを定性的に調べる。太陽熱の
　　利用にも触れる。
７，光のおもしろさ
　　光の性質を利用して様々の興味のあ
　　る事象を発見する。光の学習への動
　　機づけ集。

H6 10 中

18020 光とレンズ 　日常生活の中で見られる光の諸現象の
中から，カメラの原理ともなったピンホ
ールによる興味深い実験やレーザー光線
とレンズによる実験から，光とレンズに
たいする基本的理解を深める。

H6 12 高
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分類 物理

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

18021 今どき科学は
おもしろい

　あたりまえと思っている生活のなかの
便利に気づかなかった驚きがたくさん，
そんな題材を実験を交えて，解りやすく
楽しく説き明かしている。
１，なぜ人類は宇宙へいくんだろう。
２，化学の光レーザーってなんだろう。
３，ビルの下どうして風がつよいんだ。
４，聞こえない音，超音波の謎。
５，ソーラーカーはどうして走るんだ。

H7 29 小・中

18022 知能を持ち始めた
ロボット達

１，ロボットの始まり人造人間は悪であ
　　る。フランケンシュタインなどから
　　。
２，ロボット三原則，ロボットを作る人
　　たちの基本的な考え。人間に危害を
　　加えるロボットを作ってはいけない
３，知能ロボット感知－判断－行動をセ
　　ンサーコンピューター，モーター，
　　油圧で作動する。
４，２１世紀のロボット,極限ロボット｡

H7 17 小・中
・高

18023 科学技術立国
への歩み

－日本の科学技術
　５０年－

１，戦後５０年，科学技術を復興の中心
　　に据えることにより，大きな発展を
　　遂げた。
２，３０年代，国産技術の開発を進めた
　　原子力委員会の設立ー原子力の平和
　　利用，日本初の原子力発電の開発。
３，日本科学技術情報センターの設立
　　ＴＶの開発，東京オリンピック，ソ
　　連の宇宙ロケット第一号の打ち上げ
　　。
４，未来の科学技術の開発ー宇宙ステー
　　ション。

H7 30 小（高）
・中・高

18024 デジタルのしくみ 　現代の情報化社会を支えているコンピ
ューターや通信の技術の基礎となるデジ
タル信号についてＣＤを例に取り，実験
やコンピューターグラフをとおして解り
やすく描いている。

H8 11 高

18025 音を見る 　物体の振動による音の発生や，空気の
振動である音波の伝搬，音の聞こえる仕
組み，ハイスピード撮影，マルチストロ
ボ撮影，アニメーションを使って目で確
かめることができる。
　また，オシロスコープの波形等，音を
目で確かめながら，音にについての理解
を深め自ら身近な事象について科学的な
考え方，見方が出来るよう描いている。

H8 10 高

18026 未来をひらく光電池 　主に理科を対象として光電池の性質を
実験を通して解りやすく説明している。
　そして，エネルギー・環境問題の解決
に向けた一人一人の主体的な取り組みを
喚起することを目的としたものである。

H8 12 小（中
・高）

18027 静電気のはたらき 　直接には目に見えにくい静電気の起こ
す現象を様々な実験で検証し，静電気の
性質を調べる。
　また，身近な材料で静電気モーターを
つくり，応用も考えさせる。

H9 11 中
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分類 物理

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

18028 教えて！ボルタ先生 　創造性は，自分で作り，考えながら実
験する過程で生まれる。
　レモン電池のような手軽な実験を通し
て子供たちが本当の科学の楽しさ，不思
議さを理解していくという内容である。

H9 24 小（中）

18029 エネルギーの未来

－みんなで考えよう－
・21世紀のエネルギー

　エネルギー消費量の増大と化石燃料の
限界の中で今，新しいエネルギーの開発
が要請されている。
　新エネルギー開発の動向として，太陽
光エネルギー，地熱エネルギー，風力エ
ネルギー等の事例を挙げ，今後のエネル
ギーと環境問題の解決に向けた一人一人
の主体的な取りくみを喚起する目的で制
作されている。

H9 18 中

18030 ガリレオ工房の
いろいろオドロキ
実験室

2，電気の回路，
　直列・並列の
　オドロキ実験

　プラス・マイナス，直列・並列の違い
など，電気の回路の基本を，身の回りの
電気製品を使った意外な実験によって理
解することができる。
・階段スイッチの秘密。
・クリスマス電気。
・電池で100Ｗ電球を光らせる。

H10 20 小（中）

18031 ガリレオ工房の
いろいろオドロキ
実験室

4，磁石と電気の
　オドロキ実験

　身近なところで利用されているモータ
ーやベルなどを分解することから，電流
を流すと磁界ができることを分かりやす
い実験を通して説明している。
・お札は磁石でくっつくか？
・かんたんモーター。
・何でもスピーカー。
・リニアモーター。

H10 20 小（高）

18032 やってみよう
なんでも実験，１

・レモンや炭で
　びっくり電池
・おどろき！
　うずまきパワー

○レモンや炭でびっくり電池
　レモン，アルミホイル，炭などから電
　池ができる！実験しながら，電池の原
　理をさぐろう。
○おどろき！うずまきパワー
　台風や竜巻は，どうしてできるのだろ
　う？いろいろな渦を作って，そのパワ
　ーを確かめる。

H10 51 小・中

18033 やってみよう
なんでも実験，２

・“バチッ”と
　キメよう静電気　　
・君も熱中　熱の正体　

○“バチッ”とキメよう静電気
    身近に起きる静電気も，ためると
　１００人がしびれるパワーに。楽しい
　実験で静電気を学ぼう。　　　　　　
○君も熱中　熱の正体　　　　　　　　 
  水晶とガラス玉はどちらが冷たい？身
　近な現象や実験を通して，熱の本質を
　とらえよう。
　　　　　　　　　　　　　

H10 52 小・中

18034 やってみよう
なんでも実験，４

・手づくりカメラで
　おもしろ写真　　
・ススキやキャベツで
　紙に挑戦

○手づくりカメラでおもしろ写真
　ピンホールやスリットを使った簡単な
　手づくりカメラで，オリジナル写真を
　撮ってみよう。
○ススキやキャベツで紙に挑戦
　ススキやキャベツからかみができる？
　台所にある道具でもできる紙づくりの
　方法を紹介。

H10 53 小・中
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

18035 やってみよう
なんでも実験，６

・天高く飛べ竹とんぼ　　
・古代の超合金！
　青銅鏡をつくろう

○天高く飛べ竹とんぼ　
　竹とんぼはなぜ飛ぶのだろう？竹とん
　ぼの原理と上手な作り方を，実験しな
　がら紹介。
○古代の超合金！青銅鏡をつくろう
　銅とスズから，青銅という新しい合金
　ができる。金属の不思議な性質を実験
　でさぐろう。

H10 52 小・中

18036 やってみよう
なんでも実験，８

・すべるも止まるも
　まさつしだい　　
・アワぶくぶく
　セッケンの秘密

○すべるも止まるもまさつしだい　
　金属はどうすればくっつくのか？綱引
　きの必勝法は？摩擦をめぐる楽しい実
　験が満載。
○アワぶくぶくセッケンの秘密
　セッケンはどうして汚れを落とすのか
　？家庭でもできるセッケンの作り方と
　合わせて紹介。

H10 50 小・中

18037 やってみよう
なんでも実験，９

・超能力？？振り子の
　なぞを探れ　　
・おかしな砂糖で
　おかしに挑戦

○超能力？？振り子のなぞを探れ
　振り子の周期は何で決まる？美しい共
　振振り子の実験などを通して，振り子
　の性質を解明。
○おかしな砂糖でおかしに挑戦
　台所の砂糖が，カルメ焼きや綿菓子に
　変身！おいしい実験で，砂糖の性質を
　知ろう。

H10 51 小・中

18038 やってみよう
なんでも実験，10

・どこまでとどく？
　きみの声　　
・海はからいな
　しょっぱいな

○どこまでとどく？きみの声
　簡単にできる炭素棒や，ペットボトル
　録音機の実験を通して，音の性質を探
　る。
○海はからいなしょっぱいな
　身近にある海の水には，何が溶けてい
　る？塩作りを体験しながら，海水の正
　体を知ろう。

H10 51 小・中

18039 光の正体を
さぐってみよう

　光と色の世界には神秘的な事情が数多
く見られる。このビデオは，光の性質を
さぐるため，具体的な自然現象を解明し
たり，いろいろな実験を試み，光の正体
にふれ，自然界のことや未知の科学に思
いをはせる内容になっている。

H10 21 小（高）・
中・高

18040 エネルギー知ってる
つもり，実験で知る
エネルギーの世界

　このビデオは主に理科を対象としたも
ので，エネルギーに関する実験を紹介す
るとともに，新エネルギー開発や環境保
全をめぐる 新動向について分かりやす
く解説したものである。
　エネルギー・環境問題の解決に向けた
一人一人の主体的な取り組みを喚起する
ことを目的としている。

H10 20 高

18041 対決！エレクと
マグネの真剣勝負

「電気と磁気」

　ケンタのゲームマシンが突然動かなく
なった。電気の化身「エレク」と磁気の
化身「マグネ」。二人は様々な電気と磁
気で対決していく。
　はじめは仲の悪い二人だが実験が進む
につれ，二人の意外な関係が明らかにな
る。その関係とは・・・。

H10 25 小（高）
・中・高
・一般
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理科

18042 おもしろ理科実験
音の正体をつかめ！

科学探偵団
音の事件フャイル

　学校の理科室で不気味な音がする。探
偵好きの森川勇気と初音の兄妹は，学校
に忍び込み，音ワールドからやってきた
という謎の生物，サウンドに出会う。
　二人は，音ワールド研究所で，音の世
界を探る実験を通して，音の性質や実際
に音を作ってみたりしながら，理科室の
音の正体を究明していく。　

H12 25 小・中

18043 「１」を決める
ために？！
単位のはなし

　世界中の様々な地域や国でバラバラに
決められていた単位が，世界共通として
いつ，どこで，どのように決められたの
か，単位の歴史の旅をしながら解説して
いる。
　このビデオは，私たちが日常生活の中
で何気なく使っている「メートル」「キ
ログラム」「秒」という単位の誕生の歴
史，国際的な統一の歩みや高精度化など
について分かりやすく解説している。　

H12 33 小・中

18044 おもしろ理科実験
サイエンス指令　
熱をさぐれ！

　２０ＸＸ年。ここは近未来のサイエン
ス調査室。調査室長のドク博士から連絡
が入った。
　“宇宙ゴミが大気圏に進入してくる。
これを防ぐには，摩擦熱で燃え尽きさせ
てしまえば良いのだが，熱の情報が必要
だ。”
　３人の調査員たちは「熱」に関する様
々な内容を手分けして調査する。やがて
調査・実験の報告が行われる。　

H12 25 小・中

18045 おもしろ理科実験
水の惑星を守れ！

　私達が住む地球の大部分が海や湖沼，
河川など直接的に水に覆われている。ま
た，乾燥した一見水は全くないような砂
の中にも，空気中にも水分が含まれてい
る。この水が地球上のあらゆる生命を育
んでいると言える。
　科学実験好きの兄弟が，汚染された水
の星から来た，謎の少女アクアと共に，
身近な水の不思議を実験で解明しながら
地球を旅する。
　そして，旅の終わりに，アクアが兄弟
に託したメッセージは・・・。

H14 25 小・中

18046 新しい理科
つくってみようⅠ

　３．４年生

　３年生で学習する「明かりをつけよう
」「じしゃくにつけよう」４年生で学習
する「電気のはたらき」におけるものづ
くりを紹介する。
　電気，磁石，光電池について，各内容
毎に，おもちゃづくり，身近にあるもの
を利用したもの，発展，応用した工業製
品を紹介する構成になっている。
　おもちゃでは，電気４点，磁石５点，
光電池７点の紹介。
　

H14 19 小（中）
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理科

18047 新しい理科
つくってみようⅡ

　５．６年生

　５年生で学習する「てこのはたらき」
「おもりのはたらき」６年生で学習する
「電流のはたらき」におけるものづくり
を紹介する。
　てこや・天秤・振り子・電磁石の内容
について，おもちゃづくり，それらを利
用した身近なもの，それらを発展応用さ
せた工業製品を紹介する構成になってい
る。
　おもちゃでは，てこ・てんびん２点，
ふりこ４点，電磁石５点の紹介。
　

H14 16 小（高）

18048 デンパ君を捜せ！

－おもしろデンパ教室－

    電波利用の高度化・多様化が進展する
中で，依然として不法無線局は多数存在
しており，消防・救急無線，警察無線や
テレビ，ラジオ等に妨害や障害を与える
原因となっている。
　こうした状況から，電波利用者を不法
無線局による混信，妨害から保護し，良
好な電波を効率よく利用できるよう，具
体例を挙げて説明している。

H15 17 小・中

18049 物質とエネルギーシリー
ズ
電磁石の利用

（６年生）

　コイルを巻いて，電磁石をつくるとこ
ろや，モーター作りを通して電磁石の性
質を考えていく内容になっている。
　電磁石の条件（コイルの巻き数や電池
の数）を変えて実験したりして電磁石の
強さの関係を探っている。
　ここでは，いろいろな電磁石を紹介し
て子どもたちに興味をもたせる内容にな
っている。

H15 12 小（高）

18050 ガリレオ工房のいろいろ
オドロキ実験室
①静電気のオドロキ実験

　静電気の説明と静電気でのいろいろな
実験の数々を紹介する。
　また，静電気で蛍光灯を光らせたり，
静電気でチリを集めるなど，静電気を応
用した生活に役立つ例を紹介している。

H15 25 中

18051 ガリレオ工房のいろいろ
オドロキ実験室
⑤発電のしくみとオドロキ
実験

　電気ブランコから発電のしくみを説明
し，実際にモーターを回して豆電球に電
気を流して確かめる。
　これを，さらに発展させ手回し発電機
による力や音へのエネルギー変換で発電
のイメージをふくらませる。
　ここでは，発電の原理を用いたものを
紹介し，作製実験している。

H15 25 中

18052 すがたをかえる水 　ゆげが見えたり見えなかったり，また
雨や雪が降ったり，霜柱ができたりする
のはどうしてでしょうか。自然現象の中
から，水の三態変化を取り上げ，解りや
すく解説したもの。

H16 15 小(中)

18053 ふりこの動きとおもりの
はたらき

ふりこの動き

　実験映像と日常生活の資料映像から，
おもりの動きの規則性を理解させて，わ
かりやすく表に実験結果をまとめたりし
て，ふりこの動きを理解できる内容であ
る。

H16 15 小(高)
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分類 物理

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

18054 はかるの世界の大冒険

はかりの進歩は科学の
進歩

　はかりは，私達の生活になくてはなら
ないものです。正しくはかる事は，社会
のルールでもあります。物をはかること
で，人・自然・科学・物理…地球上の沢
山の不思議が見えてきます。ここでは「
はかる」事に興味を覚えた計太君がはか
る世界へ冒険する物語です。まず身近な
家庭では料理に使う計量スプーン，街で
はスピードメーター，象の重さを測る工
夫をした昔の人，重さの基になるkg原器
，長さの基になるメートル原器，地球の
北極から赤道までの14万分の１の長さを
１ｍ。今では光が３億分の１秒に進む距
離，手作り温度計等たくさんあります。
　　

H16 30 小(高)･中
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分類 地学

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

19001 すがたを変える水 　ゆげが見えたり見えなかったり，また
雨や雪が降ったり，霜柱ができたりする
のはどうしてでしょうか。自然現象の中
から，水の三態変化を取り上げ，解りや
すく解説したもの。

H4 19 小（中）

19002 大地を変える水の流れ 　川の流れの侵食・運搬・堆積作用を空
撮を交えた実写とモデル実験で描き，水
の働きは流速によって変わり，さらに海
水面の位置がその大きな要因になってい
ることを示す。

H4 22 中

19003 空気の中の水じょう気 　水は加熱しなくとも自然に蒸発するこ
とや水の蒸発は地表上あらゆるところで
起こっていることや空気には必ず水蒸気
が入っていることをやじろべーを使った
り，大がかりな実験や特殊撮影を交えな
がら説明している。　

H4 10 小（中）

19004 空気中の
水じょう気の変化

－雲－

　水はいろいろ姿を変えて存在している
が雲もその一つであることを車で山腹を
登る途中で観察したり，飛行機で雲の中
に突入したり微速度撮影なども加えなが
ら自然界の水の変化を描いている。

H4 11 小（中）

19005 気温ってなに？
どうしてかわるの

　晴れた日と曇りの日それぞれの一日の
間，地面の温度と空気の温度の垂直分布
を 新の機器で測定することによって，
日光と地面の温度との関係，地面の温度
と空気の温度との関係について描いてい
る。

H4 10 小（高）

19006 あした天気になぁれ

－天気の見方
　・調べ方－

　子供たちによる気象観測や記録の取り
方を新聞天気図と関連づけさせたり気象
衛生ひまわりやアメダスの画像を利用し
て，天気は概ね西から東へ変化する傾向
性をとらえさせ，天気の変化が予測出来
るよう説明している。

H4 10 小（高）

19007 日本列島
誕生ものがたり

－なぜ少ない
　エネルギー資源－

　日本は地下資源に乏しい。オーストラ
リア等は鉄・石炭・ウラン等が豊かに埋
蔵されている。
　その理由や４６億年といわれる地球の
歴史の中で日本がどのようにして誕生し
たかを生物の状態，火山活動，造山運動
等を記録や図解・立体構成によって解り
やすく説明している。

H4 28 小（高）
・中

19008 太陽のエネルギー 　スペースシャトルが太陽系観測船を軌
道にどう乗せるか，乗組員の働きは，そ
して実際にプロミネンス黒点，コロナな
ど実写フイルムが紹介されている。

S61 10 中
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分類 地学

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

19009 セット　
・積み重なった空気
・太陽が沈まない

・－高度と気圧－
・－地軸の傾き－

〇積み重なった空気
・かってパスカルが行ったのと同様に，
　山のふもとから頂までの気圧の変化を
　水銀柱を用いて実際に測定し，気圧と
　は積み重なった空区の重さに外ならな
　いことを，映像を通して実感させる。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）
〇太陽が沈まない　　　　　　　　　　
・実際に夏の南極大陸で撮影された“沈
　まない太陽”という，日本の生徒にと
　っては非日常的な映像を敢て使うこと
　によって，強烈な印象を与え，強い問
　題意識を持たせる。　　　　（５分）

S63 10 中

19010 セット　
・市長さんの天気予報
・火山の形

〇市長さんの天気予報
・科学史上のエピソードによりながら，
　大気の圧力の大きさを体感し，天気の
　予測における気圧変化の重要性を印象
　づけ，気象観測への動機づけを計る。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）
〇火山の形
・風景を作り出した源の火山を紹介し，
　その火山の形が，噴出物の性質によっ
　ていくつかの形に分類されることを，
　アニメーションを交えて見せている。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）

H2 10 中

19011 セット　
・山のおいたちを知る
・地震の波

－微化石－

〇山のおいたちを知る
・地層の観察や記録をもとに地層のでき
　かたを，地層を作る岩石とその中の化
　石などを手がかりに，過去の環境と年
　代を推定できることを描いている。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）
〇地震の波
・地震の揺れには初期微動を起こすＰ波
　と主要動を起こすＳ波とがある。
　その波の特徴気付かせることを目的に
　実験模型等を用い，視覚的に解りやす
　く描いている。　　　　　　（５分）
　　　　　

S63 10 中

19012 セット　
・化石が語る昔の環境
・月はなぜ片面しか
　見えないのか

〇化石が語る昔の環境
・秋吉台の石灰岩中のサンゴ化石を取り
　上げ，原生のサンゴの生態と対比する
　ことにより，サンゴを含む地層の生成
　当時の自然環境が推論出来る。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）
〇月はなぜ片面しか見えないのか
・月の満ち欠けの説明と片面しか見えな
　いことの確認をし，月が自転する場合
　と自転しない場合のどちらが観測事実
　と合うのかを比較する。　　（５分）

H2 10 中

VTR-91



分類 地学

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

19013 ザ・石油 　現代文明を支える石油。この作品は，
サービス・ステーションのレベルアップ
と懸命に取り組む女性カウンセラー，石
油の買い付けに，東奔西走するオイルマ
ン，油田の開発に男のロマンをかける技
術者，明日の石油を考える研究所の人々
といった，様々な分野で仕事に情熱を傾
けている人々の生き生きとした活躍ぶり
がドラマ形式で描かれている。

H3 25 中

19014 地層と地殻の変動 　火山・断層・硫気孔向斜・間欠泉・風
化を通して，地層を変形させる様々な力
や働きを解説している。

H3 14 中

19015 太陽系の仲間たち 　地球を小さなボールになぞらえ，１０
億分の１の太陽系の模型を地上に作り，
ヘリコプターに乗り，冥王星から太陽ま
での６㎞を実際に飛んでみることで，惑
星の相対的な大きさや惑星の間を隔てる
広大な距離を実感させる。

S61 19 中

19016 自然の中の水の変化 　自然界の水は常温でも蒸発して水蒸気
として空気中に含まれていること，また
空気中の水蒸気は雲や雨，霧や雪などに
変化しながら循環していることを示して
いる。

H5 18 小（中）

19017 夏の星

－星ざと星の動き－

　夏の星座について，神話等も交えなが
ら解りやすく親しみやすく構成されてい
る。
　星の動きを傘を使って（プラレタリウ
ム）にたとえ，表してあり，身近なもの
遠い星の動きの再現，子供たちに解りや
すい内容になっている。

H5 19 小（高）

19018 冬の星

－星ざと星の動き－

　代表的な冬の星座「オリオン」と，そ
の神話により星座への興味を持たせ，星
座早見盤の使い方や観察箱による星の観
察の仕方を取り上げながら，冬の星座や
星の動きを解りやすく描いている。

H5 19 小（高）

19019 川の流れと
川原のようす

　川の流れの働きについて，その流量や
流速が深くかかわっていることを自然の
観察や実験からわかりやすく説明してい
る。

H5 10 小（中）

19020 流れる水のはたらき 　砂場の実験と実際の川が作る地形の間
に，雨の降る造成地に出来る地形の観察
を挿入し児童の理解を容易にしている。

H5 10 小（中）

19021 土地のでき方 　地層は流れる水の働きや火山の噴火等
によって形作られる。その地層がどのよ
うに作られたかは地層を構成する粒子や
化石を調べることによって推定される等
解りやすく紹介している。

H5 10 小（高）

19022 つぶのようす

－たいせき岩と
　火成岩－

　堆積岩と火成岩を作っている粒に注目
し，岩石の成り立ちを調べる意欲と興味
を増すことが出来るよう解りやすく構成
している。

H5 11 小（高）
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分類 地学

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

19023 太陽・月・惑星

－ガリレオが
　見たもの－

　ガリレオが「地動説」を確信するまで
の「考え方」に重点をおいている。
　宗教的宇宙観，ガリレオが望遠鏡で見
たもの太陽黒点の観測法，宗教裁判等の
内容から構成されている。

H5 19 中

19024 酸性雨 　四日市では１９６０年代にすでに酸性
雨が確認されている。市周辺の稲の収穫
量が三重県全県と比べて極端に少ないな
ど，酸性雨は農業に甚大な被害を与えて
いる。
　大気汚染問題に取り組んだ研究の成果
を解説する。

H5 45 中

19025 フロンによる
オゾン層破壊

　毒性が低く安定した物質であるフロン
は，これまで様々な用途で使われてきた
が，成層圏に達したフロンはオゾンを破
壊することが報告され，にわかに国際的
な問題となった。
　ここでは，オゾン層破壊の現状と，フ
ロン規制等の国際的対応について解説し
ている。

H5 45 中

19026 地層のできかたと
水のはたらき

　実際の川の水の働きや川のモデル実験
を通して，地層が出来る前に水の働きな
どが関係していることを理解させる。

H6 5 小（高）

19027 南の星と北の星の
動き方

　南の空のオリオン座，北の空のカシオ
ペア座の動きを特殊撮影でとらえ，動画
によって，星は同じ方向に動き，一日経
つと元の位置に見えることを解りやすく
解説している。

H6 5 小（高）

19028 新しい理科

・流れる水のはたらき

　土地が大きく変化している地形を見せ
ることにより，この土地は何かの作用で
かわったものであるとか，作られたもの
であるとか，それは何によるのか等，追
及したくなるように仕向けている。

H7 18 小（中）

19029 新しい理科

・川の水の流れ

　川の全容を映像によって解らせ，自然
の働きの巨大さについて感得させながら
水の営力を解らせようとしている。

H7 16 小（中）

19030 地球汚染第１集

大気に異変が
起きている

　フロンガス等によるオゾン層の破壊の
現状とそのメカニズムについて，スーパ
ーコンピューターを使い解明している。
　また，二酸化炭素やメタンガスなどに
よる温室効果によって，地球が温暖化し
ている現状を踏まえ，未来予測と解決策
を考えている。

H7 60 中

19031 地球大紀行

１．水の惑星
　奇跡の旅立ち

　地球上のクレーターから，地球誕生の
ドラマを再現し，私たちの地球がどのよ
うにして生まれたかを 新のシナリオに
基づいて描いている。特に海の誕生等興
味深く描いている。

H7 60 中
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

19032 地球大紀行

２．引き裂かれる
　大地

　火の玉として誕生した４６億年前の地
球が，今なお現在の地球内部で生き続け
地球を揺り動かしている。
　この事実を，アイルランドの地溝帯等
を取材し，マントル対流，火山，地震の
メカニズムを説き明かしている。

H7 50 中

19033 地球大紀行

４・奇岩にひそむ
　大気の謎

　地球が誕生したとき，大気中には非常
に多くの二酸化炭素が存在していた。そ
れがどうして，今のようになったかは，
海に生息していた小さな生物たちと大き
く関係していた。
　この大気生成の謎を中国桂林等に取材
して明らかにしている。

H7 50 中

19034 地球大紀行

５・巨大山脈の誕生

　現在地球上にアルプス，ヒマラヤを始
め巨大山脈と呼ばれる山々が存在してい
る。
　その多くが今なお高さを増している。
しかし，たとえばヒマラヤは，昔海底で
あり，大陸どうしの衝突により競り上が
ってできたものである。
　このような謎を，大陸移動説等を紹介
しながら，ヒマラヤ，アルプスなどの景
観を交え描いている。

H7 50 中

19035 地球大紀行

７・恐竜の谷の
　大異変

　生物の進化史上 大の事件は，恐竜の
絶滅といわれてる。恐竜の歴史を考えて
みると人類の歴史はほんの一瞬である。
　その恐竜を絶滅に追い込んだ６５００
万年前の事件を，いん石の衝突によるも
のであるという 新のシナリオで説明し
ている。

H7 50 中

19036 地球大紀行

８・氷河期襲来

　氷河期という言葉は，よく耳にするが
その内容は非常にあいまいな点が多い。
　氷河期とは，何か，氷河期はどのよう
にして起きたのか。さらに，氷河期には
何が起きたのかなど氷河期の謎を，ニュ
ーヨークなど多くの地に取材の手を広げ
説明している。

H7 49 中

19037 地球大紀行

９・移動する大砂漠

　環境教育では，地球の砂漠化が話題に
上るが，砂漠とは何か，生きているとい
われる砂漠のメカニズムをサハラ砂漠を
取材して解明している。
　さらに，地球規模で起こる気候変動に
ついても詳しく説明している。

H7 48 中

19038 地球大紀行

１０・資源を生んだ
　　マグマ噴出

　豊かすぎるともいわれる物質社会。こ
れを支えているのが資源であり，長い人
類の歴史の中で，文明を築く基礎ともな
ったのが特に地下資源である。
　これらの豊かな地下資源が，いつ，ど
のようにして生まれたのか，オーストラ
リアなど各地を取材して探っている。

H7 60 中
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

理科

19039 地球大紀行

１１・多重バリアが
　　守る生命の星

　宇宙は，紫外線，宇宙船，放射線が飛
び交い，温度変化も大きく，いん石の飛
来など過酷な環境といえる。
　その宇宙に浮かぶ地球は，どのように
してこうした過酷な環境の中でその身を
守っているのか。
　オゾン層など地球を守る巧みなシステ
ムについて，解りやすく説明している。

H7 50 中

19040 地球大紀行

１２・太陽系第三惑星
　　４６億年目の危機

　地球は４６億年の歴史を持っている。
人類はこのかけがえのない星を今後も守
っていかなければならない。現在の地球
の姿を見つめ直し，これから起こり得る
危機を探り，いかに地球を守っていくか
を考えさせてくれる内容である。

H7 50 中

19041 地球と宇宙領域
シリーズ

天気予想

　天気の変化の規則性を見つけたり，天
気を予想することが出来ることなどにつ
いて，いろいろな事例を紹介しながら解
説している。

H7 10 小（高）

19042 地球と宇宙領域
シリーズ

・月の形と太陽の位置

　月は見える形が周期的に変化すること
月の明るい側に常に太陽があること，月
の実写と，丸い給水タンクの観察でわか
りやすく解説している。

H8 10 小（高）

19043 地球と宇宙領域
シリーズ

・太陽と月の
  表面のようす

　燃えているように見える太陽，太陽の
光を受けて明るくなっている月の表面の
様子などを，映像資料をふんだんに使っ
て解説している。

H8 10 小（高）

19044 地球と宇宙領域
シリーズ

・地層からわかること

　地層の観察を通して，水性作用で形作
られた地層や土地の特徴を発見させる。
　この過程で，地層の観察の仕方につい
ても詳しく描いている。

H8 10 小（高）

19045 地球と宇宙領域
シリーズ

・地層に含まれる
　化石

　化石に着目し，水性作用による地層の
でき方を示す。また，化石から，それを
含む地層が出来たころの様子が類推出来
ることを解りやすく示している。

H8 10 小（高）

19046 地球と宇宙領域
シリーズ

・岩石を調べよう

　代表的な火成岩や堆積岩を露頭で観察
し，それぞれのあり方や作りの特長を詳
しく示しながら，両者のでき方の違いを
示している。

H8 10 小（高）

19047 地球と宇宙領域
シリーズ

・火山がつくる土地

　火山活動によっても土地が出来ること
を桜島等の全国の例から示すと同時に，
火山の活動によって出来た地層や土地の
特徴を解りやすく整理している。

H8 10 小（高）

19048 星の動き　１

-夏の空の星-

　七夕などの興味深い星座の話から，天
の川，夏の大三角，白鳥座，さそり座等
を実写，アニメ等を駆使して解り易く説
明している。
　また，星座早見を使って観察の仕方も
理解できる。

H8 14 小（高）
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19049 星の動き　２

-冬の空の星-

　オリオン座の動く様子を時間をちぢめ
た撮影で見られる。また北斗七星，冬の
大三角，北天の星，南天の星，全天の星
の動きも実写やアニメ，コンピューター
グラフで解りやすく理解できる。

H8 14 小（高）

19050 天気の変化　１

-気温の変化
　と天気-

　晴れの日，雨の日の天気，一日の天気
の変化，気温は太陽高度と関係があるこ
とが解る。
　また，雲と風，気温の変化，数日間の
天気の変化とひまわり雲画像によって天
気は西から東へ変化することが理解でき
る。

H8 15 小（高）

19051 天気の変化　２

-四季の天気
　の変化-

　気象衛星ひまわりの雲画像による台風
の動き，台風と各地の天気，典型的な四
季の映像とひまわりの雲画像，天気の情
報が生活に活用される場面を映像で解り
やすく見せてくれる。

H8 15 小（高）

19053 宇宙船地球号

１　新しい地球像

　人工衛星を使うことで，我々は地球の
新しい姿を知ることができる。地上から
大気中から宇宙から地球を調べることに
より，今の地球の状態を知る。
（全巻の紹介を含む）

H8 26 中

19054 宇宙船地球号

３　鼓動する大地

　火山はどこに存在するのか。地震が起
こりそうな場所はどこなのか。プレート
の場所とあわせて考えていく。

H8 26 中

19055 宇宙船地球号

５　天気と大気の
　流れ

　人工衛星からの映像で見る気象変動の
実態。そして，そこから導かれる地球の
温暖化の予測と温室効果を防ぐ方法を考
える。

H8 26 中

19056 自然の風景

-地形と
　その成り立ち-

　日本の地形を題材に，代表的な火山，
川，海岸を紹介し，その成因について，
レーダーの写真や航空写真を利用しなが
ら解説している。

H8 10 中・高

19057 水のじょう発 　自然界では，海や川，畑や野原などの
地面から絶えず水が蒸発していること，
そして雨などで再び戻ってくることを解
説している。

H9 11 小（中）

19058 空気中の水じょう気 　空気中には水が含まれていることを，
実験で示したり，目には見えない水蒸気
が，霧や霜になることを，映像化して実
証している。

H9 11 小（中）

19059 雲 　蒸発して目に見えなくなった水が，上
空で雲になり再び見えるようになること
が，特殊撮影を使って映像化され，日常
の学習環境では理解することが困難な対
象を，解りやすくまとめている。

H9 10 小（中）

19060 太陽の暖かさ 　日なたと日かげの違いを，光だけでな
く，受ける熱量にも関係あることを，様
々な実験観察を通してわかりやすく解説
している。

H9 33 小（中）
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19061 地質シリーズ

・地層からわかること

　切り通しなどで見られる代表的な地層
の露頭を調べながら，これがどのように
してできたのか，これからどのようなこ
とがわかるか，などについて現地の写真
とアニメーションによる図解で分かりや
すく説明している。
　また，地殻変動の原因としてプレート
の動きについても簡単に解説している。

H11 13 中

19062 天気の変化と予報 　天気予報がスーパコンピュータなどに
よる膨大な気象情報の収集と解析により
また，多くの予報官の知識と経験を総動
員して作成されていることをわかりやす
く解説している。

H9 10 中

19063 川の水のはたらき
セット

・川の水の
　流れるようす
・川の水のはたらき

〇川の水の流れるようす
・高い山の岩の間からしみ出した水が集
　まって小さな流れとなるようす。
・大きな岩が堆積している急な斜面を，
　水が勢いよく流れるようす。
・水の流れがゆるやかになって川幅も広
　がり，川岸が削られたり，川原に小石
　が積もったりしているようす。
・流れは一層ゆるやかになり，川原には
　砂が積もったり，川口近くで三角州が
　できているようす。　　　（１５分）
〇川の水のはたらき
・上流の急な流れと，大きく角ばった岩
　石のようす。
・中流のゆるやかな流れと，川原に積も
　った小石のようす。
・下流のゆったりとした流れと，川原の
　砂や三角州。
・水の流れによって岩石が転がったりぶ
　っつかりあったりして，角が削り取ら
　れ，丸みを帯びるようす　　　　　　 
  （コンピュータグラフィック）
・曲がって流れている川の両岸の様子の
　違い。　　　　　　　　（１５分）

H10 30 小（中・
高）

19064 ＮＨＫスペシャル海

第１集　プロローグ
魔の海からの旅立ち

　未知なる世界「海」をめざすシリーズ
のプロローグ。
　不可思議な事件が多発する「魔の海」
バミューダ・トライアングルの謎を様々
な角度から検証する。
　海底の「メタンハイドレート」と呼ば
れるメタンガスの氷が突然溶けて噴出し
船舶や航空機を爆発に巻き込むという仮
説や海と大気の激しい相互作用で瞬時に
発生し消滅する強烈な嵐「ダウンバース
ト」の存在を， 新の特撮とＣＧで紹介
する。

H11 48 小・中
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19065 ＮＨＫスペシャル海

第２集
後の秘境

海底大山脈

　暗黒の深海底にはどんな世界が広がっ
ているのか。これまでほとんど知られて
いなかった海底の様子が近年明らかにな
ってきた。なかでも，地球の一周半に匹
敵する全長６，５００㎞の広大な山脈群
「中央海嶺」の素顔に注目する。海底の
火山山脈から吹き出すマグマが地球を他
の惑星とは異なる「海の惑星」に創り上
げたと考えられている。

H11 49 小・中

19066 ＮＨＫスペシャル海

第３集
めぐる生命の輪
～深海に潜む不思議
な生きものたち～

　宝石のような輝きを持つ，ミクロの植
物プランクトンから始まる食物連鎖。
　それは，全ての生きものたちを包む状
大な生命の輪となり，地球をめぐる。
　奇妙で不思議な深海生物の生態，川を
真っ赤に染めて産卵のため遡上する数百
万のサケの群れなど，ダイナミックな営
みを観察することによって，「海」の役
割を探ることができる。

H11 49 小・中

19067 ＮＨＫスペシャル海

第４集
深層海流
二千年の大航海

　２０００年をかけて世界の海底を一周
する「深層海流」の存在が明らかになっ
た。「深層海流」は北大西洋ノルウェー
沖で冷たく塩分濃度の高い“重い水”が
海底に沈み込んでつくられる。
　この巻では，「深層海流」のシステム
をＣＧにより映像化し，海水の循環と地
球の気候との深い関連を検証する。

H11 49 小・中

19068 ＮＨＫスペシャル海

第５集
クジラだけが
知っている

　世界中の海に生息する地球上 大の動
物クジラ。
　彼らは人間よりはるかに海を知る存在
である。海に適応するために体の仕組み
を変えたクジラは，高度に発達した耳の
機能を活かし，自ら発する音により
１０００㎞以上離れた仲間と交信し暗黒
の深海で餌を捕らえるなど，驚異的な能
力を発揮する。
　様々なクジラの営みから未知なる海の
真実を探る。

H11 49 小・中

19069 ＮＨＫスペシャル海

第６集
波・驚異のパワー

　海は巨大な波のエネルギーが渦巻く世
界である。
　「波」は海に向かう人々の前に大きく
立ちはだかり，時には地球規模の破壊も
もたらしてきた。
　一方，多彩な海の生きものを育む上で
極めて重要な働きを担っているのもまた
「波」である。「波」は海草に必要な栄
養分を海水中で“かくはん”し，月が生
み出す“潮”によって多くの海の生きも
のに産卵のリズムを知らせている。

H11 49 小・中
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19070 ＮＨＫスペシャル海

第７集
眠る巨大資源

　「海」こそは地球に残された 後のフ
ロンティアであり，思いもよらない“未
知の宝物”が眠っている。
　その一つが「生物資源」。“遺伝子の
王国”である海からは，抗ガン・抗フィ
ルム作用を持った物質が検出され始めて
いる。
　深海底には想像を超えた資源が存在す
ることが明らかになってきた。海流を利
用した発電も動き出している。
　海洋資源へ挑む 前線の現場を通して
海と人間の未来を探る。

H11 49 小・中

19071 ＮＨＫスペシャル海

第８集
奇跡のバランスが
崩れるとき

　今，世界中の研究機関が「海と地球環
境との関わり」を探り始めている。
　様々な研究のうちに，繁栄するプラン
クトンの種類によって，大気中の二酸化
炭素濃度が劇的に変化することが分かっ
てきた。
　つまり地球温暖化により海の環境が変
わり，それに伴ってプランクトンの種類
が変化を始めたとき，私達はかって体験
したことのない異常気象に巻き込まれる
かもしれない。
　地球環境をどう守るかという視点から
「海」を考える。

H11 49 小・中

19072 銀河宇宙オデッセイ
プロローグ．大星夜

－はるかなる
　宇宙への夢－

　『私達はどこから来て，どこへ行くの
か。』世界で も星空の美しい南米チリ
標高２２８２ｍのアンデス山脈にある，
ラス・カンパナス天文台の望遠鏡にＮＨ
Ｋの開発した従来のカメラの１００倍の
感度の「スーパーハープ」を取り付け，
撮影した太陽系の惑星の世界から，原始
銀河の姿まで，鮮やかな映像が展開され
る。

H11 89 小・中

19073 宇宙銀河オディセイ
①旅立ち

－わが太陽系－

　宇宙船ヘリオスの旅は，太陽と９個の
惑星からなる太陽系から始まる。
　豊かな光とエネルギーによって全ての
生命を育んだ「太陽」。
　しかし，その世界は決して不変のもの
ではなかった。太陽活動の過去５０億年
の軌跡は，太陽もまた激しく変動する星
であったことを語っている。

H11 59 小・中

19074 銀河宇宙オディセイ
②遭遇

－超新星爆発－

　宇宙は星の死と誕生にあふれている。
太陽系を離れた宇宙船ヘリオスは宇宙空
間で星の死に遭遇する。星を輝かせてき
た物質が燃え尽き，自らの重力で縮み衝
撃波とともに，一瞬のうちに爆発する。
　太陽が５０億年燃やしてきたエネルギ
ーの千倍をわずか１０秒で放出する途方
もない熱。
　この星の死が，実は新たな星の誕生を
準備していることを人類の科学は解明し
ている。

H11 59 小・中
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19075 銀河宇宙オディセイ
③接近

－ブラックホール－

　星は死を迎えると周囲にガスをまき散
らし，非常に密度の高い中心部を残す。
　ところが太陽の３０倍をこえる質量を
もつ星は燃え尽きるとき中心部があまり
にも高密度になるため，無限に重力の強
いブラックホールを作り出すと考えられ
ている。
　現代の科学が，この謎の天体の実像に
迫る。

H11 59 小・中

19076 銀河宇宙オディセイ
④交信

－はるかなるＥＴ－

　宇宙のどこかに人類のような文明を持
った生命が存在すれば，彼らは宇宙に向
けて電波によるメッセージを送っている
かもしれない。
　地球の科学者たちは，今，本格的なＥ
Ｔとの交信に取り組んでいる。

H11 59 小・中

19077 銀河宇宙オディセイ
⑤飛翔

－超銀河団－

　宇宙は一体どんな構造になっているの
だろうか？。
　宇宙船ヘリオスはわれわれの銀河系を
離れ，銀河宇宙の大海原へと飛翔。
　そこには驚くべき広大な宇宙が待って
いる。地球を中心とした宇宙観から始ま
った人類は１６世紀コペルニクスによっ
て太陽中心の宇宙観へと転換し，科学的
な宇宙観の扉が開かれた。
　その後，人類は科学的観測によって宇
宙を次々と拡大してきている。

H11 59 小・中

19078 銀河宇宙オディセイ
⑥遡及

－ビッグバン－

　２００億光年の時空をたどる宇宙船ヘ
リオスの旅はいよいよクライマックスを
迎える。
　光なき世界ボイドの真っ直中で 後の
ミッションが始まる。それは宇宙誕生直
後の光を捉えようとする試みである。
　暗黒の濃い宇宙空間での滞在はクルー
の精神状態を不安に陥れ，広大な虚無の
世界が彼らの前に立ちはだかる・・・。

H11 59 小・中

19079 銀河宇宙オディセイ
⑦帰還

－母なる宇宙－

　宇宙船ヘリオスは，地球に向けて帰還
する。
　６人のクルーの前に生命を育んだ青い
地球の輝きが迫ってくる。
　彼らを未知の世界に誘ったものは一体
何だったのでしょうか。

H11 59 小・中

19080 銀河宇宙オディセイ
ＢＧＶ．天空の星碧

　見上げればそこに大星夜がある。
　天空に限りなく広がる深淵一大宇宙に
煌めく星たちのパフォーマンス。
　南米・ラスカンパナス天文台で撮影さ
れた数多くの天体映像を中心に構成する
“大宇宙のＢＧＶ”・・・。

H11 41 小・中
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19081 四季の星座とその観察
１，星座観察の
　基礎知識

　星座探しの準備，場所の決め方から星
座探しのコツ，星座早見盤の使い方など
星座学習の基礎知識を分かりやすく解説
している。
　さらに，星座神話の歴史から明るさ，
色など簡単に説明している。
　内容は下記のようになっている。
・星の動き・星の歴史・星の明るさ
・星の色・星の位置の表し方
・星座観察の用具。

H11 20 小・中

19082 四季の星座とその観察
３，夏の星座

－探し方と観察－

　夏の星座とその探し方のコツや注意点
が分かりやすく理解できる。
　夏の大三角形から天の川に沿っての星
座散歩，そして，ペルセウス座流星群ま
で説明している。
　主な星座として・さそり座・こと座・
白鳥座・わし座・夏の大三角形。

H11 20 小・中

19083 四季の星座とその観察
６，望遠鏡の扱い方・
　天体写真の撮り方

　望遠鏡の種類から特徴や違い。また，
組み立て方，操作方法，注意点を分かり
やすく解説している。
　さらに双眼鏡での天体観測や天体写真
撮影のテクニックも紹介している。
　内容は下記のようになっている。
・望遠鏡の種類と選び方
・望遠鏡のしくみと各部の名称
・望遠鏡の組立方法実例
・観察の仕方
・双眼鏡の使い方
・天体写真のテクニック。

H11 20 小・中

19084 地震と災害 　新学習指導要領に対応する中学校理科
「自然と人間」及び「火山と地震」の学
習に活用できる教材である。
　基本的な考え方に留意し地震，津波，
火山について，生徒たちが地域において
過去に起こった災害を調べたり，発生の
仕組みを実験で確かめると言った活動を
中心に展開している。
　また，自然と人間との関わりについて
総合的に考えることをねらいに作成され
ている。　　　【文部省特別選定教材】

H12 20 中

19085 中学理科
火山と火成岩

　日本は火山国である。日本列島の至る
所に火山地形や噴出物を見ることができ
るが，噴火している火山を見ることは稀
であるし，危険でもある。
　世界の代表的な火山を，噴火の様式別
に紹介しながら火山とマグマの関係も理
解できるようになっている。また，代表
的な火成岩について，フィールドや顕微
鏡下で特徴を見ていく内容である。

H12 22 小・中

19086 スティーブン
・ホーキングの宇宙
第１話
宇宙論の歴史

　ベストセラー「ホーキング，宇宙を語
る」から再び，ホーキング博士が私たち
に宇宙について語り始めた。
　第１話は，紀元前から現代までの宇宙
論の流れを追っている。

H12 50 中・高
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理科

19087 スティーブン
・ホーキングの宇宙
第２話
宇宙の誕生

　ベストセラー「ホーキング，宇宙を語
る」から再び，ホーキング博士が私たち
に宇宙について語り始めた。
　第２話は，宇宙がビッグバンによって
誕生したという現在の理論に至るまでを
解説している。

H12 50 中・高

19088 スティーブン
・ホーキングの宇宙
第３話
宇宙の錬金術

　ベストセラー「ホーキング，宇宙を語
る」から再び，ホーキング博士が私たち
に宇宙について語り始めた。
　第３話は，宇宙が誕生してからどのよ
うに万物が生まれたのか。その解明の経
過と共に明らかにしていく。

H12 50 中・高

19089 スティーブン
・ホーキングの宇宙
第４話
暗黒物質

　ベストセラー「ホーキング，宇宙を語
る」から再び，ホーキング博士が私たち
に宇宙について語り始めた。
　第４話は，宇宙を構成するといわれて
いる〈暗黒物質〉の正体解明への努力を
追っている。

H12 50 中・高

19090 スティーブン
・ホーキングの宇宙
第５話
ブラックホール

　ベストセラー「ホーキング，宇宙を語
る」から再び，ホーキング博士が私たち
に宇宙について語り始めた。
　第５話は，ブラックホールについて，
その研究の経緯を解説している。

H12 50 中・高

19091 スティーブン
・ホーキングの宇宙
第６話
究極理論の解明

　ベストセラー「ホーキング，宇宙を語
る」から再び，ホーキング博士が私たち
に宇宙について語り始めた。
　第６話は，宇宙を統一的に説明する「
ひも理論」をはじめとする究極理論を紹
介している。

H12 50 中・高

19092 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第１巻　太陽一周の
　旅へようこそ

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第１巻は，宇宙船「地球号」に乗って
４５億年もの歴史を持つ太陽系の旅へ。
・イントロダクション・太陽系を旅する
・月ー旅の道連れ・満月・地球の自転。

H12 50 中・高

19093 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第２巻　地球を通して永
遠が見える

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第２巻は，過去の偉大な天文学者が解
き明かした数々の謎と秘密を体験する。
・コペルニクスとケプラー・重力・身近
な恒星・こよみ・欠けゆく月・日食と星
食。

H12 50 中・高
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19094 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第３巻　彗星大冒険

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第３巻は，不思議な軌道を辿る「宇宙
の旅人達」の秘密を探る。・春の訪れを
告げる春分・まぎらわしい春の暦・太陽
の上を飛ぶ彗星・彗星の冒険・小惑星
・太陽と地球の気候。

H12 50 中・高

19095 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第４巻　星のダンス

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第４巻は，実際の星々の動きや特性を
観察し，私たちが地球上で観ることがで
きる星々の動きと比較する。・外惑星・
地球の動きを見る方法・木星とガリレオ
衛星たち・水星と火星・月と木星。

H12 50 中・高

19096 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第５巻　宇宙展望台

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第５巻は，古代エジプトの数学者エラ
トステネスやガリレオを例に，人間の観
察力と想像力が宇宙の真の姿を知る手が
かりを探る。・天王星／海王星／冥王星
・さまざまな動き・夏至・夏至を過ぎて
・地球が太陽から一番遠いとき。

H12 50 中・高

19097 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第６巻　オーロラ、
オゾン、ビッグバン

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第６巻は，唯一，ライブで観察できる
地球と太陽系の情報から宇宙の真の姿を
見極める。・金星・海辺の夕日・夏の暑
さ・銀河系の中の地球・地球のファース
トショット。

H12 50 中・高

19098 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第７巻　惑星大旅行
と占星術

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第７巻は，普段意識することは少なく
ても，宇宙基準のルールや法則の中で生
活していることを探る。・流星群ウイー
ク・木星とその月たち・時と天を測る・
日食と惑星大旅行・月と惑星を巡る旅。

H12 50 中・高
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19099 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第８巻　地球と月の
サーカス

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第８巻は，永い時間で見ると，生命体
のように変化し続けている宇宙を探る。
・月と惑星を巡る旅・月食，もうすぐ秋
・秋分・天体の動きと重力・月の気まぐ
れ・天を漂う。

H12 50 中・高

19100 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第９巻　地球外
生命発見？

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第９巻は，科学者を始め多くの人々が
期待を寄せる，広大な宇宙空間での地球
外生命との遭遇について探る。・木星
・時間をいじる・位置について！・土星
・地球外生命。

H12 50 中・高

19101 ＣＧスペシャル
宇宙がわかる！
第１０巻　旅の終わり、そ
して始まり

　ＣＧ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）スペシャル
「宇宙がわかる」は，かって誰も観るこ
とができなかった宇宙の姿を，美しいコ
ンピュータ・グラフィックス映像で再現
し，私たちを謎と神秘に満ちた大宇宙に
連れて行ってくれる。
　第１０巻は，宇宙について未だほんの
一部分の事実しか知らない私たちが，新
たな宇宙への探求の旅へ出発。・公転す
る地球・繋がれた惑星と月・地球の動き
を追う・冬至・クリスマスの星。

H12 50 中・高

19102 小学校理科新訂
星の動き①
～夏の星の動き～

・星座
・星の明るさと色

　星座の由来に触れた後，星座早見の使
い方をおさえ，さそり座によって星の明
るさや色をとらえる。また，わし座，は
くちょう座，こと座，夏の大三角，さら
に北斗七星，北極星，カシオペアを紹介
している。

H12 15 小・中

19103 小学校理科新訂
星の動き②
～冬の星の動き～

　オリオン座での星座の動きの観察を行
い，星座の位置は西に移動するが，並び
方は変わらないことを観察や時間を短縮
して見たオリオン座の映像でとらえてい
る。
　また，冬の大三角も紹介し，冬の星座
への理解と興味を引き出すよう制作され
ている。

H12 15 小・中

19104 小学理科ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽ
４年　月と星の動き

　いろいろな形に見える月とその動きを
時間を縮めて見た映像，そしてCGにより
，どの形の月も動いていることや，その
動きが太陽と似ていること，また星の集
まりを１時間毎に観察し，並び方は変え
ずに位置が変わっていることを説明して
いる。星座の代表例として，オリオン座
，夏の大三角，冬の大三角を紹介してい
る。

H13 13 小（中）
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19105 小学理科ﾋﾞﾃﾞｫｼﾘｰｽﾞ
４年　星座のかんさつ

　季節毎の代表的な星座を紹介し，天体
に対する興味・関心を子供達に持たせる
ようにしている。しし座やうしかい座が
見られる春の夜空。おりひめ星とひこ星
が美しい天の川を挟んで輝く夏の夜空。
アンドロメダ座が見られる秋が過ぎると
冬の夜空には雄大なオリオン座が登場。
カシオペア座や北斗七星から北極星を見
つける方法にも触れている。

H13 12 小（中）

19106 小学理科ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽﾞ
５年　天気の変化

　正しい気温の測り方や百葉箱について
解説したうえで，一日の気温の変化と天
気の関係を説明している。
　また，テレビや新聞，インターネット
からの気象情報をもとに，西から東への
天気の変化の規則性，台風などについて
解説している。

H13 15 小（高）

19107 小学理科ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽ
５年　流れる水の
はたらき

　流れる水のはたらきを流水モデル実験
などで分かりやすく解説している。
　川の上・中・下流や曲折部で川の様子
を観察し，水の流れによる土地の変化に
気付かせる。さらにグランドキャニオン
の空撮や洪水による災害の映像を通して
流れる水の大きな力を実感させるように
制作されている。

H13 16 小（高）

19108 小学理科ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽﾞ
６年　大地のつくり
と変化（１）

　様々な地層の観察を通して地層の広が
りを学ぶ。
　地層に含まれる丸い小石や貝の化石の
観察，モデル実験などで水のはたらきと
地層の成り立ちの関連性に気づかせ，火
山灰層や地層の構成物の粒子の観察を通
して火山のはたらきで地層ができること
にも触れている。

H13 14 小（高）

19109 小学理科ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽﾞ
６年　大地のつくり
と変化（２）

　火山の噴火や地震によって大地が変化
する様子を具体的な資料映像で実感的に
理解できる。
　火山の噴火については大島三原山や雲
仙普賢岳などを，地震については阪神大
震災など例に自然災害とも関係づけなが
ら，過去の例から考えて将来にもこうし
た変化が起こる可能性を示唆している。

H13 14 小（高）

19110 中学校理科
１年　大地の変化

第１巻　火山と
その活動・火成岩

　地下のマグマとして蓄えられたエネル
ギーとしてとしての火山学習。
　マグマの性質と火山の形と種類，火山
からの噴出物，火砕流，土石流，火成岩
としての火山岩，深成岩ができる過程の
説明が分かりやすい映像で紹介されてい
る。

H13 15 中

19112 気象を科学する

～緑の地球を
　守るために～

　好奇心一杯の中学１年生朝月美香とお
天気博士志望の星研太郎がスーパーコン
ピュータ「ハレダス」の協力を得て，地
球を取り巻く「気象現象」の数々の不思
議を解き明かしていく。
　さらに，緑の地球を守るために世界各
国で国境を越えた協力が行われているこ
とも紹介している。

H13 27 小・中
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19113 自然と環境

－大気・水・土と
　生物を調べる－

　新学習指導要領の中学校理科第２分野
に新設された大項目「自然と人間」のな
かの「自然と環境」を対象とした教材で
ある。
　新たに取り組みを始めた学校の観察事
例を取材，紹介し，学習の参考となるこ
とを目的に制作されている。
　　　　　　　　　【文部科学省選定】

H13 20 中

19114 理科５年生シリーズ
　日本の天気のとくちょう

　日本の天気は，一年を通して原則的に
西から東へ変化する特徴がある。
　しかし中には，この原則に当てはまら
ない気象現象，梅雨や台風がある。
　ここでは，一年の天気の特徴を春・夏
・台風・秋・冬の順に紹介し，梅雨や台
風が生じるメカニズムも探る。
　

H14 12 小（高）

19115 理科６年生シリーズ
　いろいろな地層

　地層は，風により作られた風成層と水
により作られた水成層がある。地層断面
を詳しく見ることで。風成層か水成層か
が分かることを解説する。
　また，地層が広がりをもつことを解説
させるよう紹介する。
　

H14 12 小（高）

19116 理科６年生シリーズ
　地震による土地の変化

　地震は，大地が大きな力を受けたとき
に生じ，その際に断層や地割れなどの土
地の変化が起こることを解説。垂直方向
や水平方向への断面のしくみも解説して
いる。過去に大きな地震が起きたところ
と，そこに残された土地の変化を多数紹
介する。
　

H14 12 小（高）

19117 観察の芽を育てる
かげのうごきと太陽　

（３年）

　影はみな同じ方向にでき，しかも時間
が経つにつれ，そろって方向を変える。
　影は太陽の動きに応じて動き，太陽と
の位置関係から，時間がわかるなど影と
はどんなものか考えさせたり，影の特徴
などを具体的に例をあげて説明している
。

H15 15 小（中）

19118 観察の芽を育てる
月の動き　

（４年）

　いろいろな形で空に表れる月，半月の
動きを連続して観察すると，太陽と同じ
ように東から上って南の空を通り，西に
沈むことがわかる。
　満月の場合も，時間帯は違うが同じ動
きをしている。

H15 15 小（中）

19119 四季の星座とその観察
第２巻　春の星座

－探し方と観察－

　春の星座の基本的内容を中心にまとめ
てある。観察するものに必要な用具や観
察に適した場所などの説明も行っている
。
　また，大熊座を中心におとめ座，しし
座，カラス座，うみへび座，かに座の見
つけ方を天体写真で解説している。
　

H15 25 中
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19120 天気と気温 　天気の違いによる温度変化について，
毎日の天気の観察と気温測定から確かめ
ていく内容で，説明では，実際の空の様
子の映像とグラフを同時に写すことによ
り，わかりやすく，温度の変化を表して
いた。雲の動きなどよくわかる内容であ
る。

H16 15 小(高)

19121 地震はなぜ起こる？

地震のなぞを探ってみよ
う

　私たちの身近に起こっている地震。な
ぜ起こるのか知っていかすか。私たちが
ふだん目にしている地形が地震と関係あ
ることを知っていますか。兵庫県南部地
震のときに起こったことを注意して観察
していくと，実は，こんな地震のなぞを
探るヒントがたくさん見つかるのです。
「こぶ平君」と「ナマズ博士」が身近に
できる実験をまじえながら，みなさんと
いっしょに考えていきます。

H17 17 一般

19122 理科6年生シリーズ　火
山による土地の変化

　多くの火山が現在も活動を続ける日本
には，火山によってつくられた地形が多
数ある。北海道の有珠山や東京都の三宅
島，九州の雲仙普賢岳や桜島など有名な
火山の活動とその活動によってつくられ
た地形を多数紹介し，それぞれの地形の
成因を解説している。

H17 13 小（高）

19123 理科4年生シリーズ　夏
の星、冬の星

　夏の夜空を代表するものとして，はく
ちょう座，わし座，こと座と夏の大三角
など，冬を代表するものとしてオリオン
座と冬の大三角などを取り上げ，それぞ
れの特徴を解説。また，北極星を中心と
して星や星座が円を描くように動いてい
る様子を映像で紹介している。代表的な
星座の発見方法などを学びながら，自分
で観察するときに参考になる情報を提供
している。

H17 12 小（中）

19124 中学校理科探究ビデオ　
地球がまわる－自転と公
転－

　地球の自転運動や公転運動の様子を，
太陽や星の日周運動，四季の星座の移り
変わりなどの，長期にわたる観測映像を
もとに見ていく。また，季節の変化を公
転と地軸の傾きから解説している。

H17 16 中

19125 中学校理科1年　大地の
変化第3巻

地層のでき方

　野外観察に行きにくい路頭の観察によ
り，地層の対比，地層の重なり，つなが
り，広がり，堆積を理解する。また，長
い年月でできた地層の生い立ちを学ぶ。
さらに，化石の産状や三角州，扇状地も
学習する。

H17 15 中

19126 天気と情報

①天気の変わり方

　天気に関する情報の収集の仕方やその
情報の読み取りについて具体的に紹介し
ている。又，気象観測をする衛星とアメ
ダス，天気の変わり方，天気の予想の仕
方，天気の言い習わし等についてもわか
りやすく紹介している。

H19 15 小・中
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19127 天気と情報

②～天気と気温／日本
の天気～

　気温の測り方や天気の決め方の紹介。
晴・雨など天気によって一日の気温の変
化に違いがあることを理解する。　　　
又，一日の気温の変化と太陽高度の関係
，日本の春，夏，秋，冬の天気の特長に
ついて紹介している。　　　　　　　　
発展的な内容として梅雨の時期の天気の
特徴や気象情報の生活への生かし方など
を紹介している。

H19 15 小・中

19128 天気と情報

③～台風の接近と天気
／秋の天気～

　台風の接近による天気の変化や台風の
動きを時間を追って観察することで台風
の特徴をわかりやすく解説している。台
風の雨や風による被害の様子と，その対
策について，又，台風がもたらす恵みに
ついても紹介している。

H19 15 小・中

19129 四季の星座とその観察

Vol.1　星座観察の基礎
知識

　星座探しの準備，場所の決め方から，
星座探しのコツ，星座早見盤の使い方な
ど，星座探しの基礎知識を分かりやすく
解説している。又，星座神話の歴史，星
の明るさ，色などについても簡単に説明
している。

H19 27 小

19130 四季の星座とその観察

Vol.2　春の星座－探し方
と観察－

　春の星の探し方とそのコツや注意点が
分かりやすく解説されている。又，春の
星座のプロフィールとエピソードまで，
北極星・北斗七星・うしかい座・おとめ
座・しし座を中心に解説している。

H19 27 小

19131 四季の星座とその観察

Vol.3　夏の星座－探し方
と観察－

　夏の星座とその探し方のコツを注意点
を分かりやすく説明している。夏の大三
角形から天の川に沿ったこと座・わし座
・はくちょう座の３つの星座めぐりをす
る。又，七夕伝説，星雲や二重星・ブラ
ックホールなどについても説明している
。

H19 27 小

19132 四季の星座とその観察

Vol.4　秋の星座－探し方
と観察－　

　１年中で一番澄みきった大気の中での
秋の星座の探し方とコツを，星座にまつ
わる神話とからめながら説明している。
　まず，ペガススの四辺形を探し，そこ
からアンドロメダ座，ペルセウス座，カ
シオペア座，ケフェウス座，やぎ座，う
お座などを見い出していく。

H19 27 小

19133 四季の星座とその観察

Vol.5　冬の星座－探し方
と観察－

　冬の星座の探し方のコツと星座観察の
注意点について，説明する内容になって
いる。オリオンの神話，おおいぬ座のシ
リウス，おうし座のすばるカノーブスの
はなしからオリオン大星雲，かに星雲，
バラ星雲についても説明している。

H19 22 小

19134 四季の星座とその観察

Vol.6　望遠鏡の扱い方，
天体写真の撮り方

　望遠鏡の種類（屈折式と反射式）と選
び方，望遠鏡のしくみと各部の名称，組
立方の実例と観察のしかたについて，て
いねいに解説している。　　　　　　　 
  又，双眼鏡の選び方と観察の仕方，太
陽の観察の仕方，天体撮影の仕方につい
ても紹介している。

H19 28 小
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19135 変身する水を調べよう①

水の変化を調べよう

　さまざまな実験や水が凍った湖や滝，
ツララなどの資料映像で水が温度によっ
て，気体，液体，固体と状態が変化する
ことが理解できる。氷になったり，水に
なったりするときやふっとうするときの
ようすや温度の変化，水じょう気の集め
方等を実験をとおして理解できる内容で
ある。

H19 15 小・中

19136 変身する水を調べよう②

変身した水をさがそう

　さまざまな実験や身の回りの事象から
水面や地面から水が蒸発していること。
空気中には蒸発した水が水蒸気として存
在していること。又，結露して再び水と
なって現れることを理解させる。さらに
発展的な内容として水と生きものたちの
関係や水と人のくらしの関わりなども紹
介している。

H19 15 小・中
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20001 しょくぶつシリーズ

１．きれいな
  あさがおさん

　種をまき，水をやり，芽が出るのを待
ち大きく育ち花が咲く様子を観察する。

H4 10 小（低）

20002 しょくぶつシリーズ

２．ぐんぐんのびる
　ひまわりさん

　種まきから大きな花が咲くまで，さら
に種の収穫までを映像で観察する。

H3 10 小（低）

20003 しょくぶつシリーズ

３．かわいい
　ミニトマトさん

　芽が出てからミニトマトができるまで
の世話の様子。さらに出きた実をみんな
で食べる。

H3 10 小（低）

20004 しょくぶつシリーズ

４．おおきくなってね
　さつまいもさん

　どんどん大きく育っていく様子やがて
サツマイモを収穫してみんなで食べる。

H3 10 小（低）

20005 あそびシリーズ

１．春とあそぼう

　お花見など春の行事を通して，また自
然の中で楽しく遊びながら，春を探す。

H3 10 小（低）

20006 あそびシリーズ

２．夏とそぼう

　たなばたさまなどの伝承行事に参加す
るなど，夏の自然の中で遊ぶ楽しさを知
らせる。

H3 10 小（低）

20007 あそびシリーズ

３．秋とあそぼう

　お祭りなどの年中行事に参加したり，
木の実や落ち葉を使って遊びながら，秋
を探す。

H3 10 小（低）

20008 あそびシリーズ

４．冬とあそぼう

　回りの人から昔の遊びを教わり，戸外
で，室内でみんなで遊ぶ楽しさを知る。

H3 10 小（低）

20009 動物シリーズ

１．げんきな
　ざりがにさん

　郊外の小川で捕まえたザリガニを教室
に持ってきて飼う。水槽で飼育しながら
ザリガニのからだの様子を観察したり，
食べ物や習性などに気づき，ザリガニへ
の関心を高めていく。

H4 10 小（低）

20010 動物シリーズ

２．おはよう
　にわとりさん

　にわとりの世話をしながら，体の特徴
を観察したり，食べるものを選んだりし
て，鶏に親しむ。

H3 10 小（低）

20011 動物シリーズ

３．ぴょんぴょん
　うさぎさん

　ウサギ当番になって，えさを準備した
り，小屋を掃除したりしながら，ウサギ
に親しむ。

H3 10 小（低）

20012 動物シリーズ

４．リンリンむしさん

　秋の野原にはいろ色なむしがいる。廃
品を材料に皆で工夫して作った虫とリ網
や虫かごを持ってバッタを追いかける。
　夜，鳴き声を頼りにコオロギを捕まえ
ガラス水槽で飼いながら，鳴き方，えさ
の食べ方，体の作りなどを観察する。

H4 10 小（低）
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20013 おもちゃシリーズ

１．野山であそぼう

　野山へ出かけ，草や木の実を集める。
いっぱい集めた草，葉，実を利用して，
オモチャを作りーやじろべい・首飾り・
どんぐりこまーオモチャで遊びながら，
の山の楽しさを知る。

H4 10 小（低）

20014 おもちゃシリーズ

２．おもちゃを作ろう

　磁石や重りを使って，オモチャを作る
子どもたち。いろいろ工夫しながら，楽
しく遊ぶ。

H3 10 小（低）

20015 おもちゃシリーズ

３．風のかっちゃん

　冬の公園で，子どもたちは，風を見つ
ける。そして風と遊ぶオモチャを作って
楽しく遊ぶ。

H3 10 小（低）

20016 おもちゃシリーズ

４．すてきな
　おくりもの

　身の回りのものを利用して，役に立つ
ものを作る子どもたち。友だちにプレゼ
ントして楽しく遊ぶ。

H3 10 小（低）

20017 みんなのたんけん
シリーズ

１．おたよりを出そう

　春子さんのクラスに，転向した清君か
ら手紙が来ました。みんなは返事を書き
その手紙がどのように運ばれていくのか
郵便局を訪ねて，おじさんたちの努力や
工夫を調べる。

H4 10 小（低）

20018 みんなのたんけん
シリーズ

２．買い物に行こう

　一男君たちのクラスで，みんなはどん
なお店に買い物にいくか，話し合いが行
われる。みんなは床地図を作り，上手な
買い物の仕方や，スーパーと小売店の違
いについて話し合う。

H4 10 小（低）

20019 みんなのたんけん
シリーズ

３．バスにのろう

　今日は，みんなで小さなバス旅行をし
ました。安全運転への努力はもちろんの
こと，終点での点検や料金清算など，運
転手さんには運転以外に，いろいろなし
ごとがあることをしる。

H4 10 小（低）

20020 みんなのたんけん
シリーズ

４．電車にのろう

　みんなは，電車に乗って遠い公園に行
きました。駅の施設や駅員さんの仕事を
注意してみているうちに，安全とかいて
きな移動のために，いろいろな努力や工
夫が払われていることに気づく。

H4 10 小（低）

20021 これが生活科の
授業だ

１．秋をみつけよう

　集めた木野葉で洋服を作ったり，草の
実や花の汁でＴシャツやタオルを染めた
りする活動を通じて，季節の変化を感じ
取ることが出来るようにする。

H4 45 小（低）

20022 これが生活科の
授業だ

２．わたしの家族

　家族一人一人の指人形を作ったり，ガ
スレンジなどの家庭用品を作ったりして
家族ごっこをする。家族の一人一人が仕
事を分担していることに気づく。

H4 45 小（低）

20023 これが生活科の
授業だ

３．お正月のあそび

　昔のお正月の遊びについて，地域のお
年寄りの話を聞く。骨組みに和紙を張り
絵を描いて「たこ作り」をし，校庭で実
際にたこ揚げをして遊んでみる。

H4 45 小（低）

20024 これが生活科の
授業だ

４．いも祭りをしよう

　春に苗を植え，ずっと世話をしてきた
サツマイモの収穫祭りをする。サツマイ
モをふかして食べたり，みこしを作った
りして収穫を喜び合う。

H4 45 小（低）
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20025 これが生活科の
授業だ

５．ふれあい郵便局
　を開こう

　心と心をつなぐ手紙の交換ができる，
「ふれあい郵便局」を開設する。全校の
児童同士が，また，児童と近所のお年寄
りがお互いに手紙を交換しあう。

H4 45 小（低）

20026 お店のしごと

－さかなやさん
　・ようひんてん－

　店の人たちの仕事の特色や工夫を解り
やすく描いたもの，この作品の特色は１
部２部と分けて，それぞれ分けて利用で
きるようにし，画面も比較思考できるよ
うに描いている。

S62 16 小（低）

20027 買いものの心 　子供の頃から，よく考えて小遣いを使
うという習慣を付けておくことは，将来
にわたっても大切なこと。身近になった
カードも含めた新しい時代の金銭教育用
教材である。

H6 16 小（低）

20028 いけやおがわの
いきものたち

　水棲動物の観察経験を池や小川に広げ
その種類や生活の様子について観察させ
より広い生物の世界に目を開かせること
を狙いとしている。

H6 16 小（低）

20029 ぼくのかたつむり 　カタツムリの昼や夜，天気のよい日悪
い日などの行動の違いを描くと同時に，
超接写撮影により，その特徴や表情を的
確に捉え，生物への親近感を深める。

H6 13 小（低）

20030 あさがおをそだてる 　アサガオの種まき，成長の様子，花か
ら身になるまで，種取りの様子を，子供
が世話していく過程を通して観察してい
る。

H6 21 小（低）

20031 うちの人のかいもの

－さかなやさん－

　たくさんの種類の魚を市場から仕入れ
客が品物を買いやすいように工夫して売
っている様子を，一日の流れの中で実写
を中心にしてまとめた作品である。

H6 21 小（低）

20032 ゆうびんきょくを
ひらこう

　２年生の子が，校内郵便局を開いて活
動するために，郵便局を見学したり，活
動計画を立てて，役割を分担しながら，
用具・器具などの製作や手紙を書いたり
集配活動をする様子などを興味深くまと
めた作品である。

H6 23 小（低）

20033 いきいき生活科

１．くらしと木の
　アルバムづくり

　学校の出来事を月毎に記録していくこ
となどを通して，自分のできるようにな
ったことや，役割が増えたことに気付か
せる。

H7 15 小（低）

20034 いきいき生活科

２．冬をむかえる
　じゅんび

　身近な暮らしの中から，冬を迎える準
備の様子を調べたり，生き物の冬越しの
様子を知ったりすることを通して自分の
生活を工夫することがっできるようにす
る。

H7 15 小（低）

20035 いきいき生活科

３．さよなら一年生

　一年間を振り返り，自分が出来るよう
になったことや，日常生活での自分の役
割が増えたことに気付くとともに，進級
する喜びや希望を持てるようにする。

H7 15 小（低）
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20036 いきいき生活科

４．きせつとくらし
　のこよみ

　「こよみ作り」を通して，情報を伝え
ることが出来るようにする。
　タンポポの観察を通して，自然に対す
る楽しさを味わわせる。

H7 15 小（低）

20037 いきいき生活科

５．水の中の
　生きものをかおう

　水の中の生き物の形や動きなどの特徴
に関心を持ち，水の中の生き物に親しん
だり，愛護する心情を育てたりするよう
にする。

H7 15 小（低）

20038 いきいき生活科

６．まつりだワッショイ

　自分たちの祭りを計画し，自然のもの
や身の回りにある材料を使って祭りの準
備をし，みんなで祭りを楽しむことが出
来るようにする。

H7 15 小（低）

20039 授業研究
小学校生活科

１．地域の自然を
　生かした指導　
　－秋をさがそう－

　このシリーズでは，地域のことなる学
校を長期取材し，どのように「生活科」
を研究・実践しているのかを収録してい
る。
　内容構成は，授業場面を中心に，授業
における児童の活動をありのままに収録
している。

H7 55 教師

20040 授業研究
小学校生活科

２．自然の少ない都市
　での指導
　－秋をさがそう－

　自然の少ない都市での指導をいかに行
うかを，東京都麻布小学校の実践を通し
て，報告している。

H7 55 教師

20041 授業研究
小学校生活科

３．常時活動を
　ふまえた指導
　－動物の世話を
　　しよう－

　飼育小屋に飼われている動物の世話を
常時活動として位置づけ，動物に対する
親しみや関心を持つように構成されてい
る。

H7 55 教師

20042 授業研究
小学校生活科

４．地域の行事を
　取り入れた指導
　－冬の町を探検
　　しよう－

　冬の自然や暮らしの様子，地域の行事
を友だちに知らせ，行事に目的を持って
参加できるようにする作品である。

H7 55 教師

20043 授業研究
小学校生活科

５．地域の協力
　を得た指導
　－子ども郵便局を
　　開こう－

　子ども郵便局を開く活動を通して，手
紙の意味，決まりを知り，実際に地域へ
配達する経験により，地域の人々との関
係をねらった作品である。

H7 55 教師

20044 授業研究
小学校生活科

６．生活科のための
　環境づくり
　－校内施設の製作
　　・整備－

　生活科の学習を校内で学習できるため
には，環境をどのように整えていけばよ
いのかを具体的に示した作品である。

H7 55 教師
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番号
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生活科

20045 つくってあそぼう 　子供がそれぞれに考えながら，「オモ
チャ」を作り，それらを使って自由闊達
に遊ぶ姿を生き生きとドキュメントして
いる。
　生活科の学習活動で，戸惑いが見られ
がちな，遊びに焦点を当て，遊ぶ活動を
どう展開したらよいかを提案している。

H7 20 小（低）

20046 いきものとあそぼう 　児童が生き物の気持ちになって動物と
接し，興味を抱くことが出来るように，
動物に触れる際の注意や生態，児童がふ
だん目にすることのできない巣の中の様
子や，夜の様子などを楽しく紹介してい
る。

H8 13 小（低）

20047 きれいなはなを
さかせよう

　土作りと種まき，成長の様子と世話の
種類，きれいな花が咲いた喜びと，学習
の展開に応じた内容構成で学習活動の様
々な場面で活用できる。
　また，対象になる草花を限定せずに，
児童が自由な発想で活動に取り組めるよ
うに留意した内容になっている。

H8 16 小（低）

20048 生きものを
かってみよう

　児童が自分で採集した生き物に興味を
持って接することが出来るように，色々
な生き物がふだん見ることが出来ない生
態などを楽しく紹介している。
　児童が生き物の気持ちになって世話を
できる方法に気付くよう構成している。

H8 24 小（低）

20049 おいしいやさいを
そだてよう

　土作りと種まき・植え付け，成長の様
子と世話の種類，収穫の喜びと収穫祭の
様子など，学習の展開に応じた内容構成
で学習活動の様々な場面で活用できる。
　また，対象になる野菜を限定せずに，
児童が自由に活動に取り組めるよう留意
している。

H8 14 小（低）

20050 町をたんけんしよう 　これから「町探検」の活動をする児童
に，町に出たらどんな活動ができるのか
探検の目的や方法と活動への期待感を共
に気づかせるよう構成している。
　役所や警察署，消防署，商店，公園や
民家などを取り上げ，地域性を越えて活
用できる内容になっている。

H8 15 小（低）

20051 いろんなおもちゃを
つくろう

　自作のおもちゃで夢の遊園地を作って
楽しむ子供たちの姿を通して，どんな材
料を，どのように工夫して，どう作った
かを，児童に気づかせるよう構成してい
る。
　身の回りの材料から色々なおもちゃを
発想するきっかけや，道具の安全な使い
方などを紹介している。

H8 17 小（低）
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生活科

20052 のりものにのろう 　「からだと心で学ぶ生活科」を目指し
て，特に児童にとって親近感の持てる教
材，具体性のある教材を提示している。
すなわち，児童一人一人の具体的な活動
や体験を重視して，画面に児童を登場さ
せ，その実際の活動の展開を記録してい
る。
　従って，児童の学習への興味を引きつ
けると共に，実際の学習活動の参考例と
しても活用できる。

H8 15 小（低）

20053 自然とあそぶ

・春を見つけよう

　日常生活，遠足，課外活動，大人も子
供もみんなで自然に親しむためのガイド
となっている。
　異年齢の子供（３歳～１２歳）１０～
１２人すべて，自然な姿で１日中でも楽
しく遊んでいる。遊ばし方，作り方，話
し方，臨場感たっぷりとなっている。

H8 20 小（低）

20054 自然とあそぶ

・ツバキとサクラの
　ひろがり

　椿の花や葉を使っての遊び方を解説し
ている。

H8 20 小（低）

20055 自然とあそぶ

・春の花いっぱい

　ツクシ，フキなどを使っての遊び方を
解説している。

H8 20 小（低）

20056 自然とあそぶ

・春の草いっぱい

　ヤブナ，ヤエムグラ，ノビル等を使っ
ての遊び方を解説している。

H8 20 小（低）

20057 自然とあそぶ

・レンゲと
　シロツメグサの
　ひろがり

　レンゲ，トクサ，フジ，シロツメクサ
を使っての遊び方を解説している。

H8 20 小（低）

20058 自然とあそぶ

・ノカンゾウと
　ショウブのひろがり

　ノカンゾウ，イタドリを使っての遊び
方を解説している。

H8 20 小（低）

20059 自然とあそぶ

・ササのひろがり

　ササ，イネわらを使っての遊び方を解
説している。

H8 20 小（低）

20060 自然とあそぶ

・タケのひろがり

　モウソウダケの竹林でのタケノコの広
がりや竹を使っての遊び方を説明してい
る。

H8 20 小（低）

20061 自然とあそぶ

・夏やさいのひろがり

　トウモロコシの人形づくり，ソラマメ
の人形，ショウガを使っての遊び方。

H8 20 小（低）

20062 自然とあそぶ

・夏の木のひろがり

　ヤツデの葉，クワの実，スズカケ，ヒ
ルガオ，アシを使っての遊び方を説明し
ている。

H8 20 小（低）

20063 自然とあそぶ

・道ばたの草の
　ひろがり

　スズメノテッポウ，チカラシバ，オヒ
シバ，エノコログサ等を使っての遊び方
を解説している。

H8 20 小（低）
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20064 自然とあそぶ

・秋の花いっぱい

　オシロイバナ，ヒガンバナ，ホウセン
カを使っての遊び方を説明している。

H8 20 小（低）

20065 自然とあそぶ

・秋の草いっぱい

　クズ，ジュズダマ，ススキを使っての
遊び方を解説している。

H8 20 小（低）

20066 自然とあそぶ

・虫かご花かごの
　ひろがり

　ソテツ，カボチャ，アザミを使っての
遊び方を説明している。

H8 20 小（低）

20067 自然とあそぶ

・木の実のひろがり

　コナラの林にドングリ，シナシグリ，
ムクロジュの実を使っての遊び方を説明
している。

H8 20 小（低）

20068 自然とあそぶ

・実やタネのひろがり

　ピーナツ，カキの葉を使っての遊び方
を解説している。

H8 20 小（低）

20069 自然とあそぶ

・サツマイモノの
　ひろがり

　サツマイモ，ナンテンの葉や実，マキ
の葉を使っての遊び方を説明している。

H8 20 小（低）

20070 自然とあそぶ

・お正月，
　クリスマスの
　ひろがり

　ジャノヒゲ，ヘクソカズラ，マツ葉，
ヒイラギ，マツボックリを使っての遊び
方を説明している。

H8 20 小（低）

20071 自然とあそぶ

・冬の行事のひろがり

　ミカン，ヒイラギの葉，ホウの葉，タ
ケを使っての遊び方を解説している。

H8 20 小（低）

20072 自然とあそぶ

・冬を見つけよう

　イチョウの葉，ノバラの実，ツゲの木
クリの木の下などを利用しての活動の仕
方を説明している。

H8 20 小（低）

20073 見つけようシリーズ
（１学年）

・はるをさがそう
・あきをみつけよう

・春の草花，池の中の生き物，虫たちな
　ど，公園の中や町かどの春を見つけて
　いく子どもたち。花の拡大映像も収録
　されている。
・野原で木の葉や木の実，虫を見つけた
　り，オナモミ投げをしたり…。秋の自
　然の中で多様な楽しい活動が次々と展
　開される。

H9 14 小（低）

20074 そだてようシリーズ
（１学年）

・うさぎやちゃぼを
　かおう
・たねをまいてみよう

・うさぎの抱き方，餌の与え方など飼育
　の方法とともに，うさぎの誕生，ちゃ
　ぼの卵のお葬式など子供の心を打つ内
　容。
・朝顔とひまわりを育てる活動。２階の
　窓まで伸びた朝顔と元気のよいひまわ
　り。種のまき方などの方法の要素とと
　もに，成長の様子が微速度撮影で描か
　れている。

H9 15 小（低）
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20075 つくってあそぼう
シリーズ（１学年）

・はっぱであそぼう
・きのみであそぼう

・葉っぱの水車を回す，小舟を作る，ま
　まごと遊びをする，など葉っぱを使っ
　て遊ぶヒントがたくさん入っている。
・色づけをした，ドングリゴマを作る様
　子。回すととてもきれいな様子。木の
　実でできるいろいろな事例が示されて
　いる。

H9 16 小（低）

20076 あそぼうシリーズ
（１学年）

・こうえんであそぼう
・すなであそぼう

・砂場全体に山や川など，ダイナミック
　な製作物ができあがる。砂の性質も分
　かり，砂遊びへの興味を深める。
・公園を「ひみつのおもしろの国」とし
　子供たちが地図をもって宝探しを始め
　る。社会とのかかわりや季節の変化に
　気づいていく。

H9 13 小（低）

20077 見つけようシリーズ
（２学年）

・水にすむ生きもの
　を見つけよう
・林や草むらの生き
　ものを見つけよう

・ザリガニ採りをする子供たち。アメン
　ボ，メダカ，ゲンゴロウも見つける。
　川に行ったときの気づきのヒントにな
　る映像。
・子供たちは，虫採りを始める。虫を見
　つける活動を通し，自然の中で生き物
　を調べるポイントがつかめる。

H9 16 小（低）

20078 そだてようシリーズ
（２学年）

・ざりがにや
　かたつむりを
　そだてよう
・大豆やさつまいもを
　そだてよう

・子どもたちは，ザリガニやカタツムリ
　の家を作り，飼い始める。カタツムリ
　の産卵やざりがにの脱皮も収録されて
　いる。
・大豆の種まきとさつまいもの苗植えか
　ら収穫までを映像で追う。大豆の芽が
　出るところの映像も収録されている。

H9 15 小（低）

20079 作ってあそぼう
シリーズ（２学年）

・オモチャランド
　を作ろう（１）
・オモチャランド
　を作ろう（２）

・廃材を使って船や箱カメラを作る。作
　ってみたい，という意欲をかき立てる
　シーンがたくさん出てくる。
・段ボールで迷路を作ったり教室全体が
　オモチャランドになったりする。ダイ
　ナミックな活動のヒントが得られる。

H9 17 小（低）

20080 あそぼうシリーズ
（２学年）

・のはらであそぼう
・むかしのあそびを
　やってみよう

・木の実でアクセサリーを作ったり，オ
　オバコの勝ち抜き競争，ススキのロケ
　ット遊びなど，遊びのヒントが数多く
　収録されている。
・お手玉，福笑い，羽根つきなどをする
　活動。羽根をピンポン玉に代えたり，
　ビニール袋の凧上げをしたり，と遊び
　の工夫がたくさん入っている。

H9 15 小（低）

20081 うさぎとあそぼう 　うさぎの観察や世話を通して，うさぎ
の体の特徴や習慣などに目を向けさせよ
うとするものである。
　うさぎとの出会い，えさ探し，うさぎ
小屋の掃除，など子供たちとうさぎのと
のかかわりの様子や子うさぎの誕生など
興味深い内容が描かれている。

H9 15 小（低）
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20082 電車にのろう 　電車に乗って公園に出かける子どもた
ち。その過程で，駅の施設の様子，駅員
さんの仕事などに目を向け，安全で快適
な移動のために，様々な努力や工夫がな
されていることに気づいていく。

H9 10 小（低）

20083 こども動物園

－ふれあい教室－

　こども動物園（ふれあい教室）では，
モルモット・ウサギ・ヒツジなど小動物
に直接ふれあい子供たちが楽しみながら
動物の接し方や命の大切さなどを感じと
ることができる教室である。
　そのオリエンテーションとして作られ
た作品である。

H9 12 幼・小
（低）
・教師

20084 生活１年（Ⅰ）

１，わたしのがっこう　
２，みんなで
　そだてよう
３，こうえんへいこう

　各単元，約５分ずつの構成になってい
る。子供自身に問いかける映像の中の人
物とナレーションによって，次の活動へ
の動機づけとなる。
・どんなものがあるかな。
・わたしのあさがおさん，こんにちは。
・わたしの公園はこんなだよ。

H10 16 小（低）

20085 生活１年（Ⅱ）

４，あきをたのしもう
５，ぼくだって
　できるよ
６，ふゆはともだち，
　さむさにまけるな

　各単元，約５分ずつの構成になってい
る。子供自身に問いかける映像の中の人
物とナレーションによって，次の活動へ
の動機づけとなる。
・こんなもの拾った，こんな遊びができ
　るよ。
・わたしもおてつだいしているよ。
・こんなもの作って，あそびたいな。

H10 16 小（低）

20086 生活２年（Ⅰ）

１，はるをたずねて
　こんにちは　
２，いきものをかおう
３，雨の日を
　たのしもう

　各単元，約５分ずつの構成になってい
る。子供自身に問いかける映像の中の人
物とナレーションによって，次の活動へ
の動機づけとなる。
・こんな芽が出ているよわたしだって。
・ザリガニって，すごいな，かっこいい
　な。
・雨の日だって楽しく遊べるよ。

H10 16 小（低）

20087 生活２年（Ⅱ）

４，のりものにのって，
　でかけよう　
５，あきまつりを
　しよう
６，ふゆのくらし

　各単元，約５分ずつの構成になってい
る。子供自身に問いかける映像の中の人
物とナレーションによって，次の活動へ
の動機づけとなる。
・乗り物に乗って行ってみたいな。
・私たちも祭りができるよ，こんな祭り
　があるんだね。
・私たちの町の冬のくらしはこうだよ。

H10 16 小（低）

20088 ひらけポンキッキの
いきもの探検隊

１，森へ
　はいってみよう

　ガチャピンやムックと一緒に，うっそ
うとしげった森の中へ！
　地面に落ちた葉っぱのかげや，木の幹
に・・・あちこちに，いきものたちがす
んでいる。そこは，小さないきものたち
の王国だ！
　さて，どんな冒険がはじまるのかな？

H10 20 小（低）
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20089 ひらけポンキッキの
いきもの探検隊

２，水辺のなかまたち

　小川へやってきたガチャピンとムック
そこで，アメリカザリガニ発見！いった
い，どうなるのでしょう。
　アカテガニやメダカやアマガエルなど
ゆかいな仲間たちが待っている・・・そ
んな水辺の世界を，いっしょに探検して
みよう。

H10 20 小（低）

20090 ひらけポンキッキの
いきもの探検隊

３，草むらを
　のぞいてみよう

　ガチャピンとムックが広い野原へやっ
てきた！そこには，いろんないきものた
ちがかくれているんだ。
　トノサマバッタやオオカマキリ・・・
草の色にとけこんでいるけど，ガチャピ
ンとムックはいくつ見つけられるかな？

H10 20 小（低）

20091 ひらけポンキッキの
いきもの探検隊

４，お空を
　飛んでいるよ

　自由に空を飛び回る，小さななかまた
ち。ガチャピンとムックがそんな世界を
ご案内！
　美しいアゲハチョウを見てウットリ，
ミツバチと出くわしてビックリ・・・。
　ガチャピンもムックも，ほんとは自由
に空を飛んでみたいんだよ。

H10 20 小（低）

20092 ビデオいきもの図鑑

１，かぶとむし
　・くわがた

・昆虫の王さま，かぶとむし。幼虫，さ
　なぎ，成虫と移り変わるすがたを観察
　しましょう。
・大きなアゴでなんでもはさむくわがた
　むし。その成長するようすや不思議な
　食べものの秘密を集めました。

H10 26 幼・小

20093 ビデオいきもの図鑑

２，にいにいぜみ
　・はんみょう

・せみは，幼虫として何年も地中でくら
　します。だから，成虫になると楽しそ
　うに鳴いているのでしょうか？
・きれいな模様のはんみょうは，生きた
　エサをばりばり食べる肉食の昆虫。ご
　きぶりよりすばしっこい！

H10 26 幼・小

20094 ビデオいきもの図鑑

３，あげはちょう
　・ななほしてんとう

・ひらひらと飛ぶあげはちょうを，ハイ
　スピード撮影でキャッチ。ふしぎな羽
　の動かし方をじっくり見ましょう。
・サーカスのピエロのようにはでな色を
　したてんとうむし。植物にたかるあぶ
　らむしをエサにしています。

H10 26 幼・小

20095 ビデオいきもの図鑑

４，おおかまきり
　・とのさまばった

・さっと昆虫をつかまえてしまうかまき
　り。細いからだや細いうでで，大きな
　くまぜみだってエサにする。
・とのさまばったは，大きな後ろ足で，
　力強く飛び回る。羽もいっしょに使え
　ば，50メートルジャンプ！

H10 26 幼・小

20096 ビデオいきもの図鑑

５，みつばち・あり

・ふしぎな六角形の巣をつくる，みつば
　ち。はちみつはどこにいれてあるのか
　な？仲間を守り，天敵と戦います。
・地中ふかくほられる，ありの巣穴。ど
　うやってつくるのでしょう？がんばっ
　て卵を育てる女王ありにも感動。

H10 26 幼・小
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生活科

20097 ビデオいきもの図鑑

６，かたつむり
　・なにたべてるの

・ねばねば汁を出しながら歩くかたつむ
　りは，巻き貝の仲間。２本のつので，
　ものを見たり，においをかいだり。
・昆虫は，ふだん何を食べているのでし
　ょう？樹液，花のみつなど，みんなち
　がうものが好きなんですね。

H10 26 幼・小

20098 ビデオいきもの図鑑

７，あめりかざりがに
　・あまがえる

・ざりがには，はさみをふりまわして戦
　います。けがをしても，脱皮すればな
　おってしまうから，らんぼうなの？
・のどをふくらませて，大きな声でなく
　あまがえる。おたまじゃくしからの，
　ふしぎな成長を観察しましょう。

H10 26 幼・小

20099 ビデオいきもの図鑑

８，めだか
　・たいこうち

・ちょっとした小川や池にいけば，めだ
　かが群れになって泳いでいます。どん
　なくふうをしているのかな？
・みずにすむ昆虫，たいこうち。みずの
　上にピョコンとしっぽをだして，息を
　すっていますよ。

H10 26 幼・小

20100 ビデオいきもの図鑑

９，ほたる
　・ぎんやんま

・ほたるは，おしりをボウッと光らせて
　いる，水辺の昆虫。オスとメスでは光
　かたもちがうのに注意して。
・スイスイと飛ぶぎんやんま。その秘密
　は，薄くてじょうぶな羽と，まわりが
　よく見える複眼にある。

H10 26 幼・小

20101 ビデオいきもの図鑑

10，やどかり
　・あかてがに

・やどかりは，すんでいる貝がせまくな
　ると，海底におちている巻き貝を見つ
　けます。そうじのあとでおっひっこし
　をする。
・あかてがには，あわをふいて，からだ
　をしめらせているから，陸上でもくら
　せます。でも卵のふ化は海の中で。

H10 26 幼・小

20102 みんなともだち
手話イチニッサン

第１巻
手話ってなあに？

　小学生から初めて手話に接する方を対
象としてろう者のアトム君が，手の動き
や表現をわかりやすく示し，お姉さんが
一つ一つ解説している。
レッスン１，手話ってなあに
　　　　　○手話の基本と特徴
レッスン２，あなたの名前は？
　　　　　○基本的な名前の表現を知る
レッスン３，いくつ？
　　　　　○数詞・いくら・何時・年齢
　　　　　　・学年
レッスン４，家族を紹介しよう
　　　　　○父，母，兄妹，姉妹，祖父
　　　　　　，祖母
レッスン５，指文字
　　　　　○五十音，手話による物語

H11 40 小
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生活科

20103 みんなともだち
手話イチニッサン

第２巻
あいさつをしよう

レッスン６，あいさつをかわそう
　　　　　　○おはよう～こんばんは／
　　　　　　さようなら
レッスン７，きいてみよう
　　　　　　○疑問形，何？／どこ？／
　　　　　　なぜ？／いつ？／だれ？
レッスン８，答えよう
　　　　　　○Ｌ－７の答え方／月日の
　　　　　　表現の仕方
レッスン９，好きなもの，得意なこと
　　　　　　○好き／嫌い，得意／苦手
　　　　　　，出来る／出来ない
レッスン10，耳の聞こえない人の家に
　　　　　　行こう
　　　　　　○ろう者の生活，手話によ
　　　　　　る物語表現

H11 42 小

20104 みんなともだち
手話イチニッサン

第３巻
身の回りのこと

レッスン11，一日の生活
　　　　　　○朝起きる～夜風呂に入る
レッスン12，一週間のスケジュール
　　　　　　○曜日の表し方
レッスン13，一年のカレンダー
　　　　　　○月の表し方，季節，行事
レッスン14，手話の上手な表現
　　　　　　○過去，現在，未来
レッスン15，間違い探し
　　　　　　○正しい手話はどっち？
　　　　　　　手話による物語表現

H11 46 小

20105 みんなともだち
手話イチニッサン

第４巻
この手で歌おう①

○「この手で歌おう」指文字の歌
　手話の解説と指導
○「友達はいいな」
　手話の解説と指導
○「ＷＡになって踊ろう」
　手話の解説と指導

H11 41 小

20106 みんなともだち
手話イチニッサン

第５巻
この手で歌おう②

○「翼をください」
　手話の解説と指導
○「贈ることば」
　手話の解説と指導
○「長い間」
　手話の解説と指導

H11 40 小

20107 季節の遊び 　昔から伝わる遊びの中でも，特に家族
が集まり楽しむお正月の遊びを，おじい
さんやおばあさんに教わり，みんなで遊
ぶ楽しさを紹介している。

H11 12 小（低）

20108 大きくなった私 　入学してからのことを振り返り，自分
の成長に気づき，できなかったことがで
きるようになったことを発表し合う。
　子どもたちが自分の成長を振り返る際
の視点（同じこと，違うこと）として，
また，何を振り返ったらよいのかの内容
等の参考として利用できる。

H11 12 小（低）
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生活科

20109 小学校生活科ビデオ
第１巻　きせつを
　みつけよう

　「身近な自然と直接かかわる活動」を
中心に，児童の視点に立った映像構成で
あり活動前に見せるとより効果的。映像
を通して，直感力，思考力，判断力，想
像力を引き出し，日常生活での実践につ
ながるよう配慮されている。
　第１巻は，
・はるをさがそう；春の草花，池の中の
　生き物，虫たち。
・あきをみつけよう；野原で木の葉，木
　の実，虫たち。

H12 20 小

20110 小学校生活科ビデオ
第２巻　いきものを
　みつけよう

　「身近な自然と直接かかわる活動」を
中心に，児童の視点に立った映像構成で
あり活動前に見せるとより効果的。映像
を通して，直感力，思考力，判断力，想
像力を引き出し，日常生活での実践につ
ながるよう配慮されている。
　第２巻は，
・水にすむいきものをみつけよう；ざる
　がに，あめんぼ，めだかなど。
・林や草むらのいきものをみつけよう；
　自然の中での虫採り遊び。

H12 20 小

20111 小学校生活科ビデオ
第３巻　いきものを
　そだてよう

「身近な自然と直接かかわる活動」を中
心に，児童の視点に立った映像構成であ
り活動前に見せるとより効果的。映像を
通して，直感力，思考力，判断力，想像
力を引き出し，日常生活での実践につな
がるよう配慮されている。
　第３巻は，
・うさぎやちゃぼをかおう；動物たちの
　抱き方や餌の与え方。
・ざりがにやかたつむりをそだてよう；
　ざりがにの脱皮，かたつむりの産卵等
。

H12 20 小

20112 小学校生活科ビデオ
第４巻　はなややさい
　をそだてよう

「身近な自然と直接かかわる活動」を中
心に，児童の視点に立った映像構成であ
り活動前に見せるとより効果的。映像を
通して，直感力，思考力，判断力，想像
力を引き出し，日常生活での実践につな
がるよう配慮されている。
　第４巻は，
・たねをまいてみよう；あさがおやひま
　わりを育てる。
・だいずやさつまいもをそだてよう；だ
　いずの種まきやさつまいもの収穫など

H12 20 小

20113 小学校生活科ビデオ
第５巻　しぜんと
　あそぼう（上）

「身近な自然と直接かかわる活動」を中
心に，児童の視点に立った映像構成であ
り活動前に見せるとより効果的。映像を
通して，直感力，思考力，判断力，想像
力を引き出し，日常生活での実践につな
がるよう配慮されている。
　第５巻は，
・はっぱであそぼう；葉っぱの水車や小
　舟の作り方。
・きのみであそぼう；どんぐりごまの作
　り方など。

H12 20 小
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生活科

20114 小学校生活科ビデオ
第６巻　しぜんと
　あそぼう（下）

「身近な自然と直接かかわる活動」を中
心に，児童の視点に立った映像構成であ
り活動前に見せるとより効果的。映像を
通して，直感力，思考力，判断力，想像
力を引き出し，日常生活での実践につな
がるよう配慮されている。
　第６巻は，
・のはらであそぼう；ススキやオオバコ
　を使った遊び。
・むかしのあそびをやってみよう；お手
　玉，たこ上げなど昔の遊び。

H12 20 小

20115 小学校生活科ビデオ
第７巻　ものを
　つくってあそぼう

「身近な自然と直接かかわる活動」を中
心に，児童の視点に立った映像構成であ
り活動前に見せるとより効果的。映像を
通して，直感力，思考力，判断力，想像
力を引き出し，日常生活での実践につな
がるよう配慮されている。
　第７巻は，
・いらないものでおもちゃをつくろう１
；廃材を使ったおもちゃ作り。
・いらないものでおもちゃをつくろう２
；段ボールを使ったおもちゃ作り。

H12 20 小

20116 生活科資料ビデオ
１巻　いろいろな人
とのふれあい（１）

ともだち・せんせい
・ちいきの人

　生活科の様々な活動の中で事前にビデ
オを見せて指導することが特に有効と考
えられる。
　学校，通学路，公園などをまわる児童
達が，人々とのかかわりを通して，好ま
しい人間関係をつくっていくことの大切
さやどの施設にもそれを支えている人々
がいることに気づくように制作されてい
る。

H13 15 小（低）

20117 生活科資料ビデオ
２巻　いろいろな人
とのふれあい（２）

お店の人・町で会う人

　生活科の様々な活動の中で事前にビデ
オを見せて指導することが特に有効と考
えられる。
　近所の店や公共施設をまわって活動す
る児童達が，人々との関わりを通して，
人との適切な接し方を身につけ，自分の
住む地域への愛着を深めていくように制
作されている。

H13 15 小（低）

20118 生活科資料ビデオ
３巻　めざせ！
あそびのめいじん

手づくりのおもちゃ
とむかしのあそび

　生活科の様々な活動の中で事前にビデ
オを見せて指導することが特に有効と考
えられる。
　身の回りの自然物を利用してつくるお
もちゃとその遊び方，伝承遊びの楽しみ
方を紹介している。また，友達や指導者
との教えたり，教え合ったりの交流を深
めるよう配慮されている。

H13 15 小（低）

VTR-123
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生活科

20119 生活科資料ビデオ　４巻
そだてよう・かってみよう

サツマイモとイチゴ・やご
のそだてかた

　サツマイモの苗の植え方，育て方，収
穫の仕方を，地域の人々に教わりながら
チャレンジする子どもの様子が紹介され
ているサツマイモの後に，秋から育てる
イチゴの栽培の仕方も分かりやすく紹介
されている。
　プールにいるやご，このやごをつかま
えて，トンボになるまでの飼育方法，ま
た，やごがトンボに羽化する様子が分か
りやすく収録されている。

H14 15 小（低）

20120 生活科資料ビデオ　５巻
もっとしぜんとあそぼう
(１)

春・夏のしぜんをたのし
むあそび

　春の自然をたのしむあそびとして野原
のビンゴゲーム（フィールドビンゴ）の
遊びが紹介されている。目，耳，手を使
って身近な自然に触れ，季節の変化を味
わう。また遊んだあとに感想を語り合う
こともポイントとして紹介されている。
　夏の自然を楽しむあそびとしては，育
てたアサガオの花を用いて色水遊びの楽
しみ方を紹介している。

H14 30 小（低）

20121 生活科資料ビデオ　６巻
もっとしぜんとあそぼう
(２)

秋・冬のしぜんをたのし
むあそび

　秋の自然を楽しむあそびとして，野原
での落ち葉カルタとりが紹介されている
。カルタとりを楽しみながら，落ち葉の
色，形，大きさ等木の葉の種類を学ぶ。
　冬の自然を楽しむあそびとして，風を
利用した凧上げの遊びが紹介されている
。自然の風を利用して手作りの風車等を
学ぶ。遊びの発展としていろんな作品の
作り方やハサミ等の取り扱い方を学ぶ。

H14 30 小（低）

20122 小学校生活科ビデオ
８　いろいろなしせつをり
ようしよう

〇すなばであそぼう
　だんごづくり，型ぬき，ケーキづくり
　などの一人遊びから，友だちと協力し
　て作る砂の城や，山や川の動きを砂で
　表現する遊びまで様々な砂遊びが紹介
　されている。
〇じどうかんであそぼう
　児童館で遊んでいる子どもたちの姿や
　施設の案内を通して，公共施設や公共
　物を利用する時の基本のルールやマナ
　ーをまなぶことができる。

H15 15 小（低）

20123 わくわく１年生 　小学校入学時の新１年生に対し，学校
生活に親しませ，基本的生活習慣や集団
生活のルールに気付くことが出来るよう
な内容構成になっている。
　また，トラブルや問題にぶつかった時
，自分で考え，判断し，行動できるよう
なヒントなども，もりこまれている。

H15 15 小（低）
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

音楽科

21001 たのしいおんぷ 　漫画のおもしろさの中で，まず音符に
親しみを覚えさせ，その音符を駆使して
誰にでもできるような表現活動に導くこ
とをねらいとしたもの。

H3 19 小（低
・中）

21002 宇宙の音楽をつくろう 　宇宙を題材にした音楽づくり，一人一
人の思いやイメージをグループとしてま
とめ，身の回りの様々な音楽材を工夫し
ていく楽しさを，ある小学校の音楽の授
業を背景にとらえている。

H3 21 小（高）

21003 日本の音楽民謡 　「こきりこ節」「斎太郎節」「刈干切
唄」・・・等を聞きながら，日本の民謡
の特質と，私達との関わり合いを考えさ
せる。

S61 24 中

21004 日本の伝統音楽 　長唄「小鍛治」と義太夫節「三十三間
堂棟由来ー木遺の段」のほぼ全曲を，人
間国宝を含む第一級の奏者演者によって
歌舞伎の踊りと人形浄瑠璃を見ながら鑑
賞させる。

S61 24 中

21005 琵琶 　琵琶の源流をたどりながら，雅楽，盲
増琵琶，平家琵琶，薩摩琵琶，筑前琵琶
という特色を生かした奏法によって，琵
琶のすばらしい味わいを鑑賞させる。

S61 22 中

21006 音楽をつくろう（低） 　低学年における音楽を作る活動の指導
について，ボールを使っての挨拶や人の
動きを音で表現することなどの実践例を
通して解りやすく示されている。

H5 37 小（低）

21007 音楽をつくろう（中） 　中学年における音楽を作る活動の指導
について，笛を使った小鳥の声づくりや
聞こえた音を楽器で表現することなど，
の実践例を通して解りやすく示されてい
る。

H5 51 小（中）

21008 音楽をつくろう（高） 　高学年における音楽を作る活動の指導
について，自由なリズムによる即興表現
や打楽器を使っての音楽づくりの実践例
を通して解りやすく示されている。

H5 40 小（高）

21009 合唱の導入と新曲
による指導の過程

　一人一人の声を生かした合唱の指導に
ついて，導入の声づくり，そして；会わ
せ；のポイントに分けて，実際に児童を
前にした実践を通して具体的に示されて
いる。

H5 90 小（高）
・教職員

21010 おなかの体操（１） 　中学年の児童が美しく響きのある声で
歌うための歌う声への意識のさせ方や腹
式呼吸，高い声をきれいに歌う指導の在
り方が具体的に示されている。

H5 30 小（中
・高）

21011 おなかの体操（２） 　高学年の児童が美しく響きのある声で
歌うための腹式呼吸を使った発声や共鳴
のさせ方，斉唱や部分二部合唱の指導の
在り方が具体的に示されている。

H5 30 小（中
・高）

21012 おなかの体操（３） 　高学年の児童が美しく響きのある声で
歌うための輪唱を通した声の聞き合いや
終止形合唱を通したハーモニカーづくり
などの色々な指導方法が示されている。

H5 45 小（高）
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

音楽科

21013 声づくりのポイント 　美しく響く声づくりから，充実した斉
唱，更にはハーモニカーをとらえた二部
合唱の指導のポイントが児童の歌声をも
とに，具体的に解りやすく提示されてい
る。

H5 40 小（中
・高）

21014 指揮法ＡＢＣ（上） 　指揮法の基本である脱力，叩き，平均
運動などの技法が，実際の曲を使っての
指揮者の実践の過程を通して解りやすく
収められている。

H5 60 教職員

21015 指揮法ＡＢＣ（下） 　指揮法の基本である先入，跳ね上げ，
しゃくいなどの技法，そして様々な技法
を使った応用に至るまでの過程が解りや
すく収められている。

H5 60 教職員

21016 美しいひびき
を求めて

　美しく響きのある声を出すための指導
を，腹式呼吸，共鳴のさせ方，発音など
の点から，色々な曲の実践を通して解り
やすく示されている。

H5 60 教職員

21017 名曲と大作曲家物語１

・ベートーベン

　作曲家，ベートーベンの生涯をアニメ
ーションで，中学生に解りやすく編集・
作品中にベートーベンの曲をながしてお
り，また彼の代表作「運命」についても
詳しくふれている。

H5 22 小（高）
・中

21018 名曲と大作曲家物語２

・シューベルト

　「魔王」の作曲者，シューベルトの生
涯をアニメーションで中学生に解りやす
く編集。

H5 22 小（高）
・中

21019 名曲と大作曲家物語３

・モーツアルト

　ウイーン古典派の大作曲家，モーツア
ルトの生涯をわかりやすくアニメーショ
ンで編集。作品中に彼の代表作が流れて
いる。

H5 22 小（高）
・中

21020 名曲と大作曲家物語４

・ビバルディ－

　イタリアのバロック時代の作曲家。ビ
バルディーの生涯をアニメーションで，
中学生にわかりやすく作っている。

H5 22 小（高）
・中

21021 名曲と大作曲家物語５

・バッハとヘンデル

　バロック時代の代表的な作曲家，バッ
ハとヘンデルの関係を彼らの生涯を通じ
て編集。作品はアニメーション。

H5 22 小（高）
・中

21022 名曲と大作曲家物語６

・ショパン

　ピアノの詩人，ショパンの生涯を，彼
の美しいピアノ作品をバックミュージッ
クに使い，アニメーションでわかりやす
く編集。

H5 22 小（高）
・中

21023 名曲と大作曲家物語７

・ヨハン・
　シュトラウス

　ワルツ王，ヨハン・シュトラウスの生
涯をアニメーションによって編集。この
作品中，シュトラウスの美しいワルツが
流れている。

H5 22 小（高）
・中

21024 名曲と大作曲家物語８

・フォスター

　アメリカの代表的な作曲家，フォスタ
ーの生涯をアニメーションで編集。作品
中，フォスターの「峠の我が家」など有
名な曲が流れている。

H5 22 小（高）
・中

21025 自然の音から
音楽の音へ

　自然の音や人工的な環境音，各民族と
の関わりの違い，各民族の声や楽器の特
色を探りながら，日本人の音の感受の特
色や表現の独自性を考えさせている。

H8 21 中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

音楽科

21026 さまざまな声の魅力 　「いい声」とは音楽の種類や民族によ
って異なり，特定の美的な価値観で決め
ることはできない。
　人間の声は多様な表現の可能性を秘め
ており，生徒が声による表現上のさまざ
まな魅力を味わいながら，自分の声によ
る自由な表現活動を生み出していくこと
を狙っている。

H10 20 中

21027 現代に生きる
民謡の心

　「民謡」や「わらべ唄」の民謡音階を
用いたポップ・ミュージックを導入とし
て，我が国各地のいくつかの「民謡」を
紹介しながら，「民謡」が長く人々の間
に歌い継がれてきたことやそこにはそれ
ぞれの生活感情や美意識，風俗・習慣等
が素朴に歌い継がれてきたこと。　
　また，生徒が郷土の民謡に興味・関心
を持ち，そのよさに気付くことで「民謡
の心」が我が国の豊かな音楽文化の基盤
となることを意図した作品である。

H11 22 中・高
・成人

21028 和楽器に挑戦 　新学習指導要領では，中学３学年間を
通じて１種類以上の和楽器を学習するこ
とになった。
　初めての和楽器を体験する生徒たちが
身近な地域の「祭囃子」を通して太鼓，
笛，鉦などの和楽器に取り組む様子を紹
介している。
　また，歌舞伎音楽の太鼓の表現の豊か
さや，和楽器を用いた現代の音楽作品な
ども示し，生徒たちが和楽器の持つ魅力
を感じ，進んで挑戦することをねらった
作品である。　　　【文部省選定教材】

H12 21 中

21029 音の風景をたずねて 　自然の中の音，伝統の中の音，日常生
活の中の音を映像とともに紹介し，生徒
達が普段耳を傾けることを忘れがちな音
に興味・関心を持ち微妙で多彩な表情や
暖かさ柔らかさといった質感など個々の
音の特性に着目し，楽器や声以外の様々
な音に対して音楽的感性を持って接する
ようになるために制作されている。
　　　　　　　　　【文部科学省選定】

H13 20 中

21030 発見！！
篳篥(ひちりき)の魅力

　和楽器を用いた音楽の代表，雅楽。
その雅楽での主旋律を受け持ち， 近ブ
ームになり も魅力的で，かつ心地よい
音色をもつ篳篥。
　「雅楽と篳篥」それは生徒たちにとっ
て生涯にわたってかけがえのない存在に
なる可能性を秘めている。
　平成１４年から実施される新指導要領
において「和楽器」がとり入れられ，教
材としても適切である。

H14 20 中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

音楽科

21031 三味線ってカッコいい！
！

 　我が国の伝統ある和楽器として三味線
がある。三味線は地方の風土，様々な芸
能と結びついて発達してきた。
　この作品は，ある中学校で三味線の学
習を取り入れ，皆のちょっとした工夫で
三味線の音色が変わる素晴らしさ等学習
する。そして，様々な音色を奏で，表現
をひろげる三味線のカッコ良さを知る。
和楽器として「総合的な学習の時間」の
教材として適している。

H15 24 中・成人

21032 たのしさいっぱい！
　　　　　郷土の音楽

民族音楽の豊かな世界

　全国各地には，多種多様な民俗音楽が
あります。近年，学校の音楽教育では学
習指導要領の改訂により，我が国の伝統
的な音楽が重視されています。筝曲，三
味線，尺八等の古典音楽と呼ばれるもの
だけでなく，各地に伝わる郷土の音楽を
教材化する事もとても大切です。ここで
琴を教材にして子供の知ってる童謡から
始まり，民俗の伝承童歌，茶摘唄，ズイ
ズイズッコロバシ等を取り上げ，童謡の
特徴，楽しかったことや，盆踊りの体験
をとおして郷土の音楽のよさを再認識し
ながら，「学び」としてのアプローチを
提示しています。

H16 20 小･中･教
師･一般

21033 和楽器だ！音楽づくりだ
！

～イメージをふくらませよ
う～

　音楽作りは，表現したいイメージをふ
くらませながら，音を音楽にしていく活
動です。音楽づくりの活動を通して，子
どもたちは，自己の思いを音楽で表現す
ることの楽しさを学べる。
　このビデオは小学生や中学生が和楽器
を使って音楽づくりに取り組む姿を紹介
し，「表現する力」「考える力」など，
今日の子どもたちに求められている力を
育む音楽科教育の充実を目指して作られ
ている。

H17 23 小・中
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

図画工作，美術科

22001 デザインの基礎 　デザインの基礎になる自然物の観察態
度，デザインの基本形の発見などを描き
ながら，デザインの機能的な美しさを発
見する目を養わせ，創作意欲をわき立た
せる。

H4 30 中

22002 配色 　色の三要素を主とした配色や明度・彩
度・色相関係，色彩感情，面積や配置・
機能などを中心とした配色について描き
美的感覚を洗練し，美術的な表現能力を
養う。

S61 18 中

22003 新しい図画工作
シリーズ

１．思いのままに
　かこう（低）

（１）好きな動物と遊びたい
（２）不思議な道を歩こう
（３）森の中のお話をしよう　

H4 30 小（低）

22004 新しい図画工作
シリーズ

２．進んで造形活動
　を楽しもう（低）

（１）色々な紙と友だち
（２）身近な材料と遊ぶ　
（３）へんてこりんなおもちゃ
（４）考えたお話の工作

H4 30 小（低）

22005 新しい図画工作
シリーズ

３．想像をいっぱい
　ひろげよう（中）

（１）描きながら思いを広げる
（２）終わりのない絵
（３）内側と外側の世界
（４）楽しく伝えたい
（５）空き瓶を生かして伝える　

H4 30 小（中）

22006 新しい図画工作
シリーズ

４．いろいろな造形
　活動を楽しもう（中）

（１）材料から活動を見つける
（２）抱えていたいもの
（３）立体迷路
（４）怖くておもしろいお化け　

H4 30 小（中）

22007 新しい図画工作
シリーズ

５．自分を生かす
　造形（高）

（１）思い出をたくわえる箱
（２）顔をかくす顔

H4 30 小（高）

22008 新しい図画工作
シリーズ

６．美術作品に
　親しむ喜び（高）

（１）好きだと思った作品
（２）色々な國の作品
（３）表現の工夫と美しさ
（４）生活を豊かにしているもの

H4 30 小（高）

22009 自然と遊ぼう

・小枝や小石の
　造形遊び

　自然の木の葉や枝，小石などの形や色
彩には，人工的な色とは違った豊かさが
ある。その木の葉や枝を集めて，自然を
キャンバスに楽しい形を構成し，自然と
の関わりを通じて自由で楽しい想像の世
界へ誘ってくれる。

H5 30 小（低
・中）

22010 紙と遊ぼう

・新聞紙でつくる
　楽しい動物園

　どうして新聞紙でこんな動物が作れる
のだろうという思いを，制作過程を丁寧
に示し理解させて想像力と色彩感覚を刺
激させる。
　楽しく色鮮やかな思いがけない作品を
映し出すのですぐにでも作りたくなる。

H5 30 小（中
・高）
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

図画工作，美術科

22011 土で遊ぼう

・やさしい土鈴
　・土笛

　土鈴や土笛は，中空になった造形と音
を出すしくみに特色がある。その中空を
丸めた新聞紙を芯に利用することで簡単
にできる方法を理解させることで，音を
出して楽しむという喜びを味わわせてく
れる。
　他にも，鳥や動物など中空を利用した
作品を示して，さらに意欲を発展させよ
うとしている。

H5 20 小（高）

22012 土で遊ぼう

・土のお面と
　土偶づくり

　手や叩き板などをつかって粘土板を作
る単純でダイナミックな作業を通して，
粘土に出会わせ，押し型模様をつける平
面的な表現からお面や土偶など立体的な
表現へと発展させ，その制作過程をおい
ながら子どもたちの想像力が誘発される
お面づくりの楽しさを教える。

H5 20 小（高）

22013 水さいえのぐの
使い方

　水彩絵の具の使い方から具体的な表現
過程をわかりやすく
（１）小さい絵の具は楽しいな
（２）大好きな友だちや先生
（３）こんなお話を書いてみよう
（４）心の中で考えたこと
（５）見つけた景色
をテーマ別に描いて表現意欲を刺激させ
る。

H5 20 小

22014 道具をじょうずに使う

－段ボール－

　身近にある段ボールは子どもたちにと
って親しみのある材料です。その段ボー
ルの使い方を
（１）色々な段ボール
（２）段ボールを切る
（３）段ボールと遊ぶ
等のテーマに分けて描き，初歩的な技法
を理解させ想像意欲を喚起させる。

H5 20 小

22015 表現と技法

・絵画　１

（１）生物を描く表現のねらいや特徴を
　　　わからせると共に，水彩画の魅力
　　　や特色について知らせる。
（２）風景画の特色と風景を描く楽しさ
　　　や魅力を知らせる。

H5 30 中

22016 表現と技法

・絵画　２

（１）人物の表現について，ねらいによ
　　　り様々な表し方があることに気づ
　　　かせる。
（２）単色木版画の特色と用具・材料の
　　　適切な使い方がわかる。
（３）ドライポイントの表現と特色がわ
　　　かる。　　

H5 30 中

22017 表現と技法

・彫刻

（１）粘土で作る手の塑造表現について
　　　制作過程に沿いながら材料，用具
　　　のねらいなどがわかる。
（２）制作の構想，デッサン，用具，芯
　　　棒，土つけなどの技法や制作の手
　　　順などを具体的にとらえられるよ
　　　うになっている。　

H5 30 中
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

図画工作，美術科

22018 表現と技法

・デザイン

（１）レタリングの基礎的な事項につい
　　　て知らせ，文字の書き方について
　　　，読みやすい美しい文字が書ける
　　　ように創意工夫ができるようにな
　　　っている。
（２）アイデアスケッチ，構成，配色な
　　　どの工夫や考え方を学び，新鮮な
　　　ポスターができるように。　

H5 30 中

22019 表現と技法

・工芸

（１）木彫りの基礎技法について，用具
　　　の扱い方や手入れの方法など，具
　　　体的に理解できる。
（２）板金打ち出しについて，制作の方
　　　法や手順などを具体的に理解でき
　　　るようになっている。　　　　　

H5 30 中

22020 表現と技法

ゲルニカを味わう

　「楽しくわかりやすい美術鑑賞」シリ
ーズは，これまでのような美術の解説的
なかた苦しいものではなく，現代の生徒
の感性に基づく興味，関心を も大切に
し，おもしろく，興味を引きつけられな
がら，次第に深く内容が理解できるよう
に開発されたまったく新しい鑑賞方法を
提示したものである。

H6 23 中

22021 生涯をかけた
情熱と表現

－フィンセント
・ファン・ゴッホ－

　夢と情熱をもって生きたゴッホの生き
方と個性について理解を深め「自画像」
「ひまわり」などの作品の鑑賞の楽しさ
や喜びを味あわせる。

H9 24 小（高）
・中・高

22022 自分らしさを求めて

－表現の工夫－

　この作品は，一人一人の自分らしさと
は何か，他の人は自分らしさをどのよう
に見つけだし表現しているのか，思いを
どのように表現しているのか，作家の例
や実際の授業例で分かり易く提示してい
る。個に対応する表現用の鑑賞映画であ
る。

H10 21 中・高

22023 彫刻に見る日本の
よさや美しさ

　新学習指導要領「図画工作」「美術」
及び「芸術科美術」では，鑑賞が重視さ
れている。
　鑑賞授業では日本の美術文化をはじめ
アジアなどの諸外国の美術を重視して扱
うことが示されているが，この教材は，
その鑑賞に 適である。
　感性豊かなこの鑑賞ビデオは，感性と
知性の融合した味わい豊かな鑑賞授業を
保証する。

H11 21 小・中
・高

22024 つくる、飾る
　
　

-よりよい自分を
　表現するデザイン
　行動-

　物をつくったり，飾ったりする行為を
「デザイン行為」という。
　デザインの日常性に気づかせるととも
に，多様な表現を導き出す指導に役立つ
ビデオ教材である。
　　　　　　　【文部省特別選定教材】

H12 20 小・中・
高・一般
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

図画工作，美術科

22025 たのしいぞうけいあそび

いいこと考えた

　新学習指導要領で，材料などをもとに
した楽しい造形活動は，全ての学年で行
うようになった。
　この教材は１・２年生の「造形遊び」
をテーマに，中学年や高学年の基礎であ
る絵や立体に表すなどのもとになる内容
としてまとめられている。また，子供達
が「造形遊び」への関心や意欲を持ち，
発想や構想，表し方について情報を得る
ことをねらっている。
　　　　　　　　　【文部科学省特選】

H13 21 小（中・高）

22026 絵に見る
日本の美術のよさ

－表現の多様性
　と美しさを探る－

　このビデオを視聴することで日本の美
術の特質を理解するとともに，日本的で
多様な表現方法を自学自習できる参考資
料集的な目的で制作されており，これか
らの美術の表現や美術文化の理解に役立
つものである。　　【文部科学省特選】

H13 23 小・中・

高・成人

22027 不思議あそび
不思議の世界を
　つくりだそう

　造形あそびをさらに発展させ，楽しく
知的に考え，つくり方を試行錯誤しつつ
いろいろ工夫してつくることを通して，
知的な創造力と豊かな感性を教材として
制作されている。
   私たちが常識と思っていたことを
１８０度転換させ，不思議で楽しい創作
世界をつくりだすことへの関心を深め，
創造活動を促す教材である。

H14 22 中

22028 考えながら感じながら

高学年の造形あそび

　平成１４年４月からスタートする小学
校の新しい図画工作の学習内容「造形遊
び」では，教科目標に示されるように「
つくりだす喜びを味わうようにするとと
もに造形的な創造活動の基礎的な能力を
育てる」内容が設けられた。
   そのことをふまえて，このビデオでは,
自分がもてる力を働かせ，自分らしい意
味や価値をつくりだす様子を大切にし「
造形遊び」への関心や意欲，活動を工夫
することをねらいとしている。

H14 21 小（高）

22029 こころつくりこころ伝え 　美術は心の表現が命だと言われる。同
じモチーフにしても，表現のしかたは人
によって違うし，表現は，いかに上手に
ではなく，いかに自分らしく表すかが大
切である。
　この作品は，美しい自然や芸術に親し
み自分の心を育み，心の栄養を蓄え，自
分らしい心を表現し伝える，自由な創作
活動を展開させる動機づけとして，適切
な教材である。

H15 22 中・高

22030 いいとこみつけた

－中学年の造形遊び－

　中学年の「造形遊び」では，木切れな
どの材料や場所の特徴をもとにして思い
ついた活動をしたり，みんなで発想した
りして楽しい造形活動をすることになつ
ている。
　この作品では，学校の校庭やプール，
近くの海岸といった身近にある場所を舞
台に学習する題材を取り上げている。

H15 21 小（中）

VTR-132



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

図画工作，美術科

22031 色と形で伝える

ビジュアル・コミュニケー
ションの時代

　生活の中には，文字や言葉による言語
表現と同様に，色や形で情報や自分の気
持ちを伝えるビジュアルな表現が沢山あ
る。絵は世界共通の言葉である。自分の
願いや想いを色や形に変えて，その情報
をキャッチコピーとして伝える工夫が必
要になってくる。ここでは中学生がお菓
子を売るパッケージのデザインに挑戦し
，高校では情報・意見をプレゼンテーシ
ョンボードにつくるところ，病院では入
院患者さんの食事を楽しくしようと版画
カードを作っている栄養士さんが描かれ
て，心を表現しようとしている。

H16 23 中･高･一
般

22032 こんなのできたよ

かいたりつくったりする
　　新しい表現活動

　図画工作科のＡ表現(２)では，それま
で個別に示されていた絵や立体に表す内
容，作りたいものを作る内容を１つにま
とめて示されています。絵や立体，デザ
イン工作，焼き物等の表現方法を様々に
関連づけることで，子ども達の“既有の
知識や技能”と“新たな知識や技能”と
が関連づくようにすることで，簡単に剥
落しない「確かな学力」になるようにす
る意味がこめられています。「あったら
いいな，こんなもの」は想像力を十分に
働かせ表現の工夫を，「森の中のすてき
なおうち」では，粘土細工の工夫を通し
て，多彩な方法で作品を作り出していま
す。

H16 21 小(低)

22033 生活に生きている日本の
美術文化

　日本に来る外国人観光客は自国にない
日本独特の文化を見たいと言う。例えば
藁葺きの家，土壁，民家，焼き物など。
西洋は石の文化，日本は木と紙の文化。
床の間の掛け軸の絵やふすまに自然をこ
よなく愛した絵画。生活に生きている美
術文化は，絵の描かれた団扇，扇子。和
紙で作られ絵の描かれた提灯。日本人は
我が国の文化の良さを外国人に説明でき
るだろうか。
　生活の中から真・善・美の調和のとれ
た美しさを探してみよう。

Ｈ17 22 小（高）・中
・高

VTR-133



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23001 楽しいサッカー教室 　サッカーの基本技術として相手のボー
ルを奪う，ボールを安全に運ぶ，ボール
をとばす，ボールを受け止める技術など
について具体的に説明している。

S61 28 中・高

23002 楽しい卓球教室 　卓球を楽しむためには正しい基本，即
ち正しい姿勢と正しい動作を身につける
ことが大切である。内容として，ロング
サービス，ショット打法など豊富な内容
を含んでいる。

S61 20 中・高

23003 楽しい軟式テニス 　初心者には基本技術を優しく教え，指
導者には指導法をわかりやすく説明して
いる。内容としてラケットのにぎり方か
らはじめサービス，スマッシュ，ボレー
など基本技術が含まれている。

S61 20 中・高

23004 マット運動 　マット運動の実技について，正しく理
解し学習できるように，体系的にその模
範技を示し，それぞれの技術要点をわか
りやすく解説し，あわせて，段階的な練
習法を紹介している。

S61 15 中

23005 クロール 　手のかきキック，ターン等についてき
め細かく解説。水泳選手をモデルに多角
的に映像を展開，効果的な泳法を追究す
る。

H4 30 小（中）
・成人

23006 背泳ぎ 　長崎宏子，松田成利らの泳ぎを，多角
的な水中からとらえていく。プルやキッ
クのポイントなどの解説を，画期的な映
像手段を駆使して展開していく。

H4 30 小（中）
・成人

23007 平泳ぎ 　Ｓ字ブルパターン，ローリング，膝の
曲げ伸ばしなど，推進力の鍵を握るなど
様々のポイントを，第一人気高橋英利ら
をモデルに，詳しく解説する。

H4 30 小（中）
・成人

23008 バタフライ 　久米直子，高橋清美らの泳法を中心に
解説。その泳ぎを，レース中，練習中に
水中から撮影し，バタフライをいかに効
率よく克服するかを追究する。

H4 30 小（中）
・成人

23009 みんなで考える歯の
健康シリーズ（低）

・はのけんさを
　うけよう
・おやつのとりかた
・ゆっくりかるく
　みがこう　　

〇はのけんさをうけよう
・口の中のようす，いろいろの歯の形，
　歯の役目，ぬけかわるのは６才臼歯，
　むし歯のできるわけ，よごれのつきや
　すい場などを描いている。　（８分）
〇おやつのとりかた
・そめだしの検査，そめだしの検査のや
　りかた，歯に良いおやつ，悪いおやつ
　口の中をきれいにする食物，食物によ
　るかみ方のちがいよくかむわけなどを
　描いている。　　　　　　　（７分）
〇ゆっくりかるくみがこう
・歯みがきとうがい，そのちがい，よご
　れのおちにくい場所，よい歯ぶらしと
　練り歯みがきの量，歯ぶらしの持ち方
　健康な，毎日をおくるために描いてい
　る。　　　　　　　　　　（１０分）

S63 25 小（低）
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23010 みんなで考える歯の
健康シリーズ（中）

・大切な歯のはたらき
・むし歯とその予防
・歯ならびと
　合わせてみがこう

〇大切な歯のはたらき
・歯の役目，乳歯と永久歯，歯のはえか
　わり，歯の部分の名前，ぬけた歯の根
　のないわけ，八重歯のできるわけ，歯
　のはえかわる順序，健康な毎日を送る
　ために描いている。　　　　（８分）
〇むし歯とその予防
・歯の検査表，むし歯のできるわけ，む
　し歯のできやすいば所，むし歯きん，
　むし歯の進み方，むし歯によい食べ物
　と悪い食べ物を描いている。（９分）
〇歯ならびと合わせてみがこう
・歯みがきとブラブラみがき，そめたし
　検査，歯ブラシのかたさとかえる時期
　歯ブラシにかける力，前歯のみがき方
　前歯のうらがわのみがき方，おく歯の
　かみ合わせのみがき方などを描いてい
　る。　　　　　　　　　　（１１分）

S63 28 小（中）

23011 みんなで考える歯の
健康シリーズ（高）

・歯の成長と食べ物
・歯肉病気とその予防
・歯肉もよくみがこう

〇歯の成長と食べ物
・用意されている歯，第２大臼歯，体の
　成長と歯の発育，１２才のようす，歯
　のつくり，頭の骨の成長，歯によい食
　べ物，むし歯のできる要素などを描い
　ている。　　　　　　　　　（９分）
〇歯肉の病気とその予防
・歯のつくりと歯のまわりのようす
　歯肉の病気の原因
　進んだ歯肉の病気
　歯肉の病気の進み方①～④
　歯肉の病気の予防などを描いている。
　　　　　　　　　　　　　　（８分）
〇歯肉もよくみがこう
・そめだし検査の結果，口の中の病気の
　正体，正しい歯のみがき方①～②，上
　のおく歯のみがき方，おく歯の内側の
　みがき方等を描いている。　（９分）

S63 26 小（高）

23012 保健指導
シリーズ（低）

セット　　
・めをたいせつに
・かぜを
　ひかないように

〇めを大切に
・視力の検査，視力のはなし，悪い姿勢
　良い姿勢，目の病気，きたない手，自
　分のタオル，うつる目の病気，目を洗
　う等描いている。　　　　　（５分）
〇かぜをひかないように
・あせ，夕食，おふろ，ゆあがり，かぜ
　をひく，かぜについて，かぜの予防，
　学級閉鎖，インフルエンザの予防，予
　防注射，人ごみとマスク使用等描いて
　いる。　　　　　　　　　　（５分）

S63 10 小（低）

23013 保健指導
シリーズ（中）

セット　
・目のけんこう
・冬の
　けんこうな生活

〇目のけんこう
・目の愛護デー，目の病気，目とごみ，
　目を大切に，目とテレビの見方，読書
　の姿勢，目の休養，目と生活などを描
　いている。　　　　　　　　（６分）
〇冬のけんこうな生活
・登校，授業風景，運動場，教室でのか
　ぜの原因，かぜの予防，インフルエン
　ザウィルス，へやの中，換気，一酸化
　炭素他などを描いている。　（７分）

S63 13 小（中）

VTR-135



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23014 保健指導
シリーズ（高）

セット　
・からだと
　こころの変化　
・月経とその手当て

〇からだとこころの変化
・からだの成長，身長と体重の発育，身
　長，体重の全国平均，発育こうさ，個
　人差，からだつきの変化，男女の第二
　次性微，心の変化，運動能力の男女差
　男女の協力，おとうさん，おかあさん
　の役目などを描いている。　（７分）
〇月経とその手当て
・女子性器断面，ホルモンのはたらき，
　子宮のかべがあつくなる。子宮のかべ
　がくずれる。月経の血液，初潮の報告
　初潮が始まる年齢，生理用品，月経の
　ときの入浴，月経の周期，月経周期の
　記録などを描いている。　　（９分）
　

S63 16 小（高）

23015 ようこそ，
小さなレディたち

　初潮－突然訪れる体の変化に，現代の
女の子たちのとまどいや不安を持ってい
ます。そんな不安や疑問点を解消しても
らうため，初潮の意味や正しい知識，メ
カニズム，レディとしてのエチケット等
を，会話形式でわかり易く描いている。

S62 15 小・中
・高

23016 炭酸ガスで
ウォーム・ダウン

－疲労と
上手につきあう方法－

　水泳などのハードなスポーツでは，厳
しい練習に耐え，いかに疲労を上手に取
り去るかが，競技力向上のポイントだが
炭酸ガスのお風呂が疲労回復に効果があ
る。

S63 8 中・高
・成人

23017 エイズの予防 　エイズウイルスの性質や感染のし方，
病気や進み方に関する正しい知識を背景
に，エイズを予防するためのポイントを
小項目に分けて分かり易く，また実際的
に解説している。

S63 20 中・高
・成人

23018 エイズってなに 　エイズウイルスと，他のウイルスの違
い，エイズウイルスの体内を犯すしくみ
についてとらえ，予防のためのポイント
などを具体的に説明している。

H1 20 中・高
・成人

23019 エイズの知識

－中学・高校生向－

　不幸にしてエイズに感染していった女
生徒の話をアニメで描き，死の病ＡIＤＳ
（後天性免疫不全症候群）の「免疫」と
「免疫不全」の解説。
　さらに，感染ルートについて述べ，中
学・高校生向けに予防の仕方を訴える。

H4 30 中・高

23020 エイズ

－その正体と予防－

　発病すれば確実に死にいたる恐ろしい
エイズ。＜ＮＨＫ特集＞＜クローズアッ
プ＞等の豊富な映像が，エイズの恐怖を
語りかける。
　予防ワクチンも決め手となる治療薬も
ない現在，この病気の正体を知り，予防
の知識を身につけることがエイズから自
分自身や家族を守る 良の方法である。

H4 22 高・成人
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23021 ヒューマン
セクソロジー

・性交・避妊

　人間にとってのの性行動を第二次性徴
に見られる男女のそれぞれの成長の仕方
を通じて説明。
　受精から２８０日で出産する自然の性
について。快楽，ふれあい，利益を求め
て行われる出産を必要としない，文化の
性としての避妊の方法について示してい
る。

H5 20 中・高

23022 ヒューマン
セクソロジー

・中絶

　ふれあい，快楽をもとめるあまり油断
して妊娠，誰も中絶を好んでしないが，
中絶は外国における大きな問題であり，
日本でも２２週未満で５項目により認め
られてはいる。
　中絶方法の説明，中絶によりからだに
傷口が残ったり，不妊症になりやすく，
安易に中絶しないように訴えている。

H5 20 中・高

23023 ＡＩＤＳ
正しい理解と行動

　エイズはどういう病気か，どのように
感染するか，どうしたら感染は防げるの
かわかりやすく紹介している。
　また，差別と偏見をなくすために正し
い知識と感染者への理解，共に生きるた
めに述べている。

H5 21 高

23024 小学生のエイズの
べんきょうシリーズ

・からだの
　ていこうとエイズ

　小学校の，保健「病気の予防」から，
「エイズの授業」へと発展させるエイズ
学習の指導を授業を中心にビデオにした
もの。
　病気をひきおこす病原体，からだを守
っている白血球，エイズのウイルスとか
らだの抵抗力の関係，そして人権をベー
スに展開されている。

H7 21 小・中
・高

23025 小学生のエイズの
べんきょうシリーズ

・コンピュータグラフィック
によるよくわかるエイズ

　コンピュータグラフィクによる，鮮明
でわかりやすいアニメーションを駆使し
て，人間のからだの免疫システムを，小
学生にわかりやすように説明している。
　マクロファージ，ヘルパーＴ細胞，キ
ラー細胞，Ｂ細胞，Ｔ細胞の役割と活躍
ぶりを，体内に細菌が侵入してきた場合
とＨＩＶが侵入した場合を比較しながら
ＨＩＶのＲＮＡがどのように組み込まれ
るかを克明にみせる。

H7 13 小・中
・高

23026 こんにちは
１３才シリーズ

・思春期

　二次性徴，性器と性機能，思春期の心
理と前頭葉の発達などをていねいに解説
している。
　性的成長の正しい理解・自覚を通して
思いやりのこころを育てていく。
　人間教育としての性教育の具体的内容
をトータルにまとめ上げた性教育ビデオ
教材である。

H7 20 小（高）
・中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23027 こんにちは
１３才シリーズ

・いのちの歴史

　人間の性と他の動物の性はどこが違う
のか？人間のいのちはどのように始まり
継承されていくのか？はるかな人類の歴
史にさかのぼり，いつの時代にも人類が
求め続けてきたものは何だったかと問い
かける。
　生命の尊厳を実感させる，人間誕生の
瞬間をとらえた感動の実写。

H7 20 小（高）
・中

23028 エイズを学ぶシリーズ

１．エイズの授業

　ＮＨＫテレビでも放映され，大反響を
よんだ北沢杏子のエイズの授業をベース
に，神奈川県立高校１年６組の４ヶ月に
わたるエイズの学習を追ったドキュメン
タリー。
　エイズ患者の故ショーンさん，故平田
豊さんらが，エイズゆえに人権を侵害さ
れながらも果敢に生きる姿が描かれてい
る。

H7 30 中・高
・一般

23029 エイズを学ぶシリーズ

２．エイズと
　生きる人

　このビデオは，１９９３年４月故平田
豊さんが自分自身の発病，告知，家族，
サポートグループへの感謝，死生感を語
り，社会的弱者への思いやりと理解とを
淡々と訴える。
　社会から見たエイズでなく，エイズか
ら見た社会が，もっとよくなることを切
望し，愛を失ってはならないと結ぶ。

H7 24 中・高
・一般

23030 エイズを学ぶシリーズ

３．コンピュータに
　よるよくわかる
　エイズ

　コンピューターグラフィックによる鮮
明でわかりやすいアニメーションを駆使
して，人間のからだの免疫システムを説
明する。
　体内に細菌が侵入して来た場合とＨＩ
Ｖ（エイズを引き起こすウイルス）が入
ってきた場合を比較しながら，免疫の司
令官であるヘルパー細胞のＤＮＡにＨＩ
ＶのＲＮＡが逆転写酵素によってどのよ
うに組みこまれ，増殖していくかを克明
にみせる科学編。

H7 13 中・高
・一般

23031 エイズを学ぶシリーズ

４．さあいこう！
　エイズの抗体検査

　保健所でＨＩＶ抗体検査を受ける時の
申し込み方に始まって，問診，採血，告
知，カウンセリングの様子を，実際にこ
の仕事に携わっている医学博士吉永陽子
に再現していただき，一般の人々はもち
ろん，中学生，高校生にも「自分の健康
管理は自分で！」の意識をもつことの重
要性を訴える。

H7 21 中・高
・一般

23032 ＮＨＫスポーツビデオ

・水泳（Ⅰ）小学生の
　指導法　初級編

　初めてプールに入る子供たちが，水を
恐れず，水に親しみ，クロールで２５メ
ートル泳ぐことができるようになるまで
の段階的な指導法や練習方法など分かり
やすく説明している。

H10 30 小（低
・中）
・教師

23033 ＮＨＫスポーツビデオ

・水泳（Ⅱ）小学生の
　指導法　中級編

　クロールで２５メートル以上泳げるよ
うになった子供たちに，自由形・平泳ぎ
・バタフライができるように，それぞれ
の水泳のキックの仕方・手のかき方など
を詳しく説明している。

H10 30 小（中
・高）
・教師
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23034 ＮＨＫスポーツビデオ

・テーピング

　 近よく使われるスポーツテーピング
の正しい使い方とその種類について，実
際にテーピングをしながら解説。

H10 55 教師

23035 生命尊重学習ビデオ１
ピル先進国
英国からの警告

Ｐｉｌｌ
と環境ホルモン

　今，私達の「いのち」は数え切れない
ほど多くの科学物質に脅かされている。
内分泌錯乱物質いわゆる環境ホルモン，
そして，経口避妊薬ピルもそれらの一つ
である。
　ピルと環境ホルモン。どちらも私達だ
けではなくこれから生まれてくる次世代
の「いのち」に重大な影響を与えるピル
が体にどう働くのか，また，副作用はど
うなのかという大切な情報を理解する必
要がある。
　このビデオは，４０年前にピル解禁に
踏み切ったピル先進国である英国でいま
どんな問題が起こっているか現地取材し
さらにピルの作用の仕組みなどを分かり
やすく説明している。
　次世代の『いのち』への責任を考え，
ピルに対する正しい自己判断に役立つ，
生命尊重学習に 適である。

H11 28 中・高
・成人

23036 思春期と性 　思春期とは，二次性徴が現れ，大人の
体ができていく時期である。しかし，生
活面や精神面ではまだ親や大人に依存し
て生きていかざるを得ず，そのような自
分に対する焦りや苛立ちから反抗的にな
ることもある。
　思春期は他律から自律への過渡期，依
存から自立への準備期といえる。
　本教材の主な内容は，１，性意識と性
行動　２，性機能とその成熟　について
解説している。

H12 20 小・中
・高

23037 運動大好き

体力が豊かな心と体を育
む

　子ども達の体力低下が年々進行してい
る。身体をあまり動かさない生活習慣や
運動不足に原因する体力低下は，健全な
身体の発育や運動能力の発達を妨げてい
るだけでなく，物事に取り組む自発的な
意欲，ねばり強さ，人間関係づくり等，
心や脳の働きに関わる能力も低下させて
いる事がわかってきた。このビデオでは
，ある幼稚園でビニール袋風船遊び，肥
満児傾向の子どもに日常的に家のお手伝
いを通して体を動かすとか，親子が自然
の中で同じ物を拾ってくるとか，宝探し
ゲームを一緒にして五感を駆使しながら
運動する喜びを体感する。　　

H16 20 小

23038 授業に直結する汎エイズ
教育上巻 (生徒用)

人間教育としてのエイズ
教育　あたたかい心で考
えようエイズ

　エイズとは何か・免疫や日和見感染な
ど医学的知識を誰にでもわかるように教
える。どうすれば予防できるか？これだ
け知っていれば日常生活の心配はなくな
ります。エイズ患者に温かい思いやりの
気持ちを持つようにエイズをいじめや，
からかいにしないような教え方は？この
ビデオが明快に生徒を導いてくれます。

H17 24 中・高・一
般

VTR-139



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23039 授業に直結する汎エイズ
教育下巻 (教師用)

人間教育としてのエイズ
教育　生徒と心の通いあ
うエイズ教育

　エイズ教育の必要性はわかる。しかし
「実際に手をつけるときの戸惑い」，「
教えてみて，これでよかったかと疑問」
これに答えるエイズ教育の奥の手を教師
が使え言葉で具体的に示した。感染予防
教育がエイズ恐怖症や患者差別，血友病
への偏見に結びつかないように，情報処
理，人権思いやりの教育で統合した。

H17 21 一般

23040 エイズってなに？ １９８１年発見。主に南北アメリカ・ヨ
ーロッパ・アフリカで患者が見られる。
後天性免疫不全症候群と言われる。この
ウイルスに感染すると，人間の免疫力を
低下させ，命を奪ってしまうこわい病気
です。

H17 20 高・一般

23041 ＡＩＤＳ　エイズ

その正体と予防

　ＡＩＤＳは後天性免疫不全症候群のこ
と。感染すれば１００％死亡します。感
染源は無防備な性交渉です。予防にはコ
ンドームの使用が有効です。感染すると
，初めは自覚症状がなく，２～３年する
と３９度前後の熱や下痢が１週間位続き
，リンパ腺が腫れ，体重が激減すること
もあります。エイズの原因はウイルスが
白血球を攻撃し，白血球をエイズウイル
スに変身させ増殖するからです。

H17 25 高・一般

23042 エイズストップ作戦　全2
巻

（第１巻）エイズの正しい知識と予防
ＡＩＤＳとは後天性免疫不全症候群の英
語の頭字をとったもの。日常生活におい
てはほとんど感染しない。感染は無防備
な性交渉，輸血，母子感染。感染力は弱
い反面，１度感染すると強い増殖力を持
つ。発病までには個人差があるが６ヶ月
１０数年。
（第２巻）エイズ対策の現在と未来
治療薬～研究されてはいるがウイルスそ
のものがめまぐるしく変わるのでワクチ
ンの開発は難しい。発病した場合の治療
法～aztdd, tddi, ddcをつかっている。
近々飛躍的な薬物が考えられている。

H17 36 高・一般

23043 免疫とエイズ 　日常生活の中では身の回りにはたくさ
んの大腸菌等の病原菌が空気中にたくさ
ん漂っている。なぜ人は簡単に病気にな
らないかを血液中の赤血球や白血球の働
きを説明している。しかし，白血球でも
かなわないエイズウイルスが侵入してく
るとそれまでの免疫力ではかなわなくて
感染することを説明している。

H17 22 小（高）

23044 ＡＩＤＳ

正しい理解と行動

街頭でエイズ予防キャンペーンが行われ
ている。通行人の若い女性，成人男性に
聞くと「ピーンとこない」，「遠いとこ
ろの話し，自分には無関係だ」と言う人
が多い。しかしエイズ電話相談窓口には
沢山の相談が寄せられている。

H17 21 高
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23045 エイズとその予防 エイズウイルスとエイズの特徴を知る。
①ウイルスの電子顕微鏡の写真
②免疫の仕組みと感染経路
③エイズ研究・治療・検査の実態
④患者や感染者と共に生きよう。

H17 30 中・高

23046 君たち、エイズをどこまで
知ってる？

■エイズはなぜこわいか
■うつるとなぜ死ぬのか
■どのようにしてうつるか
■どうしたら予防できるか
■正しい知識を見につけよう
■エイズ感染を確認するには
■自分の命を大切にしよう

H17 39 中

23047 君たち、エイズにかかる
なよッ！

①エイズはなぜこわいか
②うつるとなぜ死ぬのか
③どのようにしてうつるか
④どうしたら予防できるか
⑤正しい知識を見につけよう
⑥コンドームのつけ方・使い方
⑦エイズ感染を確認するには
⑧自分の命を大切にしよう

H17 42 高

23048 健康なくらし 1単位時間を使って，先ず病気やけがに
焦点をあて，健康の大切さを理解させ，
その上で“免疫”について，“免疫不全
“についてそして“エイズをとりあげ，
人間のからだのしくみと合わせて小学生
がよくわかるように授業を展開していま
す

H17 47 小

23049 ④エイズとともに生きる

少年ジョナサンの日々

エイズに感染している人は現在は一千数
百万人と言われ，２１世紀には４０００
万人を超すと言われている。エイズに対
する正しい知識を持つことが大切だが，
同じくらい大切なのがエイズ感染者や患
者を理解し，共に生きていくこと。赤ち
ゃんの時の輸血でエイズに感染したアメ
リカのジェファーソンに住むジョナサン
という小学４年生の少年。この少年の日
常生活を通して，周りの人の愛と友情と
深い理解がいかに大切かを問いかける。

H17 25 小・中

23050 ⑤エイズの感染と予防 　エイズウイルスは，人間の体の免疫シ
ステムを破壊するウイルスである。ウイ
ルスの特徴は，　　　　　　　　　　　
○白血球の中のＴ細胞のような特殊な細
　胞の中でしか生きられない　　　　　
○熱や水や空気に弱くこれらに触れると
　短い時間で感染力を失う　　　　　　
○大量にしかも一度に体内に入らないと
　感染しない。これらの特徴を理解して
　感染しないためには，麻薬の回し打ち
　やコンドームを着用しない性交などの
　危険な行動をとらない事が大切である
　。　

H17 23 高・一般
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23051 エイズの予防 　今，エイズ汚染地域が世界的規模で急
速に広まっています。日本でも濃厚汚染
地域に長期出張する主人公に，エイズ予
防を教えていきます。エイズの正体とエ
イズに関する正しい知識を深く知り，そ
の予防と特徴を詳しく説明します。日常
生活の中でのチェックポイントを分かり
やすく整理します。

H17 20 高・一般

23052 エイズを科学する 　エイズに関する情報は，科学的なもの
や，興味本位のものなどが入り乱れ，大
変混乱しています。私たちはパニックに
陥らないためにも，また，エイズにかか
らないためにも，エイズを正しく認識し
なければなりません。豊富な資料やアニ
メーションで描きます。

H17 30 高・一般

23053 性とＡＩＤＳ①私たちの性 　私たちの性　健康な男女が交際してい
けば性交がある。性交については二人で
真剣に話し合って愛と性についてしっか
りした意見を持つことが大切。お互いの
体の仕組みをよく知り愛情と信頼をもつ
こと。

H17 30 高

23054 性とＡＩＤＳ②エイズの予
防と正しい認識

　人の体を守ってきた免疫の元になる働
きはリンパ球です。ＨＩＶのウイルスは
人の抵抗力を弱め，外部の病原体にきわ
めて弱くなる病気です。感染は主に３つ
。性交，血液，母子感染。予防するには
信頼おける人と性交すること。

H17 30 高

23055 エイズなんかこわくない 　子どもたちが先生とサッカーに興じて
いるときに転んで出血したことから，エ
イズの話に導入していく。子どもたちは
エイズについてはある程度の知識は持っ
てる。先生はエイズについてわかりやす
くエイズにかからないための予防法を教
える。

H17 14 小（中）

23056 アニメ映像による　エイズ
予防のためのセイフ・セ
ックス

　恋人同士，友達とのフリーセックス。
若者達の生活とセックスは切っても切れ
ない関係にある。しかしエイズ感染が広
まりつつある現状では，エイズに関する
不安と恐怖の影がじわりじわりと迫りつ
つある。

H17 10 高

23057 エイズは今　PART1

～正しい理解と対応のた
めに～

　主な感染経路は，無防備な性交による
体液の侵入。このほかに患者である母か
らの母子感染，輸血など。予防の手段は
正しい性交渉。コンドームの装着。エイ
ズウイルスが体内に侵入する仕組みを説
明し，感染経路を理解させて，危険な行
為を示唆している。日本はエイズ患者を
偏見や差別の目で見ないようにしている
。

H17 30 高
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23058 エイズは今　PART2

～正しい理解と対応のた
めに～

　エイズウイルスが体内に侵入するメカ
ニズムを説明し，検査を受けること，結
果によって治療を受けること説明。感染
経路を理解することによって，危険な行
為と安全な行為の区別を明確にしている
。更に一般社会においてのエイズ対策に
ついて，注意すべき点を指摘し，偏見や
差別意識を持たないように指導している
。

H17 30 高・一般

23059 ＡＩＤＳ　エイズ

本当にこわいのは何か
！

　東京新宿の若者にエイズのアンケート
を採った。普通につきあう，絶交するか
もの声もあった。ある高校で患者との話
し合いもなされた。感染を防ぐにはコン
ドームを使うこと。患者とのつきあい方
には，差別意識はさらさらない。普通に
接するとのプラス思考の意見が出た。

H17 30 高（中）

23060 エイズを学ぶシリーズ１　
エイズの授業　

１年６組　エイズ授業の
記録

　神奈川県立相武台高校１年６組の４ヶ
月にわたる授業の記録。授業を始める前
のインタビューで「エイズは（死んでし
まうから）こわい病気」と答えた同じ生
徒が，４ヶ月後には「こわいのはエイズ
ではなくて僕たちがもっている偏見だ」
と，意識の大きな変革が語られる場面は
，教育効果のすばらしさを実感させます
。

H17 30 中・高・一
般

23061 エイズを学ぶシリーズ２　
エイズと生きる人　

平田豊さんは語る

　発病２年になる平田豊さんに北沢杏子
が，その死生観やエイズ教育についてほ
かを語ってもらったもの—感染した人や
発病した人の人柄にじかに触れること，
それがエイズへの偏見を払拭するいちば
んよい方法です。

H17 23 中・高・一
般

23062 エイズを学ぶシリーズ３　
コンピュータグラフィック
によるよくわかるエイズ　

　ＷＨＯによるとＨＩＶ患者は２０世紀
には４千万人，発症者は千万人。死亡者
は５００万人と推定しています。
　正常な血管内での白血球の働きを紹介
しています。しかしエイズウイルスに感
染すると，白血球の中の細胞がエイズウ
イルスに変身させられ体中をおかしてし
まう。

H17 13 中・高・一
般

23063 ティーンの性教育シリー
ズ③　エイズと人権　

　エイズ教育の柱である感染者や発症者
の人権の問題を踏まえ，感染経路や日常
生活では感染しないこと，ＨＩＶと免疫
不全のメカニズムなどを，アーニ出版美
術部作成の教材やアニメーションを駆使
して展開。

H17 27 中・高

23064 エイズの知識と対策 　日本では血友病患者が血液製剤の輸血
で感染が確認されました。エイズは元来
人の持っている病気に対する免疫力を低
下させる新しい性病である。
　日常生活では感染しないが，不特定多
数との身防備なＳＥＸ。
　予防にはウイルスが２４時間で変化す
るのでワクチンの製造は難解を極める。
今の段階では治療の術はない。

H17 24 高
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23065 教師のための　エイズ教
育待ったなし！

－何をどう教えるか－

・エイズ教育の第一線で活躍されている
　，小，中，高校の先生方が貴重な体験
　に基づいたエイズ教育の重要なポイン
　トを公開。
・項目別，テーマ別に取り上げ，分かり
　やすい
・「エイズに関する指導の手引き」に準
　拠している。
・教え方のさまざまな方法と展開例が盛
　りこんであり，具体的ですぐ役立つ。

H17 45 一般

23066 エイズとともに生きるため
に
　LIVING　WITH　AIDS　

　エイズが大きな社会問題になっている
現在， も感染の危険にさらされている
十代の若者に正しいエイズ教育がなされ
ることが急務になっています。エイズに
関する教育の先進国の取材を中心に，エ
イズと共に生きる正しい知識と差別や偏
見を無くす社会を作っていきましょう。

H17 27 一般

23067 未来からのメッセージ

知ってほしいエイズのこ
と

　「教育こそワクチン」と言われている
ように，エイズウィルスに有効なワクチ
ンが開発されていない現在，エイズの予
防のためには，教育の重要性が指摘され
ています。このビデオは，中学校のエイ
ズ教育に役立つよう，免疫機構を分かり
やすく解説するとともに，感染者の実例
を交えながら，生徒一人一人が，エイズ
についての正しい知識を身につけ，偏見
や差別を払しょくするとともに「よりよ
い未来をつくる」よう工夫されています
。

H17 31 中

23068 エイズ教育の講演法

～ドクターからの提言～

　高校生や中学生そして小学生に，エイ
ズについて講演するときどのような内容
を，どのような表現で，どこまで詳しく
話せばよいのでしょうか。この作品では
，その目安を示すための講演例と，注意
すべきポイントをまとめてあります。

H17 38 一般

23069 からだのていこう力とエイ
ズ

　小学校の保健「病気の予防」から，「
エイズの授業」へと発展させる。病気を
ひきおこす病原体，からだを守っている
白血球，エイズウィルスとからだの抵抗
力の関係，そして人権をベースに展開。

H17 21 小

23070 コンピュータグラフィック
による　小学生版　よくわ
かるエイズ

　

○ ＨＩＶと免疫
　侵入してきた細菌やウイルスを食べて
　しまうマクロファージや命令するヘル
　パーＴ細胞。侵入者をやっつけるキラ
　ー細胞
○エイズを引き起こすウイルスはエイズ
　にうつるのではなく「感染する」
○細菌とウイルスの違い○ＨＩＶの構造
　と機能などをコンピューターグラフィ
　ックによって小学生にも分かるように
　解説する。

H17 13 小
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23071 新しい保健③ジョナサン
君といっしょに

－エイズとともに生きよう
－

　１９８３年３月１９日アメリカのコロ
ラド州に生まれたジョナサン・スウェイ
ンは輸血によってエイズに感染。周囲の
人たちの理解と愛情によって発病せずに
元気に小学校へ通っている。彼がエイズ
に対する正しい知識を持ってもらうため
に１９９３年６月に日本へ来た。「エイ
ズの人を怖がらないで。僕にしてくれた
ようにその人達とも仲良くしてあげて」
と言うメッセージを残してアメリカに帰
っていきました。

H17 15 小

23072 新しい保健④エイズを知
ればこわくない

　ＨＩＶは体の中に入ってもすぐには発
病しない。エイズウイルスは空気中には
いないので口や鼻から入ってくることは
ない。ＨＩＶがいるのはＴ細胞の中だけ
で，体の中では血液や男性の精液，女性
の膣分泌液の中にいる。そのためＨＩＶ
に感染している人の血液にふれると感染
することがある。けがをした人は大人に
治療してもらう。

H17 19 高

23073 エイズはいま

－その教育のためにー

　エイズについては「教育こそワクチン
」と言われている。一方で学校での指導
をどうしてよいかよく分からないと言う
声もありますので次の３つを重点として
作成してます。
①患者，感染者の生活の様子を知らせる
② 新のエイズ情報を知らせる。
③児童生徒の疑問に答える。

H17 52 一般

23074 ＳＴＯＰ　ＨＩＶ／ＡＩＤＳ

エイズストップのために
…

①ＨＩＶ／エイズ拡大の世界的な現状
②ＨＩＶとエイズの医学
③ＨＩＶ感染と日本の若者
④急がれる予防教育
⑤エイズの治療と薬剤体制
⑥検査と治療
⑦エイズへの社会的な取り組み
⑧エイズの治療薬開発の 前線
⑨ＳＴＯＰ　ＨＩＶ／ＡＩＤＳへのメッ
　セージ

H17 38 高・一般

23075 サイレント・スクリーム 胎
児からのＳＯＳ　沈黙の
叫び

　妊娠中絶でバラバラになった胎児が吸
引される映像があるのでこのビデオの一
部は保護者の同伴が望まれる。
産婦人科の医者が超音波映像機で妊娠中
の女性の体内にいる我が子の様子を母親
に見せている。
　胎児も一個の人間である。多くの命が
失われている現実がある。よりよい解決
策を考えるべきである。

H17 30 高

23076 若葉

一生自分の歯で食べよう

    歯の構造，働きについて説明。咀嚼数
は１回の食事で３００回，一日９００回
。一生で２６万回。咀嚼は大脳を刺激し
発達させる。そいて栄養物を消化する唾
液の分泌を活発にし，虫歯の細菌や汚れ
を洗い流す働きもする。
人の歯は６才で２０本。第一臼歯が乳歯
の下に生えてる。歯の生え替わりは１２
才頃までに終わる。

H17 30 小・中
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23077 歯を丈夫にきれいに（小
学校編）Ｎｏ.１　じょうぶな
歯、つくろうね

　教室での楽しい給食の様子。給食が済
むとみんなでブラッシング。ブラッシン
グしないと口の中は汚れたままなので，
歯がてとてもかわいそう。
 　六才臼歯の大切さを解説していく。乳
歯と永久歯の生えかわる様子をアニメで
紹介。ブラッシングやぶくぶくうがの大
切さ，歯ブラシの使い方を練習。

H17 11 小

23078 歯を丈夫にきれいに（小
学校編）Ｎｏ.2　プラーク・
食べかす・ブラッシング

　自分の口の中の様子を確認するところ
から始まる。そして，乳歯と永久歯の生
え替わりのレントゲン写真を見る。今朝
，ブラッシングをしてきた歯のプラーク
を顕微鏡で観察する。ばい菌が動いてい
る。染め出し液で歯を見る。磨き残しが
たくさんある。

H17 13 小

23079 むし歯の予防 　男の子が固いせんべいをコップの水に
浸して食べている。虫歯が痛くて強くか
めない。歯は固いエナメル質と象牙質か
ら出来ている虫歯はエナメル質に穴が開
いて出来る。その原因は食後，歯の間の
食べかす，甘い物などをミュウータンス
菌が酸に作り換え，固いエナメル質を溶
かして穴を開ける。虫歯予防には歯磨き
が一番。

H17 21 小

23080 歯と歯肉の健康づくり　
観察と歯のみがき方１　
はじめまして！おとなの
歯

    このビデオは第一大臼歯の観察とみが
き方の授業に役立つようになっています
。
第一大臼歯の特徴と歯磨きのポイント。
始めに自分の歯の観察から始まり虫歯の
存在に気づかせる。第一大臼歯の磨き方
，歯ブラシの使い方，ブラークの染め出
し方，よく磨くにはどうすればよいか，
どんなことに気をつければよいか，歯ブ
ラシ選びのポイントなどを詳しく説明し
ている。

H17 9 小

23081 歯と歯肉の健康づくり　
観察と歯のみがき方２　
まえ歯もおとなになった
よ！

　前歯を磨く練習をしよう。白く濁って
いるのは，プラークと言ってとてもねば
ねばしているんだ。ぶくぶくうがいだけ
ではとれないな。やっぱり歯ブラシが一
番だね。ただ磨いても歯は丸っこいから
両方のはじっこは磨かれてないね。歯ブ
ラシには，脇・つまさき・かかとの３つ
があって，そこを上手に使い分けて磨く
といいんだよ。３つの磨き方があるんだ
よ。

H17 7 小

23082 歯と歯肉の健康づくり　
観察と歯のみがき方４　
きれいにみがこう！おと
なの歯

　小学校高学年になると乳歯から永久歯
に生え替わる。そこを捉えて歯を大事に
しようと言う気持ちを起こさせることが
大切。
１自分の口の中をよく観察させ第二臼歯
　の存在に築かせる
２ブラークを落とす意識を起こさせる。
　指導事例１と２で丁寧に指導してある
３自己評価させる。

H17 9 小
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23083 歯を丈夫にきれいに

№.3　輝いているかな　き
みの歯

　ブラッシングしても歯に汚れは残って
いる。汚れは口臭の原因の一つです。こ
の汚れ・食べかすのばい菌が虫歯ばかり
でなく歯肉や歯周組織の病気を引き起こ
すもとになります。５，６年生の健康な
歯肉も油断しておくと中学・高校生ぐら
いになると歯肉炎や歯周炎になります。
子どもたちは鏡で自分の歯の生え方や並
び方にあったブラッシングの方法を発見
します。

H17 15 小

23084 障害のある人のために　
口腔管理とその実際　第
１巻　知っておきたい歯
の問題いろいろ

　障害者にとって口腔管理はおろそかに
なりがちです。歯の役割は食べる。言葉
を話す。顔つきを整える等重要なのです
。寝たきりの流動食の重度障害者には歯
は必要ないのでしょうか。決してそうで
はありません。歯がある，かみ合わせが
できる点で精神的安定感を得られるので
す。後は虫歯予防の話。

H17 30 一般

23085 障害のある人のために　
口腔管理とその実際　第
2巻　歯の健康は予防か
ら　

　歯とその周辺の基礎的な知識をふまえ
て，障害のある人たちに特有の口腔内の
問題をさまざまな角度から取り上げ，そ
の対応策を具体的に紹介します。

H17 40 一般

23086 子どもの退化病と闘うシ
リーズ　その1　子どもの
歯とアゴが危ない

　子どものあごが小さくなりかむ力が弱
くなったと指摘されている。それは固い
物をさけ，柔らかい物を食べさせるため
に奥歯でかむことなく前歯でのみかみ切
り飲み込もうとしている。口元の締まり
がなく，かみ合わせがおかしくなって体
の不調を訴えている子が増えている。あ
ごが退化している。

H17 23 一般

23087 子どもの退化病と闘うシ
リーズ　その2　噛む食生
活を取りもどそう

　福岡市の高取保育園の給食。噛むこと
の実践を通して指導している。食材は玄
米が主食で繊維質の多い野菜を食べる。
１００回噛むと消化の助けになる酵素マ
ンがくると教えている。ある歯科医院で
は口遊びを通して口元，ほほの筋肉を鍛
えている。
　母乳も高タンパク，脂肪の食事ではど
ろどろで赤ちゃんは飲まない。植物繊維
の多い和食の母乳が良い。

H17 26 小・一般

23088 子供の食生活と健康 　ある幼稚園での園児の弁当。好きな物
を柔らかく，噛まずに済む物，おかずが
多く米飯が少ないのが共通している。
　ある中学生の一日の生活サイクルを見
ると，朝寝坊，朝食抜き，排便なしの登
校。給食は好き嫌いして食べ残す。　　 
  下校時に買い食い。塾で２０時までそ
の後ポテトチップス。夕食は８時過ぎ。
しかし，既におなかいっぱいになり夕食
も残す。
　これでは体をこわすのも当たり前。京
都のある小学校の地域ぐるみの食生活改
善の 取り組みをみてほしい。

H17 26 中
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23089 みんなでなくそう食中毒

－たべものの安全と健康
づくり－

　アニメーション。病原大腸菌Ｏ１５７
が問題となって以来，食品の衛生管理に
ついて数多くの人が関心を持ってきた。
　「食中毒の適切な予防法」食中毒を防
ぐには菌を付けない，増やさない，殺す
という３原則がポイントであることを押
さえ，様々な病気の原因となる細菌の恐
ろしさについて具体的な映像によって学
習する。

H17 16 小

23090 からだの中から健康に

～食物繊維でいつも元
気～

    食物繊維はおなかの調子を整え，腸管
内の有害な物質を吸着し体外に排泄病気
を予防してくれます。また余分な栄養素
の吸収を防ぎ，少量の食物で満腹感を味
わい，健康維持，病気の予防に役立つ。
食物繊維はスポンジ状にふくらみ，肥満
の防止，解消。栄養素の吸収がゆっくり
なされるので糖尿病の予防にもつながる
。

H17 13 小・中・高

23091 ビデオ版“目”シリーズ1
巻　目ってだいじね

　眉毛は汗を防ぐ，まつ毛はゴミから目
を守る。まつ毛は上が１５０本，下は
５０本。まぶたは砂などから目をまもり
，涙で目を乾かないようにする。目玉は
ピンポン球位で中にはすきとおったゼリ
ーみたいなものが詰まっている。目によ
い食べ物はチーズ，ミルク，魚，わかめ
等。インスタントラーメンはダメ。遠い
景色や緑を見るのも目にはとってもいい
んだ。テレビやゲームのしすぎはダメ。

H17 15 小

23092 心肺蘇生法

（一次救命処置）

    病院以外で，人が心臓病，事故，溺水
，薬物中毒，電撃等で倒れているときは
，意識昏睡，半昏睡状態にあるので分秒
をを争って救命措置を開始しなければな
らない。専門の救助者を待っていては手
遅れになる。
患者の状態（呼吸，意識，脈拍，顔色，
冷汗，嘔気，瞳孔）の状態を見て，自発
呼吸していなければ人工呼吸をして，気
道の確保をし，心臓マッサージをするこ
とが急務であるその上で近くの人に医師
，救急隊に連絡，処置の依頼をする。呼
吸停止後２～４分，心停止後２～４分で
死に至る。心肺蘇生法の詳しいことはビ
デオを見てほしい。

H17 20 一般

23093 命をつなぐ救命救急シス
テム

　ドクターヘリは，九州では久留米医大
にある。消防署や救急救命センターから
の要請によりおよそ５分で出動できる。
ドクターヘリは人工呼吸，心電図などの
器具を備え，早期治療を行っている。現
在全国に７カ所あり，九州では久留米に
あり，県内であれば２５分以内に到着し
，１５分以内で病院に搬送し治療が出来
る。
　特徴は患者の早期治療ができ，救命率
のアップになっている。使用費用は国・
県の補助。ただし医療行為は患者の負担
になっている。

H17 15 一般
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23094 子供の成人型糖尿病 　糖尿病はどんな病でしょう。芋，ご飯
から得られたブドウ糖は，血液中にとけ
込んで 終的にＣＯ２と水に変わります
。そのときにでるエネルギーを活動源に
しています。ブドウ糖が血液に入るため
にはインスリンという鍵穴が必要です。
　糖尿病の原因は肥満とストレスと言わ
れています。今の子どもたちは学校が終
わっても忙しくストレスがたまっていま
す。その上，高脂肪，カロリー，糖分を
とりすぎ肥満体になっています。これを
防ぐには外で元気に遊び，ストレスと肥
満をなくすことです。糖尿病の怖さはビ
デオを見て。

H17 17 一般

23095 みんながダンサー！楽し
いダンスの学習（中学校
・高等学校編）

　ダンスは心と体を開放してリズムやイ
メージの世界で踊り，個々の持ち味を生
かして創意工夫したり，仲間と交流しあ
える楽しさや喜びを感じることができる
運動です。
　ダンスの学習内容は学習指導要領の改
訂により，これまでの「創作ダンス」と
「フォークダンス」に「現代的なリズム
のダンス」が加わって３つの内容で構成
されています。
　「現代的なリズムのダンス」「創作ダ
ンス」「フォークダンス」のそれぞれの
単元学習の進め方をくわしい解説と実際
の授業風景を交えてわかりやすく説明し
ています。

H17 45 中・高

23096 はずんで！踊って！楽し
い表現運動の学習（小学
校編）

　表現運動には，学習内容として，「表
現運動」「フォークダンス」に新しく「
リズムダンス」が加わりました。表現運
動では子どものテーマに対する自由な空
想，イメージ，動き。フォークでは日本
の古い文化と外国の文化を吸収し，皆で
いっしょに踊って楽しみます。リズムダ
ンスでは，軽快なロック，陽気なサンバ
のリズムで踊る楽しさを体験します。そ
れに縦の動きを取り入れたヒップホップ
ダンスもあります。　低学年，中学年，
高学年の指導事例を紹介しています。

H17 45 小

23097 心も体もイキイキ！やっ
てみよう！体ほぐしの運
動！（中学校・高等学校
編）

　新指導要領では，体つくりの運動に「
体ほぐしの運動」と「体力を高める運動
」を取り入れています。体ほぐしを取り
入れた背景には，子どもたちの日常生活
の遊びに体を動かす体験遊びが減少し，
生活環境の変化やストレスがたまってい
ることがあげられます。友達と一緒に手
軽な運動，律動的な運動を行い，体を動
かす運動の楽しさ心地よさを味あわせ，
自分，仲間の体や心の状態に気づき，体
の調子を整える，仲間と交流する楽しさ
を味あわせるのです。

H17 35 中・高
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23098 着衣泳　高学年指導編 　水死の７０％は着衣者です。消防署に
救助を頼んでも時間がかかります。どう
したら長時間浮くことができるのでしょ
う。服装は厚手の長袖と長ズボン。泥の
ついてない運動靴を準備。着衣してプー
ルに入ります。同じ体力，泳力の人とバ
ディを組み，２組のバディで４人班をつ
くり，班長を作ります。大きく息を吸っ
て上を向き背浮きをし相手は腰を支えて
あげます。そのとき足先を水面に出すよ
うにし手もまっすぐ伸ばします。背面，
前面，流水着水などがあります。救助法
なども紹介してあります。

H17 30 小・中

23099 小学校・性教育実践授業
シリーズⅠ①導入　ＳＥＸ
ってなあに

　子どもたちに男だな，女だなと感じた
のはどんな時ですかと問うと，トイレに
はいるとき，町でお風呂に入るとき，プ
ールで着替える時との答えが返ってくる
。ここではギリシャ神話のアンドリギノ
スを登場させる。彼は男女が胴体に二つ
の頭を持った体を持った姿をしている。
それを二つに分けることから男と女が始
まった。二つに切ったのだからお互いに
分身なんだ。神様が作った人間は皆，世
界のどこかに自分の分身がいる。分身を
ベターハーフと言うんだ。分身が分身は
お互いに愛し合う関係になって愛を交わ
す。それがＳＥＸだ。

H17 60 小

23100 小学校・性教育実践授業
シリーズⅠ②月経　女の
子ってなあに

　前時で外性器のことを学んだ。男子は
ペニス。女子はバギナ，クリストス。女
子のおなかの中を表すマスコット人形を
出してくる。おなかの中をはぐると，内
性器がでてくる。それはどんな仕組みで
どんな働きをしているのだろうか。子宮
は子どもの宮殿赤ちゃんが育つ所。４年
生くらいになると大人になる準備が始ま
る。一月に１回卵子が飛び出して赤ちゃ
んベッドを作る。赤ちゃんが生まれない
と準備したベッドが崩れて体外にでる。
そのことを月経という。初めての月経を
初経といって家族で祝います。大人に近
づいてゆく喜びを家族で祝う。

H17 60 小

23101 小学校・性教育実践授業
シリーズⅠ③射精　男子
の体の成長

　男の子は６年生くらいになると体の成
長に関心を持ち出してくる。大脳が大人
になる準備の命令を出すとホルモンがで
て精巣に伝わる。精巣では精子が一生作
られ続ける精子の大きさは0.06㎜。一日
に７千万個。一秒に千個作られる。それ
はいったん副精巣にたまって，大部分は
やがて体に吸収されてしまう。ところが
たまりすぎると体外に出る。それを射精
という。エッチな写真を見たりすると，
ペニスが立つ。それを勃起という。勃起
は精液を女性の体に送り込むために必要
。夢精にもふれている。自慰は悪いこと
ではない。

H17 60 小
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23102 小学校・性教育実践授業
シリーズⅠ④性交　心と
からだのふれあい

　熊本県梅林小６年生の１時間の授業を
通して性交について考える。生殖だけで
性交を教えるのでなく人間関係という観
点でチャレンジした授業である。授業の
始めに隣の人と手をつなぎ合ってみる。
次に担任の先生の赤ちゃんの頃の様子の
紹介〈小さい頃〉〈今の自分〉〈大人〉
〈年をとって〉それぞれに時期に好きな
人と出会っていく。相手のことが好きに
なって幸せな気分になる。出会い方，ふ
れあい方，愛し合った２人が裸で抱き合
って性交をするそして赤ちゃんが出来る
。愛のない性交は赤ちゃんを不幸にする
。

H17 60 小

23103 小学校・性教育実践授業
シリーズⅠ⑤誕生　赤ち
ゃんは子宮の中の主人
公

　群馬県桐生市境野小学校５年１組での
岡田法子教諭による学級活動の中に位置
づけた授業の様子。赤ちゃんの心音を聞
かせて授業開始。子どもを参加させる授
業にし，疑問に思うこと，先生に聞きた
いことの発表。①流れている血液は誰の
物か②おしっこやうんちはどうするのだ
ろう，との疑問に答えていく。次に赤ち
ゃんが子宮の中で育っていく様子をＯＨ
Ｐで示す。また，実際の出産の様子をビ
デオで見せる。
　妊娠中の同僚の先生の話。岡田教諭が
作った赤ちゃんをみんなで実際に抱いて
みる。

H17 60 小

23104 わたしたちの　生命創造 　受精・妊娠・胎児の成長・出産を記録
した映像です。従来は中学校・高等学校
以上の人たちを対象とした作品でしたが
，子どもの問い“わたしたちはどこから
きたの？に正しく答えられるように，そ
してムリなく自然に正しい性の知識をう
け入れてもらえるように配慮しながら，
子どもにわかりやすい解説にしました。
あわせて，かけがえのない「いのち」の
大切さも語っています。

H17 18 小

23105 生命創造 　この映画は人類史上，初めて胎児の成
長の過程を克明にしかも鮮明な３５ミリ
カラーで写した記録映画です１９６９年
モナコのグレース王妃は受胎と胎児の成
長に関する国際会議を開いた。会議の結
論を広く世界に示そうと試み，パリの全
ての病院が協力した。自然の営み，生命
誕生の厳粛さに感動をもち，性の知識を
明るく正しく得ることができる。

H17 18 中・高

23106 ＯＮＥ＆ＯＮＬＹ

いのち　美しいもの

　若者の性と愛に関する座談会。愛さえ
あれば性交してもかまわない，赤ん坊が
生まれれば３人で苦労しながら成長して
いく。愛があれば結婚まで性交は待てる
，様々な意見が飛び交う。
　２才の障害児を産んだ若い夫婦。障害
を知りながら悩み，そして出産する。母
はきっとこの子は障害以外によい物を持
っているに違いない。障害なんて個性の
一部だ。

H17 27 中・高
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23107 いのち―おくりもの 　若い世代に，私たち日本人が引き継い
できた「命の誕生」を見つめ見直すこと
から，胎児のいのちの尊さ，生きる意味
を知らせるものです。いじめ，自殺，
１０代の妊娠中絶等の生命軽視の中にあ
って，いのちは贈り物の視点から，「本
当の人間として育てる」いのちの教育の
大切さをメッセージします。

H17 25 高

23108 成長する心とからだ　上・
下

上巻
家族の心を一つにして，助け合う暖か色
の家族
①思いやる心～相手のことを思いやる心
　。皆はたくさんの人々の力の助け合い
　の中で生きてる
②家族の役割～それぞれが出来る役割を
　持って助け合うことが大切。
③いつから家族になったか。実はお母さ
　んのおなかの中から家族の一員。
④生命の誕生～花はおしべの花粉がめし
　べについて，動物は交尾をして，人間
　は愛によって命が生まれるの。
下巻
　４年生頃から女子はお尻が大きくなっ
たり性毛が生える。男子は一年遅れてす
ね毛などが出てくる。体つきが変わって
くるのは大人への準備 
①月経の仕組み  女子は子宮で赤ちゃん
　のベッドを作る。精子と巡り会わなか
　ったらベッドがいらなくなってワギナ
　から出て行く。それが月経。初めての
　月経を初経，初潮という平均して１２ 
  才
②射精の仕組み～男子は副睾丸に精子が
　一杯たまってくると自然に体外に出る
　。これが射精。男女仲良く協力するこ
　とが大切。

H17 36 小

23109 性　いま「性＝生」を考え
る[児童版]

　性情報はちまたに溢れている，といわ
れる。だが，１０代の傷つきやすい少年
少女にとって本当に必要な知識や性に対
する判断材料は意外なほどに乏しい。ア
ップテンポで，中・高生の性意識が本音
で語られ，性についての肩ひじはらない
論議が画面の中で広がる。中絶や出産，
そして長い人生の中で自らの性を冷静に
とらえるための素材を提供する。

H17 25 中・高

23110 中学・高校生向思春期の
医学シリーズ③性病の知
識

　仲良し３人娘のうちの一人が浮かない
顔をしている。理由を聞いてみると恋人
がソープランドに行ったことを彼と性交
渉をした後に告白されたとのこと。ソー
プランド嬢はエイズの検査をしたのでコ
ンドームを使用しなかったという。病院
へ行くと２人ともクラミジアという性病
にかかっていた。ＳＴＤ（性感染症）の
中のクラミジア感染症，淋菌感染症，梅
毒の３つの性感染症の病気の症状と感染
しないための予防法について解説する。

H17 17 中・高
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23111 わたしたちのからだと健
康VOL．1　たばこ・お酒
と健康

　「たばこ」に含まれている物質と，そ
れによって起こる病気，他人がすってい
る「たばこ」の害，アルコールの作用と
依存症，アルコールで起こる病気などに
ついて解説したものです。

H17 22 小・中・高

23112 わたしたちのからだと健
康VOL．２薬物乱用と健
康

　薬物の種類と，それによって惹き起こ
される悪い影響，薬物の誘惑，国際的な
薬物撲滅への取り組みなどについて解説
したものです。

H17 18 小・中・高

23113 わたしたちのからだと健
康VOL．3性のしくみ

　からだの成長と性の発達，男子生殖器
と精子，女子生殖器と卵子，妊娠のしく
みと胎児の発生などについて解説したも
のです。

H17 23 小・中

23114 わたしたちのからだと健
康VOL．４出産そして避
妊・妊娠中絶

　胎児の成長と出産，女性の行政的保護
，各種避妊の方法と避妊用具の紹介，妊
娠中絶などについて解説したものです。

H17 24 中・高

23115 わたしたちのからだと健
康VOL．５環境と健康

　大気汚染，水質汚染，土壌汚染が健康
におよぼす影響，森林伐採，酸性雨，フ
ロンなど地球環境の破壊などについて解
説したものです

H17 28 小・中

23116 わたしたちのからだと健
康VOL．６食事と健康の
かかわり

　からだに必要な栄養素の摂取とそれが
代謝されて行く過程，水の働き，カルシ
ウムの摂取と骨粗鬆症，塩分と高血圧な
どについて解説したものです。

H17 22 小・中

23117 わたしたちのからだと健
康VOL．７運動がつくる
健康

　筋肉へ運動を命令するしくみと運動エ
ネルギー源，運動と動脈硬化，運動とカ
ルシウム，運動で起こる怪我とＲＩＣＥ
治療などについて解説したものです

H17 22 中

23118 わたしたちのからだと健
康VOL．８心とからだの
健康

　断腸の想いの故事例から心とからだの
つながり，交換神経とホルモンの働き，
セリエのすとれす学説，心身症などにつ
いて解説したものです。

H17 23 中

23119 わたしたちのからだと健
康VOL．10応急手当

　救急心肺蘇生法のＡＢＣ，溺者の救助
，スポーツ外傷の応急手当，火傷の応急
手当などについて解説したものです。

H17 22 一般

23120 わたしたちのからだと健
康VOL．11からだを守る
しくみ　免疫の働き

　からだを防衛するしくみの免疫につい
て，細胞性免疫と体液性免疫，免疫力を
亢めるには，そして予防接種などについ
て解説したものです。

H17 21 一般

23121 わたしたちのからだと健
康VOL．12いっしょに考
えようＡＩＤＳのこと

　ＡＩＤＳとはどんな病気なのか，どう
感染し，どんな症状が現れるのか，更に
ＡＩＤＳを予防する方法などについて解
説したものです。

H17 29 一般
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番号
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

体育，保健体育科

23122 新　ぎもん・しつもん！む
し歯の予防

　ここでは「むし歯克服物語」の中に，
歯科検診における「Co（要観察歯）」の
意義やむし歯予防にかかわる「だ液のサ
イエンス」「再石灰化」「歯磨き習慣（
フッ素含む）」の内容。更に根本にある
「食習慣の改善」という歯科保健指導の
エッセンスが網羅されている。この作品
のポイントは第1に「乳歯から永久歯へ
の生えかわり時期」第2に「青少年期以
後における食生活の乱れの克服」におか
れている。

H19 24 小・中・高・
成人
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

家庭，技術・家庭科

24001 家庭科テーマビデオ

１．ほうちょうを
　使って

　ほうちょうをの使い方，生野菜の切り
方，じゃがいものむき方，切り方。

H3 18 小（高）

24002 家庭科テーマビデオ

２．野菜の油いため

　緑黄色野菜の栄養，青菜の油いため・
三色野菜の油いため。

H3 19 小（高）

24003 家庭科テーマビデオ

３．基礎ぬい

　玉結び，玉どめ，ぬいとり。なみぬい
，返しぬい。まつりぬい。

H3 20 小（高）

24004 家庭科テーマビデオ

４．さいほう用具の
　使い方

　さいほう箱の整理・針・糸・はさみ・
巻き尺・チャコへらの使い方など。

H3 18 小（高）

24005 家庭科テーマビデオ

５．よくわかる
　ふくろ作り

　布のたち方・ふくろの各部分のぬい方
・しあげなど。

H3 19 小（高）

24006 家庭科テーマビデオ

６．ボタンのつけ方

　ボタンの種類・機能。ボタンのつけ方
など。

H3 7 小（高）

24007 家庭科テーマビデオ

７．ミシンの使い方

　針のつけ方・上糸のつけ方。下糸のま
き方・ボビンの入れ方など。

H3 10 小（高）

24008 家庭科テーマビデオ

８．ごはんをおいしく
　たくには
　－米の吸水－

　実験を通して，おいしいご飯の炊き方
を解説。

H3 8 小（高）

24009 家庭科テーマビデオ

９．ビタミンＣを
　たいせつに
－野菜サラダを
　使って－

　野菜サラダ作りを通して，ビタミンＣ
の性質の調理上の工夫を解説。

H3 8 小（高）

24010 家庭科テーマビデオ

１０．かたゆでたまご
　・いりたまごと
　　たまご焼き

　ゆでる手順・切り方。その他たまごの
調理の要点。

H3 9 小（高）

24011 家庭科教材シリーズ

１．じょうずな
　買い物

　「ぼくは名前はトラ。この家は，お父
さんとお母さんとユキ子ちゃんツヨシ君
の４人家族と僕一匹。 近，ちょっと困
った事が起こった。ツヨシ君，お小遣い
を使いすぎちゃって，ラジコンキットの
代金を払えなくなっちゃった。でもそれ
でユキ子ちゃんは，お金の使い方につい
て考えるようになったんだ。
　お母さんと，買い物に行って，生鮮食
品，加工食品の選び方，家計簿の大切さ
を色々と勉強して今までの自分を反省し
ていく。

H3 19 小（高）
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

家庭，技術・家庭科

24012 家庭科教材シリーズ

２．家庭の生活と協力

　さとみは小学校５年生。山本家の長女
で，優という２年生の弟がいる。ある日
買い物の帰り，自転車で転倒してしまっ
た幸子（さとみの母）は，超能力を持つ
少女に助けられる。母の突然のけがで，
初めて家事を体験したさとみと優は，そ
の大変さを痛感。
　クラスに「自分のできる事を，進んで
やることが家族の一員として大切」と教
えられる。そして・・・。

H3 21 小（高）

24013 金属加工の基本 　＜金属加工１＞の単元を対象に，薄板
金によるブックエンドの製作を通して，
構造の強さについて理解させ，けがき，
切断，接合など，要素作業の定着をはか
ることを意図している。

S61 20 中

24014 やさしい
家庭電気教室

　電気製品は非常に普及しているが，そ
れに伴う電気について知識は必ずしも充
分ではない。そこから，よく起こる危険
な事故の原因とその防止法，簡単な故障
の診断や修理法等についてわかりやすく
解説する。

H3 20 中

24015 食品公害を追求する     目に見えない形で食品を汚染する化学
物質や添加物。その人体への影響を視覚
的に明らかにしながら，健康面，安全面
から毎日の食生活を考えさせる。

S61 28 中

24016 木材加工の基本

－本立ての製作－

　＜木材加工１＞の単元を対象に，本立
の製作を通して，その手順を示しながら
木取り，のこぎりびき，かんなかけなど
の正しい加工技術を習得させることをね
らいとしている。

S61 20 中

24017 家庭電気器具の
上手な使い方

１．掃除機
　・冷蔵庫・洗濯機

　電気器具は便利だが，便利さだけに頼
り，無駄で無理な使い方をしていること
が多い。
　一般的な家事用電気機器を選びその上
手な使い方，手入れ，保管の仕方，簡単
な故障の見分け方，修理法を紹介，暮ら
しを豊かにする電気の有効な活用法を考
える。

H3 20 中

24018 家庭電気器具の
上手な使い方

２．電気釜・電子
　ジャー・電子レンジ

　需要度の多い調理器具をとり上げ，失
敗の原因，家電製品の上手な使い方と留
意点をやさしく描き，電気の活かした使
い方を考える。

H3 20 中

24019 みんなでたのしく

－計画的な
　家庭生活－

　みんなで協力しながら楽しい毎日を過
ごしている和枝の家族の一日，家庭の計
画表を作って一日を上手に使える工夫に
ついて自らの課題として考える。

H5 20 小（高）
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

家庭，技術・家庭科

24020 春美とアキラの
通信販売

－契約を考える－

　子どもたちに身近な通信販売を通して
契約について考えさせる作品である。
　第一話では，先払いで購入したペンダ
ントを返品したくなった春美を例にとり
購入の仕方について考えていく。
　第二話では，欲しい者を買い過ぎて支
払いができなくなったアキラを例に，計
画的な金銭の使い方を考える。

H5 19 小（高）

24021 たのしく学ぶ
小学校家庭科

・快適なすまい方

　家の中の掃除や喚起・暖房・照明のこ
とから，環境美化や騒音のことまで，ド
ラマ形式をとり入れながら，児童自身の
立場から考えていくような構成になって
いる。

H5 20 小（高）

24022 たのしく学ぶ
小学校家庭科

・いろいろな調理

　卵料理，野菜料理，じゃがいも料理に
ついて，マニュアル的に見せている。
　それぞれ単独で見られるようにもなっ
ている。加工品を使った料理も盛り込ま
れている。

H5 20 小（高）

24023 情報基礎ビデオ

・コンピュータと
　“話”をしよう

　ＢＡＳＩＣを使った，簡単な計算や基
本コマンドをコンヒュータと生徒が対話
しながら操作の仕方を覚えていく。コン
ピュータへの親しみ覚えるビデオ。

H5 19 中

24024 情報基礎ビデオ

・ソフトウエア
　自由自在

　運動会のプログラムをつくることにな
った生徒たちが，図形や文章をつくるの
に便利なソフトウエアをパソコン君に求
める。
　アプリケーションソフトの使い方を知
ることで，コンピュータの仕事範囲の広
さを理解するビデオ。

H5 17 中

24025 情報基礎ビデオ

・コンピュータ
　と情報社会

　コンヒュータの歴史や情報処理の仕組
み，未来についての役割，影響，モラル
の問題を，テーマごとにレポートしてい
る。

H5 22 中

24026 情報基礎ビデオ

・ソフトウエアで
　“仕事”をしよう

　ソフトウェアをうまく活用して身近な
仕事ができたら・・・。
　運動会の特典やアンケート処理，図書
の貸出管理などを例に，表計算ソフトや
データベースソフトの活用方法を紹介す
るビデオ。

H5 26 中

24027 技術・家庭科シリーズ

・圭介の家庭生活

　母親が急用で帰郷。留守中の食事はど
うするか。洗濯は？ゴミの始末は？てん
やわんやのドラマのなかで，家族のなか
の自分の立場，家庭の仕事，地域との関
係を考える。

H5 23 中

24028 技術・家庭科シリーズ

・木を生かす知恵

　人間は木を生かし，木に生かされてい
る。森林から材木まで，私たちの暮らし
と深いかかわりをさぐり，材木の優れた
性質を生かす加工利用の知恵を学ぶ。

H5 19 中
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家庭，技術・家庭科

24029 技術・家庭科シリーズ

家庭でできる
食品テスト

　毛糸で調べる合成着色料うがい薬（ヨ
ード液）で調べるカマボコのでんぷんな
ど家庭でできる簡単なテストから，ソー
セージの保存料（ソルビン酸）野菜の化
粧（リン酸塩）の検出まで，８つの食品
テストのやり方を紹介している。

H5 19 中

24030 環境・今，
私たちにできること

　環境問題について自分自身や地域ぐる
みでできる事柄を実例から紹介。
　地球の環境は今や危機状態にある。そ
の対策として何をなすべきかを考えさせ
る。
　台所排水と水の汚れ，資源リサイクル
活動などが描かれている。

H5 29 中

24031 電子立国
日本の自叙伝

１．驚異の
　半導体産業

　トランジスタ発明秘話。ショックレー
研究所の離合集散。ゼロからの出発。バ
ケツ偏折装置の怪。そしてアメリカ詣で
・・・，半導体の半世紀は，日本のテク
ノロジー戦争でもあった。
　貴重な歴史的人物へのインタビュー，
そして初めてのテレビカメラが入った半
導体 先端工場などにより，日米半導体
史の全貌と，集積回路に込められた現代
テクノロジーの葛藤を描く。

H7 55 中・高
・一般

24032 電子立国
日本の自叙伝

２．ゼロからの出発

　トランジスタ発明秘話。ショックレー
研究所の離合集散。ゼロからの出発。バ
ケツ偏折装置の怪。そしてアメリカ詣で
・・・，半導体の半世紀は，日本のテク
ノロジー戦争でもあった。
　貴重な歴史的人物へのインタビュー，
そして初めてのテレビカメラが入った半
導体 先端工場などにより，日米半導体
史の全貌と，集積回路に込められた現代
テクノロジーの葛藤を描く。

H7 55 中・高
・一般

24033 電子立国
日本の自叙伝

３．電卓戦争

　トランジスタ発明秘話。ショックレー
研究所の離合集散。ゼロからの出発。バ
ケツ偏折装置の怪。そしてアメリカ詣で
・・・，半導体の半世紀は，日本のテク
ノロジー戦争でもあった。
　貴重な歴史的人物へのインタビュー，
そして初めてのテレビカメラが入った半
導体 先端工場などにより，日米半導体
史の全貌と，集積回路に込められた現代
テクノロジーの葛藤を描く。

H7 55 中・高
・一般

24034 電子立国
日本の自叙伝

４．８ミリ角の
　コンピュータ

　トランジスタ発明秘話。ショックレー
研究所の離合集散。ゼロからの出発。バ
ケツ偏折装置の怪。そしてアメリカ詣で
・・・，半導体の半世紀は，日本のテク
ノロジー戦争でもあった。
　貴重な歴史的人物へのインタビュー，
そして初めてのテレビカメラが入った半
導体 先端工場などにより，日米半導体
史の全貌と，集積回路に込められた現代
テクノロジーの葛藤を描く。

H7 55 中・高
・一般
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家庭，技術・家庭科

24035 世界の食事を
調べよう

　子供たちに人気のあるメニューには，
外国で生まれたものがのたくさんある。
日本と関係の深いアジアの国々の食事を
紹介しながら，様々な食文化や食べると
きの習慣などを紹介している。
　内容は，外国生まれの食べ物，カレー
について調べよう，中国の食事，韓国の
食事，タイの食事である。

H12 14 小・中

24036 食農教育編
１，大地のおくり
　もの
「サツマイモ」

　「食」という身近な素材。「農」とい
う自然と向かい合う営み。今，学校・家
庭・地域一体となって子供たちの「生き
る力」を育んでいくことが求められてい
る。カリキュラムの枠組みを越えた総合
学習「食農教育」に子供たちが考え変わ
るための大きな契機がある。
　学校農園でお馴染みのサツマイモ。土
の感触，掘り上げた瞬間のうれしさ。広
く世界で食され，加工素材としても奥が
深いサツマイモ。調べて，食べれば地域
が見えてくる。楽しさあふれるサツマイ
モ・・・。

H12 23 小・中

24037 食農教育編
５，学校農園防衛隊
「テントウムシ」

　「食」という身近な素材。「農」とい
う自然と向かい合う営み。今，学校・家
庭・地域一体となって子供たちの「生き
る力」を育んでいくことが求められてい
る。カリキュラムの枠組みを越えた総合
学習「食農教育」に子供たちが考え変わ
るための大きな契機がある。
　動物園の人気者コアラの餌はユーカリ
の葉。この葉をアブラムシから守ってい
たのはテントウムシだった。春に学校農
園で発生したアブラムシを退治してもら
おうと子供たちは奮闘する。
　小さな虫の世界を覗くことから見えて
くる環境における天敵の大事な存在を知
る。

H12 21 小・中

24038 どくとる・な～ると考える

食の大切さ

    わが国の食生活は,昭和50年代に形成
された「日本型食生活(米を中心に多様な
食品を組み合わせた食事)」が理想的な栄
養バランスを実現していました。しかし
，その後，ライフスタイルの変化により
食習慣の乱れが指摘されています。今後
は国民1人1人が食の大切さを学び，規則
正しい食習慣や食生活を身につける「食
育」を推進することが大切です。ここで
は沖縄の小学校の給食を例にとり，郷土
の食材の良さをいかした沖縄独特の料理
を紹介しています。

H16 15 小･中

VTR-159



分類

番号

教科
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外国語

25001 ＡＲＯＵＮＤ
　ＬＯＮＤＯＮ

　ロンドンの名所，旧跡の紹介を見なが
ら英語表現を学習させる。

S62 30 中

25002 ＩＴ’Ｓ　ＹＯＵＲ
ＴＵＲＮ　ＴＯ
ＳＰＥＡＫ

Ｌｅｓｓｏｎ１－３

　初級用英会話ビデオ教材である。
Ｌesson　one
　・Dialgue※対話・Exercise１～４
Ｌesson　tow
　・Dialogue　・Exercise１～３　　
Ｌesson　three　
　・Dialogue　・Exercise１～３

S61 20 中

25003 ＩＴ’Ｓ　ＹＯＵＲ　
ＴＵＲＮ　ＴＯ
ＳＰＥＡＫ

Ｌｅｓｓｏｎ４－８

Ｌesson　four
　・Dialgue　 ・Exercise１～３
Ｌesson　five　
　・Pronunciation※発音・
Exercise１　　　　　　　　　　　　　
　・Exercise２※いろいろの英問英答
Ｌesson　six　
　・Dialogue　・Exercise１～２　　
Ｌesson　seven
　・Comprehension※聴き取り　
　・Dialogue　・Exercise１～２
Ｌesson　eight
　・Dialogue　・Exercise１～２　

S61 20 中

25004 ＩＴ’Ｓ　ＹＯＵＲ
ＴＵＲＮ　ＴＯ
ＳＰＥＡＫ

Ｌｅｓｓｏｎ９－１０

Ｌesson　nine
　・lnteryiews※インタビュー　
　・Exercise１～４　　
Ｌesson　ten　
　・Dialogue　・Exercise１～２

S61 20 中

25005 ＬＩＶＩＮＧ
　ＡＢＲＯＡＤ

ＵＮＩＴ　１．２

　アメリカでの実生活が満載されており
河井夫妻をめぐるさまざまな日常シーン
が次々と繰り広げられる。　                
　UNIT　１
１．At  A  Party(1)
２．On  The  Plane
３．At  lmmigration
４．Picking  Up  Luggage
５．At　Customs　　
　UNIT　２
６．Taking  A  Bus
７．Taking  A  Taxi
８．Using  A  Pay  Phone
９．Looking  At  Accmmodationes
10．Meeting  People

S61 20 中

25006 ＬＩＶＩＮＧ
　ＡＢＲＯＡＤ

ＵＮＩＴ　３．４

　UNIT　３
11．Spopping
12．Opening  A  bank  Account
13．Making  A  Appointment　
14．In  The  Reception  Area
15．At  A  Business  Meeting
　UNIT　４　　
16．At  The  Company's  Office
17．Asking  Dirctions 　　　　　 
18　Looking  For  A  New  Place     
19．Getting  A  New  Place　       
20．Ressrving  A  Hotel Room　　

S61 20 中
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外国語

25007 ＬＩＶＩＮＧ
　ＡＢＲＯＡＤ

ＵＮＩＴ　５．６

　UNIT　５
21．Checking  Into  A  hotel
22．Making  An  International  　　  
       Telephone　Call
23．At  A  Coffee  Shop
24．Buying  Theatre  Tickets
25．At  A  Party(2)　
　UNIT　６
26．At  A  Supermarket
27．Making  Tempura
28．At  The  Hairdresser's
29．Going  To  A  Doctor
30．At  A  Drugstore

S61 20 中

25008 ＬＩＶＩＮＧ
　ＡＢＲＯＡＤ

ＵＮＩＴ　７．８

　UNIT　７
31．At  The  Lidrary
32．Reserving  Plane  Tickets
33．Renting  A  Car
34．Visiting The  Bvreau  Of           
　　  Printing  Ｌ  Engraving
35．Sightseeing  In  Washington  
　　  D.C.　
　UNIT　８
36．Stopping  At  Gas  Station
37．Returning  The  Rent-A-Car
38．Getting  Pictures  Developed
39．At  The  Post  Office
40．Giving  Directions  Over            
　　  The  Phone　　　　　　　　

S61 20 中

25009 ＬＩＶＩＮＧ
　ＡＢＲＯＡＤ

ＵＮＩＴ　９．１０

　UNIT　９
41．Having  A  Repairman  Come
　　  In
42．Being  lnvited  Out
43．Playing  Golf
44．Buying  A  Suit
45．Going  To  The  Movies　
　UNIT　１０
46．Having  An  Accident
47．Calling  The  Police
48．Making  An  Insurance  Claim
49．At  The  Travel  Agent's
50．Moving

S61 20 中

25010 ＬＩＶＩＮＧ
　ＡＢＲＯＡＤ

ＵＮＩＴ　１１．１２

　UNIT　１１
51．Getting  A  Letter  From  The   
　　  States
52．Greeting  Visitors  At  The  　　
        Airport
53．Having  Dinner  At  A  　　       
        Japaness  Home
54．Taking  The  Subway  To  　　  
      Akihabara
55．Bargaining  In  AKihabara
　UNIT　１２
56．Shopping
57．In  Asakura
58．At  Kabuki
59．At  The  palace
60．Having  Drinks

S61 20 中
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外国語

25011 英語で学べる
世界の都市
Ⅰ、ロンドン編

　近頃は外国語を勉強するときに，言葉
だけを学習するのではなく，その言葉の
話されている国の色々な文化とか風物に
ついても一緒に学ぶと効果的だと考えら
れている。
　このビデオは，イギリスのロンドン市
内に住む少女の一日を通して，イギリス
の人々の生活を英語版で紹介している。
　主な文法事項として，
　My　name　is　～．Look　at　～．
What，Who，Wow　などの疑問文。

H12 15 中・高

25012 英語で学べる
世界の都市
Ⅱ、サンフラン
　シスコ編

　近頃は外国語を勉強するときに，言葉
だけを学習するのではなく，その言葉の
話されている国の色々な文化とか風物に
ついても一緒に学ぶと効果的だと考えら
れている。
　このビデオは，サンフランシスコ市内
に住む少女の日常生活を通して，市内か
ら郊外の様子を英語版で紹介している。
　主な文法事項として，
　There　is　/　are　～．
　be ｇoing　to　～．
　動詞の過去形，助動詞。

H12 15 中・高

25013 ﾌｫﾆｯｸｽで学校英語
第１巻　「アルファ
ベットで発音しよう」

　フォニックスは英語の発音と文字の関
係を分かりやすく，合理的に教える教育
法であり，英語の聞く，話す，読む，書
くの全ての基礎となる。
　内容は，☆ABCの歌　☆一文字子音
☆語尾にeの付く母音　☆コミュニケーシ
ョン実践例①

H13 20 小・中

25014 ﾌｫﾆｯｸｽで学校英語
第２巻　「新しい音
に挑戦しよう」

　フォニックスは英語の発音と文字の関
係を分かりやすく，合理的に教える教育
法であり，英語の聞く，話す，読む，書
くの全ての基礎となる。
　内容は，☆５つの短母音　☆二文字子
音　☆連続子音　☆コミュニケーション
実践例②

H13 20 小・中

25015 ﾌｫﾆｯｸｽで学校英語
第３巻　「母音の
世界を広げてみよう」

　フォニックスは英語の発音と文字の関
係を分かりやすく，合理的に教える教育
法であり，英語の聞く，話す，読む，書
くの全ての基礎となる。
　内容は，☆礼儀正しい母音　☆二文字
母音　☆うめきの母音   ☆コミュニケー
ション実践例③

H13 20 小・中
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外国語

25016 えいごリアン　　１ 　今，新しい時代の英語教育が求められ
ている。英語を耳から繰り返し聞くこと
，そして英語を使う必要性のあるシチュ
エーションを大切にしている。
　「えいごリアン」には日本語や文字は
ほとんどつかわれていない。子どもたち
のコミニュケーション能力を育むことを
ねらいとした，「総合的な学習の時間」
に対応した新しいスタイルの楽しい教材
である。
　　①英語でＨｉ！みんな友だち
　　②友だちは今日は元気かな？
　　③教えて，きみの家族のこと
　　④こまった時は，聞いてみよう

H14 55 小

25017 えいごリアン　　２ 　　今，新しい時代の英語教育が求めら
れている。英語を耳から繰り返し聞くこ
と，そして英語を使う必要性のあるシチ
ュエーションを大切にしている。
　「えいごリアン」には日本語や文字は
ほとんどつかわれていない。子どもたち
のコミニュケーション能力を育むことを
ねらいとした，「総合的な学習の時間」
に対応した新しいスタイルの楽しい教材
である。
　　⑤ふしぎなものがいっぱいあるね！
　　⑥きみの町はどんな町？
　　⑦だれにでもあるよね，すききらい
　　⑧ぼくの言うとおりにやるんだよ！
　　　　　　　　　　

H14 55 小

25018 えいごリアン　　３ 　今，新しい時代の英語教育が求められ
ている。英語を耳から繰り返し聞くこと
，そして英語を使う必要性のあるシチュ
エーションを大切にしている。
　「えいごリアン」には日本語や文字は
ほとんどつかわれていない。子どもたち
のコミニュケーション能力を育むことを
ねらいとした，「総合的な学習の時間」
に対応した新しいスタイルの楽しい教材
である。
　　⑨数えるのって楽しいね！
　　⑩教えて，きみの得意わざ
　　⑪さあ，何して遊ぼうか？
　　⑫これ，だれの？ぼくのだよ
　　　　　　　　　

H14 55 小
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外国語

25019 えいごリアン　　４ 　今，新しい時代の英語教育が求められ
ている。英語を耳から繰り返し聞くこと
，そして英語を使う必要性のあるシチュ
エーションを大切にしている。
　「えいごリアン」には日本語や文字は
ほとんどつかわれていない。子どもたち
のコミニュケーション能力を育むことを
ねらいとした，「総合的な学習の時間」
に対応した新しいスタイルの楽しい教材
である。
　　⑬知らない道もこわくない
　　⑭今日は何年，何月，何日？
　　⑮大変！時計を忘れちゃった！
　　⑯ぼくスパゲッティ，きみはなに？
　　　　　　　　　

H14 55 小

25020 えいごリアン　　５ 　今，新しい時代の英語教育が求められ
ている。英語を耳から繰り返し聞くこと
，そして英語を使う必要性のあるシチュ
エーションを大切にしている。
　「えいごリアン」には日本語や文字は
ほとんどつかわれていない。子どもたち
のコミニュケーション能力を育むことを
ねらいとした，「総合的な学習の時間」
に対応した新しいスタイルの楽しい教材
である。
　　⑰好きなものは何？
　　⑱Hello！そっちの天気はどう？
　　⑲友だちのことがとても心配          
　　⑳だめだよ！あっ，ごめん　　

H14 55 小

25021 ハローイングリッシュ　５

授業活用例

　小学校英語活動では，子どもたちが英
語に興味を持ち，英語を聞き，また英語
で何かを表現できるという満足感を持た
せることが重要になる。
　この教材は具体的に小学英語を子ども
たちに教授するための授業の進め方，ネ
イティブスピーカーの活用法，ゲームや
歌の指導方法を分かりやすく展開してい
る。

H14 30 小・教師

25022 歌って遊んで楽しい英語
　〈ｓｔｅｐ　１〉

Step1

　話すこと聞くことを中心に，分かりや
すく親しみやすい英語の歌とゲームを紹
介している。
　導入期の子どもたちが，教室でゲーム
を楽しみながらネイティブな英語に慣れ
，英語への興味と関心を持てることをね
らった教材で，総合的な学習の時間の利
用に適している。

H15 25 小

25023 歌とゲームで学ぶはじめ
ての英語
ハローイングリッシュ①

－せいかつ－

　英語の基本であるアルファベットをリ
ズムよく自然に覚えられるような歌を，
ネイティブスピーカーがゆっくりとした
発音で分かりやすく紹介してくれる。
　日本人の先生の解説もとても丁寧で総
合的な学習の時間に活用するのに適して
いる。「これは何ですか」の質問も身近
な具体例が多く分かりやすい。

H15 18 小（中・高）
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外国語

25024 歌とゲームで学ぶはじめ
ての英語
ハローイングリッシュ②

－あいさつ－

　日本でよく歌われている“きらきら星
”をネイティブスピーカーが英語でリズ
ムよく歌って紹介してくれる。
　どこの国に行っても欠くことのできな
い“あいさつ”編をまとめたビデオで，
あいさつをしよう！朝・昼・寝る前のあ
いさつ。日常のコミュニケーション手段
としてのあいさつとその答え方を繰り返
し英語で学ぶ。総合的な学習の時間に活
用するのに適している。

H15 18 小（中・高）

25025 歌とゲームで学ぶはじめ
ての英語
ハローイングリッシュ③

－かずとからだ－

　英語の歌「Ｈｅａｄ，Ｓｈｏｕｌｄｅ
ｒｓ，Ｋｎｅｅｓ　Ａｎｄ　Ｔｏｅｓ」
の体の部位を歌いながら，ネイティブス
ピーカーが紹介する。
　触った体の部位を英語で言ったり，そ
のほか，数をかぞえる，年令を言うなど
楽しく学習できる。はじめて取り扱う英
語学習として，総合的な学習の時間に活
用するのに適している。

H15 18 小（中・高）

25026 JUMP　RIGHT　IN！　　
～飛び込んでみよう！日
本の学校～

The　ALT　Experience　i
n　JAPAN

    ＡＬＴの役割は大きく２つに分けられ
ます。１，学校における外国語指導の補
助であり，２，地域に根ざした国際親善
。1つ目については，各地域における外
国人ＡＬＴの活動を紹介しています。学
校教育では，①授業の準備②ワークシー
ト等の採点③スピーチコンテストの個別
指導等です。このビデオでは，中学生が
ＡＬＴに英語のみの会話によるワークシ
ョップ等を通して，「英語が楽しくなっ
た」「発音を正しく教えてくれるのでよ
かった」「将来，外国人と話す時に役立
ちそう」という感想をもっています。

H16 23 職員

25027 こうすればできる小学校
英語活動

小学校教師向け
総合的な学習の時間・国
際理解

    総合的な学習の時間の一例として国際
理解があげられます。国際理解は異文化
を知るだけでなく，自国の文化を知り，
行動する能力を育成することを紹介して
いる。
実践事例①
宮崎市立宮崎南小　３年生「食べ物」を
テーマにした英語活動。学校内の環境作
り。
実践事例②
成田市立成田小　６年生「職業」をテー
マにした１ヶ月間の英語活動。活動時間
の特徴，英語活動に大切なこと。

Ｈ17 24 教師

25028 歌って遊んで楽しい英語

Step2

　全編実写映像による小学校の授業で使
える楽しい歌とゲームのビデオ。子ども
達が教室でゲームを楽しみながらネイテ
ィブな英語に慣れ，英語への興味関心を
持てることをねらった教材。
歌：「こげ，こげ，ボート」「ジングル
ベル」等10曲。
ゲーム：サイモンセズゲーム，ビンゴゲ
ーム，マッチングゲーム。

H19 30 小

VTR-165



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

外国語

25029 歌って遊んで楽しい英語

Step3

    全編実写映像による小学校の授業で使
える楽しい歌とゲームのビデオ。子ども
達が教室でゲームを楽しみながらネイテ
ィブな英語に慣れ，英語への興味関心を
持てることをねらった教材。
歌：「メリーさんのひつじ」「マクドナ
ルドじいさん」「きよしこの夜」等10曲
。
ゲーム：買い物ゲーム，ゲスフー（ホワ
ット）ゲーム，インタビューゲーム。

H19 30 小
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26001 小学校道徳
シリーズ（低）

セット
・きつねとぶどう
　（感謝・家族愛）
・はしのうえの
　おおかみ
（親切・同情）

〇きつねとぶどう
・きつねの親子が住んでいた。ある日，
　おなかおすかせた子ぎつねのために，
　一房のぶどうを手にいれる。しかし，
　その留守に猟師に襲われ，子ぎつねは
　逃げ，母ぎつねは・・・。数年後，ぶ
　どうの木が育つ。   　　 　（６分）
〇はしのうえのおおかみ
・谷川に細い橋がかかっていた。ある日
　うさぎが渡ろうとすると，おおかみが
　立ちふさがっていじ悪をした。別の日
　今度はおおかみが，渡ろうとすると熊
　がやって来た。熊はおおかみを抱き上
　げて・・・。　　　　　　　（４分）

H3 10 小（低）

26002 小学校道徳
シリーズ（低）

セット
・まめたろうがんばれ
 （不撓不屈）
・お月さまとコロ
 （誠実・明朗）

〇まめたろうがんばれ
・お百姓さんにまかれたまめたろうは暗
　い土の中で大きくなるまで頑張る。暑
　い日や風の強い日，土の中は厳しい。
　カラスの危険からのがれ，自然の恵の
　雨に育まれ，まめたろうは地上へ…。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）
〇お月さまとコロ
・こおろぎの子コロはわがままで，親切
　な友だちまで怒らせてしまう。そんな
　コロにお月さまは，素直で明るい心の
　すばらしさを教える。コロは明日は必
　ず友だちにあやまろうと心に決める。
　　　　　　　　　　　　　　（７分）

H3 12 小（低）

26003 小学校道徳
シリーズ（低）

セット
・むくどりのゆめ
（畏敬の念）
・かぼちゃのつる
（節度・節制）

〇むくどりのゆめ
・父といっしょに栗の木の穴で母の帰り
　を待つむくどりの子は，風に吹かれる
　木の葉の音さえ母の羽音に聞こえる。
　そして，一枚残った葉をしっかり枝に
　結びつけた夜，夢をみる。　（５分）
〇かぼちゃのつる
・かぼちゃのつるが元気にのびている。
　そのうち一つのつるが，畑を越え，隣
　のすいか畑まで行ってしまった。その
　うち，荷馬車が通って・・・。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）

H4 10 小（低）

26004 小学校道徳
シリーズ（中）

セット
・なんにもせん人
　(勤労）
・よわむし太郎
（正義・勇気）

〇なんにもせん人
・なまけ者の太郎がある時，つぼの中に
　入った「なんにもせん人」を拾ってき
　た。「なんにもせん人」は太郎がなま
　けると大きくなり，仕事にばげむと小
　さくなった。ある日壺の中に小判がい
　っぱい・・・。　　　　　（１０分）
〇よわむし太郎
・「よわむし太郎」といわれる力持ちの
　男の子がいた。ある日殿様がやってき
　て，子供たちの大事にしている白鳥を
　射ようとした。みんなはただ見守るば
　かり。その時太郎は手をあげて立ちは
　だかった。　　　　　　　　（６分）

H3 16 小（低）
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26005 小学校道徳
シリーズ（中）

セット
・月のみねのオオカミ
（自主自律
　・自由と責任）
・太郎吉と薬や
（真心の尊重）

〇月のみねのオオカミ
・月の峰に，兄弟のオオカミが住んでい
　た。ある日，兄は豊かな土地を求めて
　出かけた。その留守の間弟オオカミは
　仲間を守って戦う。嵐の夜，弟は嵐と
　戦い続け，精根を使いつくす。その時
　兄が帰ってくる。　　　　　（７分）
〇太郎吉と薬や
・働き者の太郎吉は地蔵様と仲が良い。
　ある夜　母か急病ととなり，旅の薬屋
　から薬をもらう。しかし途中石につま
　づいて袋を破いてしまう。途方に暮れ
　ていると，又薬屋が現れた・・・。
　　　　　　　　　　　　　　（８分）
　

H3 15 小（中）

26006 小学校道徳
シリーズ（中）

セット
・金色の魚
　（節度・節制）
・ひかりの星
　（敬虔）

〇金色の魚
・金色の魚の命を救ったおじいさんは，
　お礼を断ったため，おばあさんにしか
　られる。そこでおばあさんはの要求を
　金色の魚に伝える。おばあさんは次第
　に欲深くなり， 後に海の王様になり
　たいと云い出す・・・。　（１０分）
〇ひかりの星
・「あまの川」に，三つの星が並んでい
　た。そのうちの一つは小さなよわい星
　だった。ある時，小さな星はかささぎ
　を助けた。かささぎは金の光を出して
　飛んでいった。小さな星は手おけの水
　を見た。　　　　　　　　　（６分）

H4 16 小（中）

26007 小学校道徳
シリーズ（高）

セット
・ひるがえる校章旗
（愛校心）
・星野君の二塁打
（規律の尊重）

〇ひるがえる校章旗
・修次は校章旗の当番だった。しかしあ
　る日うっかり忘れてしまい，やる気を
　なくしていた。ところが，その校章旗
　を見て励まされている人がいた。印刷
　会社に努める先輩である。修次は心を
　入れかえる。　　　　　　　（８分）
〇星野君の二塁打
・星野君は町の選手権大会に出場した。
　試合は２対２．その時星野君はバント
　を命じられた。強打して二塁打となり
　勝利となった。しかし，監督からは，
　規則違反で次回の大会には出場停止と
　いわれた。　　　　　　　　（９分）

H3 17 小（高）
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26008 小学校道徳
シリーズ（高）

セット
・卵焼き
（家族愛）
・ニコラスとウェーク
（信頼・友情）

〇卵焼き
・由紀先生には卵焼きに思い出がある。
　小学生の遠足の時，卵焼きのお弁当が
　ほしくて母に頼んだが，卵が手に入ら
　ず，がっかりする。しかし，遠足の当
　日，お弁当のふたをあけると，その中
　に卵焼きが・・・。　　　　（６分）
〇ニコラスとウェーク
・国事犯として死刑を宣告されたウェー
　クに，大法官となったニコラスが，時
　の権力者クロムウェルに身代わりを名
　乗り出る。これには彼らの間に４０年
　前に遡る彼らだけの秘密があった。
　　　　　　　　　　　　　（１１分）
　
　

H3 17 小（高）

26009 小学校道徳
シリーズ（高）

セット
・第九交響曲初演
（不撓不屈）
・大原孫三郎
（敬虔）

〇第九交響曲初演
・「楽聖」ベートーベンは，耳の病をお
　して，数々の名曲を残したが， 後の
　交響曲「第九」を完成させ，初演の時
　彼は指揮棒をとった。演奏を終ったと
　き，彼は聞こえない耳で聴衆の感動を
　聞く。　　　　　　　　　（１０分）
〇大原孫三郎
・倉敷市には大原美術館がある。その設
　立者は大原孫三郎である。彼は「財産
　は天から貸し与えられたもの」という
　信念のもとに，資材をなげうって設立
　に努力する。今その意志は貫かれ開花
　する。　　　　　　　　　　（８分）

H4 18 小（高）

26010 かばん持ち 　毎朝，集合時刻に遅れ，罰として班長
から皆のカバンを持たされる少年に，誰
も知らない家庭の事情があった。
　集団登校する子どもの姿を通して偏見
について考える。

H4 19 小（中）

26011 一枚の新聞 　怪我をした母に変わってピンチヒッタ
ーに立ったのだが・・・。配り忘れた新
聞をめぐって素晴らしい体験をした少年
のエピソード。責任を果たした喜びと感
動が心に迫る。

H4 20 小（高）

26012 中学校道徳
ビデオシリーズ

セット
・虎
・天井が明るい

〇虎
・地味な仕事を誠実に果たす人たちの生
　き方を示す。　　　　　　（１５分）
〇天井が明るい
・家庭やまわりの人たちの暖かい思いや
　りに励まされ大手術をした和代の話。
　　　　　　　　　　　　　（１０分）

H4 25 中
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26013 中学校道徳
ビデオシリーズ

セット
・辞職願
・名なしの墓

〇辞職願
・学生時代の夢を実現しようとするが，
　営利を目的とした会社で勤務する自分
　の現実とのジレンマを覚えながら辞職
　を決意する物語。　　　　（１１分）
〇名なしの墓
・したきりすずめの後日譚で，おばあさ
　んの死後，けたはずれに情深いお嫁さ
　んの行動から物事の価値判断は，すべ
　て相対的なものだと悟る物語。
　　　　　　　　　　　　　（１１分）

H4 22 中

26014 豊かな心を持ち
たくましくいきる
子供を育てる（１）

－小学生編－

　小学校における道徳教育を進めるため
児童の実態把握，教師の共通理解，地域
との連携，校内研修の進め方など，越谷
市立小学校の実践事例を紹介した，小学
校道徳教育推進指導資料である。

H3 30 小・教師

26015 豊かな心をもち
たくましく生きる
子どもを育てる（２）

－小学生編－

　道徳教育とその進め方の基本について
ドラマを通して理解できるようにしてい
る。とくに子どもの内面をより豊かにし
ていくためのさまざまな取り組みを紹介
し，併せて年間指導計画の改善ついての
手立てをわかりやすく説明している。

H4 31 小・教師

26016 豊かな心を持ち
たくましくいきる
生徒を育てる（１）

－中学生編－

　中学校における道徳教育の見直し改善
をはかるため，命令や指示でなく，生徒
の心の内面にまで入った指導道徳教育の
基本方針の確認，教師の共通理解に立っ
た全体計画。
　家庭，地域の連携。国際理解なども考
慮した東京都板橋区立向原中学校の実践
資料である。

H3 30 中・教師

26017 豊かな心を持ち
たくましくいきる
生徒を育てる（２）

－中学生編－

　このドラマは，さまざまな葛藤を経て
成長していく生徒の様子を，１人の生徒
のモノローグで表現しつつ，学校の教育
活動全体と響き合う道徳の時間の年間指
導計画を模索する教師たちの真摯な努力
を描いている。

H4 43 中・教師

26018 ほほえみの朝 　見知らぬおばあさんに「おはようござ
います」と言えた一言で少女たちが味わ
ったさわやかさや大切さを描く。

H5 19 中

26019 生きている今を 　今迄のように運動ができなくなると知
って，由里は絶望するが祖母や医師，先
生の励まし，自然の生命力を目の当たり
にして，かけがえのない命の尊さに目覚
めていく。

H5 21 中

26020 まどガラスとさかな 　友だちとキャッチボールをして他家の
窓のガラスを割ってしまった少年が謝罪
するまでの心の葛藤を描き，過ちを犯し
た時には正直に謝ることの大切さを考え
させる。

H5 20 小
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26021 ななつぼし 　トルストイの童話を脚色したもの。す
ごい干ばつの年に病気の母に与える水を
求め歩いた少女の純粋な愛情物語をカラ
ー影絵で幼想的に表現し，人の気持ちの
中にある愛情の清らかさや崇高さを感じ
とらせ，敬けんさを感情に訴える。

H5 13 小（低・中）

26022 道徳指導
ビデオシリーズ

セット
・石段の思い出
　(勇気）
・カルベ女史の人類愛
　（人類愛）

〇石段の思い出
・コペル君の悩みを知った母親が，過去
　の自分の経験を話し「後悔するような
　ことをしても，それを通して人間とし
　ての生き方を体得すれば，立派なこと
　なんだ」－今まで，もやもやしていた
　コペル君に反省と勇気を説く。
　　　　　　　　　　　　　（１４分）
〇カルベ女史の人類愛
・第一次世界大戦中，敵味方の区別なく
　傷病兵の看護に当たっていたカベル女
　史は，ドイツ軍のスパイと誤解された
　が，それでも，気持ちを変えることな
　くドイツ人傷兵をいたわり続け，銃殺
　された。人類愛の逸話　　（１０分）

H5 24 中

26023 道徳指導
ビデオシリーズ

セット　
・影絵映画の王様　
・天心の芳崖

〇影絵映画の王様　
・父の反対にもかかわらず影絵から現像
　まで，すべて１人で工夫し，何度も失
　敗を重ねていった後に「動画の王様」
　と呼ばれた大藤信郎と信郎を支える姉
　八重の話。　　　　　　　（１２分）
〇天心の芳崖
・岡倉天心は，日本美の伝統を発見し，
　その理念から狩野芳崖は新しい芸術を
　創造した話。　　　　　　（１４分）

H5 26 中

26024 道徳指導
ビデオシリーズ

セット　
・うろうろ舟　
・糸車

〇うろうろ舟
・武士を捨てた「うろうろ舟」で商いを
　することになった源三は，奉行所つと
　めの話が捨てきれないでいたが，人間
　の一生にとって何が大切かを知ってか
　ら舟商いに生き甲斐を見出していく。
　　　　　　　　　　　　　（１２分）
〇糸車
・社会変動によって生じた，武家の没落
　家庭を舞台に，今では養家先の大黒柱
　として孝養を尽くす娘の物語。
　　　　　　　　　　　　　（１５分）

H5 27 中

26025 豊かな心をもち
たくましく生きる
子どもを育てる（３）

－生き生きとした
　道徳授業の工夫－

　＜文部省道徳ビデオ資料第３集小学校
編＞
　子ども自身が人間としてのよりよい生
き方を考え求めていくようになるため道
徳教育のあり方を示している。

H5 39 小・教師

26026 豊かな心をもち
たくましく生きる
生徒を育てる（3）

－生き生きとした
道徳授業の工夫－

＜文部省道徳ビデオ資料第３集　中学校
編＞
　中学校編生徒自身が人間としての生き
方についての自覚を深めるようになるた
めの道徳教育の在り方を示している。

H5 39 中・教師
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26027 こびとといもむし 　お祭りの夜，こびとに親切にしてもら
ったいもむしが，やがて成長し，美しい
ちょうになって，こびとに恩返しをする
という心あたたまる作品。

H6 10 小（低）

26028 二わのとり 　今日は，やまがらの誕生日，小鳥たち
は，みんなよばれていた。今日は，うぐ
いすの家でも，音楽会の練習がある。両
方によばれているみそさざいは，どちら
に行こうか迷う。そして・・・。

H6 10 小（低）

26029 金色の足あと 　人間の山で捕らえられた子ギツネを助
け出そうとする親ギツネ。その姿を見た
正太郎の感動と畏敬の念を描いた作品。

H6 12 小（中）

26030 青の洞門 　大絶壁に道を通す為，独り黙々とつち
をふるう僧了海。親の敵として，彼をね
らう実之助は，その姿を見て仇討ちをた
めらう。やがて，洞門は完成し，実之助
は了海に・・・。

H6 30 小（高）

26031 小学校道徳
シリーズ（高）

セット　　
・流行おくれ
（思慮・反省・節度）
・ヘレンと共に
（希望・勇気
　・不撓不屈）

○流行おくれ
・まゆみが，社会科見学に着て行くジー
　ンズを母にねだると「ずぐ新しい物を
　買いたがるのはどうかしら。」と指摘
　され，自分の身辺を改めて見直す。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）
○ヘレンと共に
・手術で視力を回復したアニー・サリバ
　ンが２０歳の時，目も耳も口も不自由
　な６歳の少女ヘレン・ケラーと，家庭
　教師として運命的な出会いをする。
　　　　　　　　　　　　　（１０分）

H6 15 小（高）

26032 絵日記にあった
山や川

（自然愛護）

　身近な自然の姿を通して，自然への関
心を呼び起こし，世界的な規模で森林が
失われつつあることなど，自然破壊の現
状を知ることによって，自然を保護する
ことの大切さを学び，中学校の緑化委員
会の活動に取り組み始めた。

H6 20 中

26033 あしたの選択

（家族愛）

　父親の仕事の都合で郊外へ引っ越した
香織は，大人の都合で自分の生活が振り
回されることに憤りを感じ，片道２時間
かけてこれまでの中学校へ通う。
　だが，家族の優しさ，協力することの
大切さに触れ，しだいに家族に対する認
識を新たにしていく過程を描く。

H6 20 中

26034 ある日ある町で

（生命の尊重）

　安全を軽視する兄と，飽食の中でわが
ままを通す妹。ある出来事を契機として
かけがえのない人間の生命の尊さを知っ
た兄妹。二人はこれまでの自らの生活態
度，考え方を顧みる。

H6 20 中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26035 豊かな心をもち
たくましく生きる
子供を育てる（４）

－わたしたちの
　クラスの道徳教育－

〈文部省道徳ビデオ資料第４集　小学校
編＞
　新教育課程に基づく道徳教育とその進
め方の基本についてドラマを通して理解
できるようになっている。
　特に学級における指導計画の必要性と
子どもの内面をより豊かにする道徳教育
の進め方をわかりやすく説明している。

H6 36 小・教師

26036 豊かな心をもち
たくましく生きる
生徒を育てる（４）

－道徳教育の
　学級における実践－

〈文部省道徳ビデオ資料第４集　中学校
編＞
　新教育課程に基づく道徳教育とその進
め方の基本についてドラマを通して理解
できるようになっている。
　特に学級における指導計画の必要性と
子どもの内面をより豊かにする道徳教育
の進め方をわかりやすく説明している。

H6 37 中・教師

26037 ぼくだってきれいに
したいんだ

　この作品では，服装の汚れから「すす
けのマーヤン」とあだ名され，差別に苦
しむ小学３年生の正夫の例をとりあげ，
そうした差別の不当さに目を向けさせる
ばかりでなく，その差別行為に対して傍
観的な周囲の児童の態度も問題にして，
ひとりの問題を，みんなの問題として解
決していくことの重要性を描く。

H7 15 小

26038 ライト兄弟物語 　大空を，鳥のように自由にとびまわり
たい－という人類の長年の夢に挑戦し，
ついにエンジン付きの飛行機を完成させ
た，ライト兄弟の生涯をたどり，その不
屈の精神を描く。

H7 20 小（中
・高）

26039 ともだちほしいな
おおかみくん

　森に住むおおかみは，ほんとうはやさ
しいのだが，動物たちから恐れられ，友
だちが全く出来ない。しかし，ある事を
きっかけに動物たちは，おおかみのやさ
しさに気付き，一緒に遊ぶようになり，
怖い人と思われていたことを悲しんで流
していたおおかみの涙は，友だちが出来
た嬉しさの涙に変わっていく。

H7 11 小（低）

26040 きりの中のぶらんこ

(思いやり・家族愛）

　弟のサブロウが，ジロウが大切にして
いたゴム飛行機を壊す。起こったジロウ
はサブロウをこらしめようとしたが，自
分も同じ過ちを兄に対して行っていたこ
とを思い出しサブロウを許す話である。

H7 11 小（中）

26041 くもの糸

（節度・節制）

　地獄の底に落ちていたカンタダは悪事
を働いた大泥棒であった。それでもカン
タダは，たった一つくもを助けるという
善いことをしていた。釈迦はそれを思い
出し，地獄の底へ極楽へと続くくもの糸
をおろしてやるが，カンタダの自分だけ
が助かればよいという言動によってくも
の糸が切れ，再び地獄に落ちるという話
である。

H7 11 小（高）
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26042 友だちの
こころの痛み

（節度・節制）

　学校からイジメをなくすにはクラスの
みんながいじめられている友だちの心の
痛みが分かることが不可欠である。一つ
の具体的事例を通して，この問題を考え
させる。

H7 25 小（高）

26043 友情のキックオフ 　転校生の少年を迎えて初めて差別に出
会った子どもたちの波紋をとらえ，その
中で積極的に考え行動しようとする主人
公の少女を軸に，望ましい真の友情のあ
り方を探り，「差別しない，させない，
許さない」という子どもたちの認識の高
まりを描く。

H7 27 小（中
・高）

26044 中学生道徳

・二度と
　通らない旅人

　資料に描かれている出来事そのものは
生徒が直接体験できるものではないが，
後悔の念にかられるというような体験は
誰でもが持っているであろう。特に父親
や息子の旅人に対する仕打ち，それに対
する強い反省などから生徒は，人間には
弱さ醜さとともに，それを克服する強さ
と気高さがあることを感じとり，過ちを
改めてよりよく生きようと努める態度の
大切さを感じることができる。
　　　　　　　　　（アニメーション）

H7 15 中

26045 中学生道徳

・足袋の季節

　主人公が自分の犯した過ちを悔恨の情
とともに謙虚に反省し，自己の向上に役
立てようとした生き方は，生徒に深い感
銘を与えることができる。
　また，生徒もこれに似た経験を大なり
小なり持ち合わせているはずなので，す
ぐに主人公の気持ちに入り込むことがで
きるであろう。
　葛藤場面もあり，生徒の活発な話し合
いも期待できる資料である。

H7 15 中

26046 中学生道徳

・僕は生きる

　詞の作者，石川高広さんは，難病とた
たかいながら，自分自身を見つめ，父母
や友を愛し，一日一日精いっぱい生きて
いる。
　高広さんの詞に託された生への強い願
いは，視聴する者の心を打ち，深い感動
を呼ぶ。詞の中に描かれた，一生懸命に
生きる高広さんの姿から，授業のねらい
を「人の命の大切さを知り，それを尊重
しようとする心情を深める」と設定した
い資料である。

H7 15 中

26047 心のメッセージ

・地図にない国境
　（国際理解）

　国境を超えた人と人との真の触れ合い
とはどういうものなのか，互いの文化を
尊重し理解することの大切さを学んでい
く。
　春奈は米国からの帰国子女。ある日，

近学校へ来なくなった山川君について
クラスで話し合いがもたれた。山川君は
中国育ちで中国残留孤児の母親と日本に
やってきたが，クラスのみんなとなじめ
ずにいた。
　日本の習慣を押しつけようとするみん
なに対して，春奈は反対の意を表す。

H7 20 中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26048 心のメッセージ

・山に魅せられて

　チームワークの大切さ，規則を守るこ
との重要性，自分の行動に対する責任な
どについて，身近に見られる行動を通し
て考えていく。
　同じクラスの努，次郎，正夫の３人は
女生徒の３人を加えて，６人で山登りに
出かけた。みんなが弁当を食べている間
に，次郎と里子は別行動をとる。
　二人は道に迷い困り果てていた所へ一
人の登山家に助けられる。彼は身勝手な
行動が周囲にどれほど迷惑を及ぼすかを
二人に論じる。

H7 20 中

26049 感動動物
　動物に学ぶ

１　生命誕生

　新しい生命誕生の苦しみに耐え，子を
守るために必死の知恵をはたらかせるダ
チョウやトピたち。親の愛に包まれた生
活を描いている。

H8 22 小・中

26050 感動動物
　動物に学ぶ

２　親と子を
　結ぶきずな

　ジャッカル・カンガルーたちは，どう
やって子供の命を守り成長を助けるだろ
うか。誕生から自立までを支える親の愛
を描いている。

H8 21 小・中

26051 感動動物
　動物に学ぶ

３　なぜあいさつ
　するのか

　仲間同士でいちばんよく挨拶するのは
ライオンである。集団のなかで生きるた
めに，動物の子供たちは，多くの挨拶を
学んでいくのである。

H8 22 小・中

26052 感動動物
　動物に学ぶ

４　けんかも
　ルールを守って

　フラミンゴ・キリン・ライオン・イン
パラたちが，仲間げんかをする。でも，
動物たちのけんかには，きちんとしたル
ールがあることを知らせている。

H8 22 小・中

26053 感動動物
　動物に学ぶ

５　共に生きる

　赤ちゃんのバッファローに追われて逃
げる巨象。動物たちは決して無用の争い
はしないで，共に生きる動物たちの知恵
の物語を描いている。

H8 23 小・中

26054 感動動物
　動物に学ぶ

６　勇気が
　必要なとき

　猛獣チーターに立ち向かう大型猿バブ
ーン。ワニが待つ川を渡るヌーの母親。
必死に生きる勇気が，仲間や子供たちを
守るのである。

H8 22 小・中

26055 友だちのきもち 　掃除当番をいつも女子と健二に押しつ
ける卓。学校の帰り道。階段を一生懸命
に昇る足の不自由な聡をからかう。父に
「足の不自由なことからからかわれたら
どんなにいやか」と叱られるが「その子
の気持ち」が理解できない。
　数日後事故にあい，松葉杖の生活をせ
ざるえなくなった。学校で笑われたりひ
やかされたりするが，優しい健二の言動
から「いたわりの気持ち」を汲みとる。
　そして，以前意地悪をした聡と出会い
・・・。

H8 19 小
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26056 小さな勇気 　６年生の温子は，いつも公園で掃除を
しいるおばあさんのことを申しわけない
と思いながらついその場を離れていく。
　友だちからノロマとからかわれながら
も，誰にでも親切にしている同級生の美
代子の姿を目にし，「人は親切にしたり
，正しいことをしたりする時には勇気が
いる。しかし，その勇気こそが大事。」
と気づき，自ら行動を起こしていく姿を
描いている。

H8 18 小

26057 うばわれた自由 　道徳教育推進資料の中から読み物一編
を選んで映像化したもので内容は，学校
での道徳の授業に活用できる「資料編」
と，この資料を使った授業例を収録した
「活用編」の２部からなっている。
　この題材を通して子供の内面より豊か
にしていくための道徳授業の進め方など
についてわかりやすく説明している。

H8 46 小・教師

26058 裏庭のできごと 　道徳教育推進資料の中から読み物一編
を選んで映像化したもので内容は，学校
での道徳の授業に活用できる「資料編」
と，この資料を使った授業例を収録した
「活用編」の２部からなっている。
　この題材を通して子どもの内面より豊
かにしていくための道徳授業の進め方な
どについてわかりやすく説明している｡

H8 43 中・教師

26059 Ｖサイン 　「資料編」；文部省編「道徳教育推進
資料（読み物資料とその利用）２」（平
成４年刊行）所収の「Ｖサイン」をビデ
オ教材化したもの。　　　　（１３分）
　「活用編」；生徒がビデオから受けと
めたものを尊重しつつ，いかにそれを授
業に生かすかが紹介されており，一般的
な授業においても参考になるように作成
されている。　　　　　　　（３２分）

H8 45 中

26060 私を探して 　今という時代の中で，高校生が自らの
手で自分を取り戻していく姿を描いたド
キュメンタリーであり，その心に触れる
映像詞でもある。

H8 34 中・高

26061 負けるな！千太

－さようなら
　・いじめ虫－

　クラスの身体の弱い女の子が，いじめ
グループのターゲットになる。クラスメ
ートは，はやし立てるグループ，無視を
決め込むグループに別れ女の子は孤立す
る。
　しばらくして，このいじめを先生に告
げ口したという噂で，矛先は千太へ。
　この物語は，弱いものへの慈しみや命
の尊さを基本に，誰の心にもいじめ虫が
いること，いじめという行為がいかに醜
く，無益であるかを描いている。
　　　　　　　　　（アニメーション）

H9 24 小（中
・高）
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26062 アボリジニの
友だちと

　オーストラリアの大自然の中で生きる
先住民族アボリジニの人たち。自然を愛
し，自然と共に生きる彼らを，１４人の
日本の子供たちが訪ねた。
　オーストラリアの大自然の中での１０
日間の野生体験旅行である。壮大な自然
と異文化の中で，とまどいながらも力強
く成長していく子供たちの姿を通して，
人間同士のふれあい。人類愛について考
えていく。

H9 20 小（高）

26063 ヘレンと共に

－アニーサリバン－

　ヘレン・ケラーを支えたアニー・サリ
バンの生涯を，主にサリバンがヘレンに
光明をもたらそうと，言葉を教えるため
に悪戦苦闘した家庭教師の時代を中心に
描かれている。
　より高い目標を立て，その実現のため
に希望と勇気を持って，くじけずに努力
することの大切さを感じ取ることができ
る。　　　　　　　（アニメーション）

H9 20 小（高）

26064 いつも一緒に 　仲良しの真理子とみゆきは，入学後同
じクラスとなりバレー部にも一緒に入っ
た。しかしある時から真理子は，日頃か
らみゆきに批判的だった恵子のグループ
に誘い込まれ，みゆきを無視する側にま
わる。
　一人になったみゆきは部活の両立もう
まくいかず元気を失っていく。
　真理子は，恵子が陰で仲間の悪口を言
うのを聞きみゆきとの仲をやり直そうと
決意する。

H9 21 中

26065 遅刻調査から 　入学の二ヶ月後の六月だというのに遅
刻が目立ってきたため調査をもとに学級
で話し合った。やむ得ない理由があると
きに（親の書いた届けがいる）は遅刻に
しないなどと決めた時，田村圭子がおず
おずと手をあげ，親に書いてもらえない
人はどうするのかと問いかけて泣いてし
まった。
　考えもなく人の意見に追従する発言や
行動が，いかに相手の気持ちを傷つける
か。勇気ある態度とはを見つめさせるき
っかけづくりとしたい。

H9 15 中

26066 生きるって
なんだろう

　人間の原始社会の成り立ちや現代社会
の側面を，アニメや実写で振り返り，人
間の強さや弱さ，集団の中で他者と共存
していることを意識しつつ「人間として
生きる」ことについて考えることのでき
る作品である。

H9 13 中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26067 大地のめぐみ 　普段何気なく食べている食料に対して
地球的な視野から見た場合の正しい認識
を持ち，更に地球上には厳しい餓鬼の状
態にある人々が数多く存在するという現
実を紹介している。
　餓鬼の時代といわれる日本の中で，餓
鬼問題を，偏見や同情の気持ちからでは
なく，日本へ輸入される食料の関係と共
に，自分たちの身近な問題として投げか
けている。

H9 18 中

26068 私は負けない 　くせ毛の小学五年生のひろみは学級の
中で「スパゲッティ」とか「もんじゃも
んじゃ」と呼ばれ軽蔑され，ひとりぼっ
ち。
　次の学級会で，ひろみは勇気を持って
自分の気持ちを発表する。ひろみの心の
痛みに共感し始めていた五年の学級では
ひろみを大切にするようになった筋道を
劇にして全校児童の前で発表する提案が
出された。
　リハーサルがはじまり，ひろみは次第
に友達をふやしていった。

H9 25 小（高）

26069 ブランコ乗りとピエロ 「資料編」と「活用編」の２種類構成に
なっている。
「資料編」は，２，小学校読み物資料…
主として他の人とのかかわりに関するこ
と（文部省平成４年刊）に所収の「ブラ
ンコ乗りとピエロ」をビデオ教材化した
ものである。
「活用編」では「謙虚な心をもち，広い
心で自分と異なる意見や立場を大切にし
ようとする心情を育てる」ことをねらい
としている。

H9 54 小（高）
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26070 セット　
・るっぺどうしたの　
・おふろばそうじ　
・おじいさんはいお水

〇るっぺどうしたの
　「るっぺ，おきてるの」おかあさんが
　こえをかけても，るっぺの眼はなかな
　かあきません。「るっぺくん，くつの
　かかとをふんでるよ」ピョンタのこえ
　に，くつをなおそうとしたるっぺです
　が，ランドセルの中からいろんなもの
　がとびだしました。そして，すなばで
　るっぺがしたことは…。　　（５分）
〇おふろばそうじ　
　「ああいい気持ち」おじいちゃんは，
　にこにこしながら，おふろからでてき
　ました。「あきらのおふろばそうじは
　たいしたもんだ」おとうさんたちが，
　いいました。「ぼく，さむくなっても
　やるよ」「でも，たいへんよ」おねえ
　さんは，しんぱいそうですが…。
　　　　　　　　　　　　　　（５分）
〇おじいさん　はい　お水
　村の子どもの，しょうたとみよは，旅
　のおじいさんが，ひとやすみするのを
　みています。「おじいさん，お水のみ
　たいんだね」とてもつかれたようすで
　すわりこんでいるおじいさん。「おみ
　よちゃん，おら，水もってくる」しょ
　うたは，てっぽうだまみたいにいえへ
　はしっていきました…。　　（５分）
　

H10 15 小（低）

26071 ぼくのピーコ 　動物をいじめてばかりいた少年が，迷
い子のインコの世話をするうちに，弱い
者への優しさ，いたわりの心に目覚めて
いく。この少年の姿を通して，生命ある
ものを大切にする心情を育てる。

H10 20 小（低
・中）

26072 中学校道徳ビデオ
純がくれた命

　いじめに耐え兼ねて，自殺を図った健
一と難病に闘う少年純が病院で同室とな
る。生命に対して全く違う二人の想いを
通して，生きるということについて考え
るビデオである。
　健一が窓から落ちたのは清掃中の事故
だったということになっていたが，純は
それが自殺未遂だったということを感じ
自分の思いを健一にぶつける。
　「自殺するんだったら，俺におまえの
命をくれよ。いらないんだったら命，俺
にくれよ。」

H10 20 中

26073 六千人の命のビザ 　１９４０年リトアニア日本領事館の領
事杉原氏の人間愛あふれる行動をわかり
やすく，道徳教本に添ってアニメ化され
たものである。
　ナチスの迫害を逃れてポーランドから
やって来たユダヤ人が，他国へ逃れるた
め日本通過ビザの発行を求め領事館を埋
め尽くした。
　杉原氏は，ユダヤ人の生命を救おうと
本国外務省に背いて，ビザ発行を決意す
る。

H10 15 中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26074 文部省道徳教育
推進指導資料
一番星

－ビデオ資料と
　その利用－

　「資料編」と「活用編」の二部構成に
なっており，「資料編」は，文部省編「
道徳教育推進指導資料３，主として自然
や崇高なものとのかかわりに関すること
」の「一番星」を教材化したもの。
　「活用編」では「人間には弱さや醜さ
もあるが，それを克服する強さや気高さ
があることを信じ，人間として生きるこ
とに喜びを見いだす」ことをねらいとし
て，実際の授業事例を紹介している。

H10 45 中

26075 花さき山 　山に山菜採りに出かけた少女は，そこ
で山姥に出会い，見たこともない美しい
花々を見る。
　山姥は言う。『この花は，ふもとの人
間が，やさしいことを一つすると，一つ
咲く』と。
　そして，足元には少女の咲かせた花も
あった。

H11 11 小（低
・中）

26076 後のひと葉 　本資料は，オ・ヘンリー原作の「 後
の一葉」をアニメ化したものである。
　貧しい芸術家のスウ，ジョンジー，ベ
アマン老人は３階建てのアパートに住ん
でいた。ある日，猛威を振るう肺炎にか
かってしまった。
　ジョンジーは生きる気力を失い向かい
の家の蔦の葉が落ちるのを見て 後の一
葉が落ちたら自分の命も尽きると言う。
　この資料を通して，『温かい人間愛の
精神と他の人々に対する感謝と思いやり
の心』を人間として生徒と共に学んでい
ける感動の教材である。　

H11 15 小・中

26077 にんげんって
なんだろう

相田みつを詩集

　生徒たちは，自我の確立ともに他人と
は違う「自分らしさ」を求めるようにな
る。
　「自分らしく生きる」ことを貫いた作
者の作品とその生き様を通して，生徒一
人一人が『自分について考える』ことは
大切なことである。
　①「感想ノート」
　　（相田みつを美術館の感想）
　②作品とエピソード
　③中学生，専門学校生のインタビュー
　　（相田みつをとの出会い）
　　の３部門から構成されている。

H11 15 中・高

26078 片足の鉄人

－もうひとつの
トライアスロン－

　“鉄人レース”フルトライアスロン。
　その距離２２６．３㎞。この過酷なレ
ースに義足でアタックする一人の青年と
それを支える技術者。このビデオはこの
２人の青年の記録である。
　障害を持つ人のドキュメンタリーの場
合，苦しみや耐える姿を追うものが多い
が本教材は明るくさわやかに乗り越える
姿が描かれている。
　道徳の授業では『強い意志』『友情』
で活用できる。

H11 99 小，中
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

道徳

26079 見えぬ目で感じた
雲取山の朝日

　高校生の時視力を失った芳子は，やは
り目の不自由な夫，市郎とともにマッサ
ージの治療院を開いている。中学生の千
春と小学校５年生の幸夫と二人の子供が
いる。この４人家族のある事件から落ち
込み，立ち直るまでをアニメーションで
描いている。
　生命尊重，生き甲斐，生きる希望，理
想の実現，家族愛，公正，畏敬の念など
幅広い指導に適する資料である。

H12 19 中・高

26080 誕生日プレゼント 　両親からの誕生日のブレゼントに，高
価なゲームソフトを期待していた少年。
しかし，母は１冊の本を贈った。悔しく
てふてくされる少年だが，祖母の入院が
続いたある日，もらった本をめくってみ
ると・・・。
　自分のわがままな考えや行動に気付き
反省し，自ら絶食体験等を行い素直な行
動ができるようになる。　

H12 21 小

26081 杜子春 　芥川龍之介の名作童話「杜子春」を現
代の子供達にも十分に理解できるように
楽しいアニメーション映画として制作さ
れている。
　貧乏人から大金持ちへ，大金持ちから
貧乏人へ，そして峨眉山や地獄での厳し
い修行・・・。数々の試練を経て，やが
て杜子春が「人間らしく正直に暮らして
いくことが，いかに大切か・・・」を悟
っていく物語には，ヒューマニズムを基
調とした永遠のテーマが秘められており
子供達の新鮮な感動を呼び起こす。

H12 21 小・中

26082 心の花たば 　石だらけの町を花一杯にしようと一人
のおじいさんが立ち上がった。
　石垣と石段だらけの町に引っ越してき
たおじいさんが，少しでも土のあるとこ
ろに花の種をまき始めた。町の人は遠く
から見ているだけだったが，一人の小さ
な女の子だけはおじいさんと一緒に種を
まいた。やがて・・・。
【映画；学校教育部門優秀作品賞受賞】
《アニメ作品》

H13 13 小（低・中）

26083 母うずら 　ツルゲーネフ原作の「母うずら」。道
徳で取り上げる児童文学の名作を美しい
アニメで映像化したものである。
　生命の尊さ，親の子に対する愛，動植
物愛護の心情を育むのに 適の教材であ
る。
【教育映像祭 優秀作品賞・文部大臣賞
受賞作品】《アニメ作品》

H13 13 小（中）
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道徳

26084 まじめで悪いか！ 　明るく伸び伸び育った子供には，自立
の芽生えがあるが，まじめな子供は，先
生や親の期待に応えようと背伸びをする
ので心のバランスを崩しやすいという。
　みんなに嫌われるからと，自分のまじ
めな性格を押し隠して振る舞っているも
のの，心の底では他の子供達のだらしな
い行為を許すことができず，密かに悩ん
でいる中学３年生の一少年に焦点を当て
ている。

H13 32 中

26085 ちょっと青空 　「マサヒロ」という障害者を中心にし
て，ボランティアがたくさん集まってく
る。介助する側，される側…。その間に
人間関係があって，はじめて成り立つ対
等のつきあい。
　自然体の障害者と介助者のコミニュケ
ーションに現代の障害者問題のヒントが
かくされている。
　この作品は常時，介助が必要なマサヒ
ロさんと介助者のありのままを描くドキ
ュメンタリーである。

H14 31 中

26086 いのりの手 　真の友情とは，友だち相互が対等な立
場に立ち，認め合い，信頼し合うことに
より，成り立つものである。ここでは，
子どもたちに友情について考えさせ，信
頼に基づきお互いに高め合っていく友だ
ち関係を紹介する。
　この教材は，ドイツの有名な画家デュ
ーラーをモデルにした感動的で価値の高
い作品である。　　（アニメーション）

H14 18 小（中・高）

26087 お母さんなかないで 　子どもたちはときとして，生きている
ことを当たり前に思い，そのすばらしさ
を意識しないで生活している。
　この作品は，交通事故で大事な友だち
を失った小学生の夏美が，生命の大切さ
に気づき，生命を大切にしようと思う，
心の芽生えを描いている。　　　　　　
この作品は，「交通ルールを守る」指導
に適している。

H15 17 小

26088 字のないはがき 　近年は核家族化し，かってのように生
活の苦労を分かち合い，家族のきずなを
確かめ合う機会が少なくなっている。
　しかし，親が子を思う無私の愛情や家
族の強いつながりは，いつの時代でも変
わらないものである。
　この作品は，家族の大切さ，温かさを
再確認するきっかけをつくる教材である
。

H15 18 小・中・高

26089 生きています、15歳。

－500gで生まれた全盲
の女の子－

    我が子の自立を想い，厳しく育てる母
。そのような母に反発しながらも美由紀
は明るくたくましく成長していく。わず
か５００ｇで生まれ，未熟児網膜症のた
めに失明してしまった井上美由紀さんと
お母さんの心の交流と成長を描いた感動
の著者のアニメ化作品である。

H16 22 中
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26090 マザー・テレサ 　大学生のミミコは，夏休みにマザー・
テレサの家でボランティアをしようとイ
ンドへ行く。そしてイタリア人のＯＬマ
リアに出会う。マリアも休みを利用して
ボランティアとしてマザー・テレサの家
で働いていて，テレサについていろいろ
と教えてくれる。路上で暮らす人々の姿
や，「死を待つ人の家」の見学でショッ
クを受けていたミミコも決心が固まり，
「子供の家」で働くことにする。

H16 20 中

26091 名作アニメシリーズ　手
品師

　少年ピエールの身の上を知った青年手
品師シャルルは長年の夢だった檜舞台へ
のチャンスに恵まれたにもかかわらず，
少年との約束を守るため，より人間的な
道を選ぶ。少年の心と青年の誠実さを感
動的に描いている。

Ｈ17 15 小（中）・小
（高）

26092 おれたち、ともだち！シリ
ーズ　ともだちくるかな

　誕生日，狼は狐を待っている。「約束
しなくてもきっとやってくる。」と思っ
ていたが狐は来ない。「心があるから嬉
しさや悲しさを感じることができる」と
いうことに気づかせてくれる作品。

Ｈ17 13 小（低）・小
（中）
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

特別活動

27001 私たちの場合

－ある生徒会の
　報告より－

　生徒会の投書箱に「生徒会など解散し
ろ！」と書いた同じ文面の投書が連続し
て入れられてた。その気持ちを真正面か
ら受けとめ，考えていくうちに，生徒会
役員も自分たちの心のそこに同じ思いの
あることに気付き，問題の解決に努力し
始める。
　生徒会の存在意識や活性化を考えさせ
る上で参考になる作品である。

H3 20 中

27002 揺れ動く
高校受験生

－ある中学校
　教師の記録－

　きびしい世相のなかで，高校入試の準
備に追われている中学生たち，その心は
微妙に揺れうごき，安定を失っている。
　昨今，増加している中学生の自殺にス
ポットをあてて，受験生の屈折した心理
と行動を描き，世の両親と一般成人に訴
える。

H4 30 中・
保護者

27003 飛べない紙ヒコーキ 　高校受験に悩む中学生が，チリ紙交換
の青年の生き方を知ることにより，現在
の様々な問題点が浮きぼりにされる。

H4 32 中

27004 キャンプ
ファイヤー入門

－リーダーのために－

　キャンプファイヤーにおける指導者と
しての役割や，参加者の個性や自主性を
引き出すことの大切さなど，キャンプフ
ァイヤーの方法についてとらえている。

H4 35 教師・
成人

27005 みんなで遊ぼう

・手づくりたこ

　昔ながらの遊び「手づくりたこ」の作
り方と楽しい遊び方をわかりやすく解説
している。

H5 28 小（中
・高）

27006 みんなで遊ぼう

・こま

　昔ながらの遊び「こま」の作り方と楽
しい遊び方を，わかりやすく解説してい
る｡

H5 24 小（中
・高）

27007 みんなで遊ぼう

・くさぶえ

　昔ながらの遊び「くさぶえ」の作り方
と楽しい遊び方をわかりやすく解説して
いる｡

H5 21 小（中
・高）

27008 みんなで遊ぼう

・竹とんぼ

　昔ながらの遊び「竹とんぼ」の作り方
と楽しい遊び方をわかりやすく解説して
いる｡

H5 29 小（中
・高）

27009 みんなで遊ぼう

・紙ヒコーキ

　昔ながらの「紙ヒコーキ」の作り方と
楽しい遊び方をわかりやすく解説してい
る｡

H5 25 小（中
・高）

27010 みんなで遊ぼう

・どんぐりグルメ

　秋の子供の遊びとして，昔ながらの遊
び「どんぐり」の実を集めての楽しい遊
び方をわかりやすく解説している｡

H5 23 小（中
・高）

27011 みんなで遊ぼう

・遊ぼうパンと
　たんぽぽコーヒー

　自然の中で，身近な材料を使っての遊
び「手づくりジャム」「手づくりコーヒ
ー」の作り方と楽しみ方をわかりやすく
解説している｡

H5 23 小（中
・高）
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題　名 内　　容 年度 時間 対象
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27012 中学生の
ボランティア体験

　東久留米市立下里中学校では，夏休み
に，生徒たちがボランティア体験学習を
行っている。 初１クラスの活動であっ
たものが，今では生徒会にボランティア
委員会がつくられ，学校全体の取り組み
となっている。
　養護学校や保育園など様々なところで
活動を体験する。

H5 30 中

27013 君の未来をひらくため

－中学生と進路－

　一年Ａ組のクラスで行った「悩み調査
」で予想以上に多かったのは進路のこと
だった。そこで各班の代表を選んで「進
路を考える会」を作り，その対策を皆で
話し合うことになった。

H5 20 中

27014 異性とつきあうって
むずかしい

－３年Ｃ組からの
　メッセージ－

　全体が四つのロールプレイで構成され
ている。
（１）自分を伝えるってむずかしいよ。
　　　３年Ｃ組で配役やセリフを決め，
　　　ロールプレイの後討論，みんな異
　　　性を気にしていることを認識させ
　　　る。
（２）実験デート。カップルを決めデー
　　　トをし，その様子についての感想
　　　と批判。
（３）夏祭りの夕べ（性行動の選択肢）
　　   女の子が男の子の誘いをうまく
　　　断るロールプレイ
（４）もっとお互いのことを知ろう。討
　　　論

H6 20 中

27015 ＭＹ　ＨＥＡＲＴ
ＭＹ　ＨＯＭＥＲＯＯＭ

－気がつけば
　みながいた－

　ホームルームでひとりでも欠けてしま
うこと。それはどういうことなのだろう
か。ホームルームって何だろう。
　友だちって何だろうと問いかけながら
お互いの個性や抱えている事情を大切に
し合う関係を描くことで，人間らしく生
きる為の関係づくりを訴えている。

H6 23 中・高

27016 ボクたちの自分物語

－今が出発点－

　「ピアノだけが目標だ」と思っていた
千春は気がついたら孤立していた。この
ままではいけないと気づいたボランティ
ア活動で人と関わる事の暖かさに出会い
更に自分の可能性を高めようとＮＬＡ全
国高校生の主張大会に参加，積極的に人
と関われる自分のつくりはじめる。
　その中で，筋ジストロフィー症で入院
中の成田君と出合う。千春や成田君のそ
の後の活動を（人間としての在り方生き
方）通しホームルーム活動教材として適
している。

H6 22 高
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27017 ともに生きるために
シリーズ

１．あなたにもできる
　車椅子の介助

　障害者への接し方を，障害者の立場か
ら，具体的にどのような接し方をしたら
よいか，健常者が気軽に，障害者へ対応
できるように示したものである。
　健常者が何気なく歩いている街も，車
椅子で行動しようとすると様々な障害に
出くわす。
　いろいろなケーススタディを通して，
車椅子の介助の仕方を実践的に示した作
品である。

H7 9 中・高・
一般

27018 ともに生きるために
シリーズ

２．視覚障害者の介助　
－その誘導の仕方－

　障害者への接し方を，障害者の立場か
ら，具体的にどのような接し方をしたら
よいか，健常者が気軽に，障害者へ対応
できるように示したものである。
　健常者が何気なく歩いている街も，車
椅子で行動しようとすると様々な障害に
出くわす。いろいろなケーススタディを
通して，車椅子の介助の仕方を実践的に
示した作品である。
　白杖を掲げている人や点字ブロックを
頼りに行動している人を見たらどうする
か。様々な事例を通して，目の不自由な
人が困ることを始め，適切な誘導の仕方
を具体例と共に示している。

H7 10 中・高・
一般

27019 ともに生きるために
シリーズ

３．視覚障害者との
　コミニュケーション

　障害者への接し方を，障害者の立場か
ら，具体的に，どのような接し方をした
らよいか，健常者が気軽に，障害者へ対
応できるように示したものである。
　健常者が何気なく歩いている街も，車
椅子で行動しようとすると様々な障害に
出くわす。いろいろなケーススタディを
通して，車椅子の介助の仕方を実践的に
示した作品である。
　視聴覚障害者とコミュケーションを図
るために心得ておきたいこと，相手の立
場に立って接すれば素晴らしい会話が成
り立つことなどを実際的な事例を通して
示している。

H7 9 中・高・
一般

27020 ＨＯＷ　ＴＯ　
野外活動

－自然物を活かした
  創作遊び編－

　野外で自然物を活かした具体的な遊び
として，　　　　　　　　　　　　　   
１．おしろい花の化粧　　　　　　　   
２．カヤの葉とばし　　　　　　　　   
３．笹舟　　　　　　　　　　　　　   
４．どんぐりのコマとやじろべい　　   
５．竹笛(うぐいす笛)を紹介している。
　

H11 12 小

27021 ＨＯＷ　ＴＯ　
野外活動

－ｷｬﾝﾌﾟﾌｨﾔｰゃｷｬﾝﾄﾞﾙ
の
　つどいで使える
　ゲーム編－

　野外活動のキャンプフィヤーやキャン
ドルのつどいで使えるゲームとして，
・リーダー拍手
・うらめしや
・みなさんゲーム
・草津温泉
・ナンバーコール
・みんなでジャンプ　　　　　　　　　
を紹介している。　　　

H11 12 小
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27022 わかってほしいのに
どうして？

－ＨＯＭＥ　ＲＯＯＭ
　＝私たちの物語－

１．中学生時代の仲間５人と卒業旅行す
　る中で，過ごして来た高校時代を振り
　返り，高校時代の忘れられない体験を
「ＮＬＡ全国大会」で発表したもの。
２．岡谷さんは，自分を見つめ直す中で
　「私はここにいるんだ」と訴えたい自
　分の心の叫びと共に，自分の存在感の
　なさに気づく。
３．自分がどんな状態であっても，それ
　が大切なかけがえのない自分なんだと
　思える。

H7 20 中・高・
一般

27023 楽しいキャンピング

－森と自然と
　子どもたち－

１．富士山朝霧高原野外活動センターで
　　小学生５年生から中学生１年生まで
　　の８０人で，１０泊１１日の日程で
　　実施されたキャンプの様子。 
２．このキャンプの目的は３つあって，
（ア）体験を通してさまざまな自分自身
　　　に出会わせる。
（イ）仲間との共同生活を通して，自分
　　　を考える。
（ウ）自分と自然との関係をみつめなお
　　　す。の３つを目的としている。
３．１０泊１１日の生活で，たくましさ
　　が増す。

H7 28 小・中

27024 負けへんで

―６年３組の
　阪神大震災―

　阪神大震災で級友を亡くした西宮市立
樋ノ口小学校６年３組の子どもたちと先
生。学級通信「ばこちん」を綴り続けな
がら，子どもたちは，仲間を失った悲し
みを自分の心の内に問いかけながら，少
しずつ立ち直っていく。
　子どもたちの作文をもとに復興の過程
をアニメと写真で映像化している。

H8 23 小

27025 大好きなそして学校

―阪神大震災と
　子どもたち―

　子供たちを恐怖と悲しみのどん底につ
きおとした阪神大震災。その大震災を生
きた子どもたちの体験を通して，友だち
と学校に対する子どもたちそれぞれの思
いを見つめ，元気に明るく生きる震災後
の子供たちに迫る。
　学級，学校の仲間と困難を克服してい
く姿は，今，学校が悩む課題解決の姿で
もあるかもしれない。

H8 43 小

27026 Ｈｏｗ　Ｔｏ
野外活動

―野外調理―

　野外調理の基礎基本をていねいにアド
バイス。飯盒の使い方(米の量と水の量)
ナタの使い方火の起こし方，米の炊き方
を実際に映像で紹介している。

H8 15 小

27027 Ｈｏｗ　Ｔｏ
野外活動

―ドーム型
　テント設営―

　テントの設営方法（ドーム型）を具体
的に，場所の設定，テントサイドの整地
グランドシート，テント本体，支柱のつ
なぎ方やフライシートの設置などの紹介
をしている。

H8 17 中・高・
一般
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27028 スクール・イン
・アクション

－魅力ある
　プログラムづくり－

　「中学生にも社会の一員として貢献で
きることがある」ということをテーマに
社会福祉（老人とのふれ合い等），国際
交流，環境問題の中にボランティア体験
を求めていく。１０代のボランティアの
ためのガイドブックとして活用できる。

H9 20 中

27029 Ｈｏｗ　Ｔｏ
野外活動

－ご飯の炊き方
　いろいろ編－

　野外活動のＨＯＷＴＯとして計画的に
制作されているシリーズものである。
　この作品は，ご飯の炊き方をわかりや
すく説明している。
　火かげん，水かげん，安全面はもちろ
ん，人数によっていろいろ工夫の余地が
あることを解説している。

H9 30 小

27030 Ｈｏｗ　Ｔｏ
野外活動

－野外遊びの
　いろいろ編－

　野外活動における“遊び”の時間の確
保は重要な位置をしめている。
　ここでは，昔から野外で子供たちが遊
んでいた遊びを紹介している。
・ドッジボールを使ったシンプルな遊び
・ハンカチ落とし
・ケンケンパー
・おにごっこ
簡単なルールで遊べるものを中心に具体
的に説明している。

H9 30 小

27031 生きる

－私たちの　Stannd
　by　me物語－

　一人の高校生が大切な自分に気づき，
自立していく体験を描き，一人一人がか
けがえのない存在であり，またその人自
身を受け止め，支えあって「生きる」こ
との大切さを示唆している。
　この教材は，中・高のホームルーム等
やＰＴＡ活動等でも活用できる。

H9 29 中・高・
ＰＴＡ

27032 ＨＯＷ　ＴＯ　
野外活動

－野外遊びの
　いろいろ編（２）－

　野外活動のＨＯＷＴＯとして計画的に
制作されているシリーズものである。
　この作品は野外での遊びを具体的に紹
介している。
　・色つきおに　　
　・だるまさんがころんだ
　・ねことねずみ　
　・なわ引き
　・夜行列車　　　
　・出会い鬼
などすぐに役立つものである。

H10 20 小・
指導者

27033 ＨＯＷ　ＴＯ　
野外活動

－キャンプフャイヤー
　のつどい編－

　野外活動のＨＯＷＴＯとして計画的に
作成されているシリーズものである。
　・火の迎え方・送り方。
　・交歓のつどいのもち方。
　・プログラムの組み立て方。
　・薪・トーチの組み方。
　・点火の方法。
　・注意事項
などをわかりやすく解説している。

H10 26 小・
指導者
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27034 いのちの声に
耳をすませて

　日本青少年研究所が主催する「全国高
校生の主張」の第２０回大会を題材にし
ている。
　当作品は，二人の高校生が周囲の人々
とかかわることによって，生きることに
無気力になっていた自分が“いじめ”や
“生と死”を乗りこえ，自己を変えはじ
めた体験や内面の思いを本音でぶっつけ
ている。
　支えあって「生きる」ことの大切さを
感じさせる作品になっている。

H10 26 高

27035 高校生の
インターンシップ

　高校生の進路意識の稀薄化にともない
勤労観や職業観も稀薄化してきている。
そのことが，中途退学の増加や卒業後の
早期離職につながっている。
　実際に職場での職場実習や就業体験を
通して，人とのコミニケーション能力や
働くことの意義，大切さ，仕事の価値等
を身をもって学習でき，学校では体験で
きないインターンシップの大切さを提示
している。

H11 21 高・
教師

27036 障害のある人と
ともに生きる

　これから先，障害をもつ人達をどのよ
うに理解し，どのように協力していくか
を丁寧に解説している。
　「目の不自由な人」や「車イスの人」
そして「耳の不自由な人」などの場合，
また，協力を求めている場合を具体例を
示して説明している。

H11 30 小・中

27037 １４才の私へ 　学校へ行けなくなった一人の中学生が
学校のせいでも，クラスメイトのせいで
もなく，自分自身の責任で，苦しみなが
ら新しい自分を掴んでいくことをテーマ
にしている。
　そして，その当時の自分を大切にする
ことによって，今の自分が成り立ってい
ることを，全国高校生の主張弁論大会で
発表している。
　生徒自身が生の声で綴るドキメンタリ
ーであり，これからの学校教育の中心で
もある“生きる力を育む”大きな助けに
なる。また，総合的な学習の時間の資料
教材として活用できる。

H11 23 中・高・成
人

27038 心響きあうまちに

－高校生の目で
見たバリアフリー－

　高度成長期に求められていた効率性や
生産性の社会システムが見直されている
中で，一人一人の人格と人権を尊重した
社会システムの形成が求められている。
　人々が共に生きていくために重要な他
者理解の問題から出発して，日常生活の
中で体験的に物理的バリアに目を向けな
がら，真のバリアフリーが実現されるた
めには，制度的バリアや精神的バリアが
除去されていくことが必要であることを
学び，一人でも多くの生徒が「心のバリ
ア」の問題を理解し，新しい社会システ
ムの担い手としての意識を育てる教材で
ある。

H11 20 中・高・
成人
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27039 ＷＨＡＴ’Ｓ
総合学科

　高等学校の新しい学科である総合学科
は，設置されて日が浅く，中学生やその
保護者，中学校教師にもまだよく知られ
ているとは言えない。そこで総合学科の
特色を，教育現場や生徒・卒業生の声な
どを交えて紹介している。
　中学生の進路選択に役立つ，進路指導
用教材である。

H11 22 中・
保護者・
教師

27040 とび出そうまちの
中へ自然の中へ

－夢を持った子ども
　を育むために－

　これからの子どもの教育の在り方につ
いて，「生きる力」を育むことが求めら
れている。
　「生きる力」は学校・家庭・地域社会
が相互に連携しながら，生活体験，社会
体験，自然体験の機会を多く与えること
が必要になる。
　学校，家庭，地域での子どもの「生き
る力」を育む様々な活動を子供達が興味
を持てるように描写し，親子でも視聴で
きるよう作成されている。
　　　　　　　　　【文部省選定教材】

H12 20 小・教師
・指導者

27041 高齢者から学び、
ともに生きる

　教材の利用に当たって高齢者といわれ
る方たちがそれぞれの人生をつくってこ
られたこと，そして今，加齢による不自
由さを抱えておられることへの敬意と理
解を持って対応することが必要である。
　児童・生徒にとっては自分の親の世代
の年齢に当たることを知ること，また自
分を変えていくことが今の社会を変え，
それが将来につながるということを考え
させる 適の教材である。
　　　　　　　【文部省特別選定教材】

H12 36 小・中・
高・一般

27042 着衣泳入門

－水に落ちても
　あわてない方法－

　日本国内で毎年１，２００人前後の人
命が様々な水辺の事故で消えている。
　水に親しみ，水で遊ぶことは人間生活
に欠くことのできない行動である。楽し
い思い出をつくりながら，かつ水の事故
から子どもの命を守るために次のことを
具体的に上げている。
　第１は，遊ぶことを目的としていない
水辺には近寄らない。
　第２は，水との親しみ方を確認し実践
すること。
　第３は，水中での自己保全法簡単な救
助法の習得である。

H12 17 小・中・
高・一般

27043 教室ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門
第１巻　教室コミュ
ニケーションの指導

～音声言語指導
　の実際～

　新学習指導要領で音声言語の指導，つ
まり「話すこと・聞くこと」を重視する
という方針が打ち出されている。『教室
コミュニケーション入門』では，この指
導の仕方を基礎から応用まで，具体的な
内容，鮮明な映像，明晰なナレーション
で分かりやすく解説している。
　本巻では，先ずコミュニケーションの
意味・重要性，学習活動の形態等を具体
例とともに紹介している。　

H13 25 小・中
・教師
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27044 教室ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門
第２巻　対話・
話し合い

～音声言語指導
　の実際～

　新学習指導要領で音声言語の指導，つ
まり「話すこと・聞くこと」を重視する
という方針が打ち出されている。『教室
コミュニケーション入門』では，この指
導の仕方を基礎から応用まで，具体的な
内容，鮮明な映像，明晰なナレーション
で分かりやすく解説している。
　本巻では，比較的指導のしやすい「対
話」の基本から，改まった場面，さらに
「対話」から発展した形の「話し合い」
についての具体例，指導の在り方の視点
まで解説している。

H13 25 小・中
・教師

27045 教室ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門
第３巻　スピーチ

～音声言語指導
　の実際～

　新学習指導要領で音声言語の指導，つ
まり「話すこと・聞くこと」を重視する
という方針が打ち出されている。『教室
コミュニケーション入門』では，この指
導の仕方を基礎から応用まで，具体的な
内容，鮮明な映像，明晰なナレーション
で分かりやすく解説している。
　本巻では，「スピーチ指導の形態」や
「教室でのスピーチ学習の実際」「スピ
ーチ指導の留意点」「スピーチ評価」に
ついて具体的な映像を示しながら解説し
ている。

H13 25 小・中
・教師

27046 教室ディベート入門
第１巻　ディベート
とは何か

　音声言語の指導法の一つとして，また
総合的な学習指導の方法として，近年，
「ディベート」が注目され，すでに授業
に導入されつつある。
　本巻では，一般的な意味での「ディベ
ート」の定義から，「ディベート」の種
類，「教室ディベート」の標準的な形式
や効用などを具体的な映像を用いながら
解説している。

H13 20 小・中
・教師

27047 実践ＮＩＥ入門
第１巻
　「ＮＩＥを知る」

　総合的な学習では，教科の枠を越えた
学習に取り組むことから，新聞を生きた
教材として活用するＮＩＥ（教育に新聞
を）が注目され，授業等に利用されその
効果が認められている。
　本巻では，ＮＩＥ（Ｎｅｗｓｐａｐｅ
ｒ　Ｉｎ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ＝教育に
新聞を）の基本概念，今なぜＮＩＥかを
新学習指導要領，総合的な学習の時間と
の関連も含めて，その教育的効果につい
ても解説している。

H13 25 小・中
・教師

27048 出会いふれあい
ともに生きる
ボランティア

　２１世紀はボランティアの世紀と言わ
れ，その幕開けを国連は「国際ボランテ
ィア年」と決定した。
　このビデオソフトを通して，社会の中
世界の中での人間とボランティアの深い
存在を子供達が気づき，活動への喜び，
心情，行動する力を啓発し，期待して制
作されている。

H13 31 小・中
・高

VTR-191



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

特別活動

27049 産業社会と
人間のススメ

　生徒が自らの目的意識や選択能力を高
め，勤労観・職業観や社会人として必要
な基本的な能力・態度を身につけていく
ことが求められている。このような要請
に応え，総合学科の原則履修科目として
「産業社会と人間」が誕生し成果を上げ
ている。
　この作品は，このような学習に積極的
に取り組む学校や高校生の姿を紹介し，
「産業社会と人間」の意義や指導内容・
方法などについて具体的な理解を促進し
ようとするものである。
　　　　　　　　　【文部科学省選定】

H13 20 高校職員

27050 大学から
明日が見える

－開かれた大学の姿－

　これからの大学は，高度で体系的かつ
継続的な学習機会の提供者として，生涯
学習社会の中で重要な役割を果たすこと
が期待され広く開かれていることが求め
られる。
　このビデオは，そうした社会の期待や
要請に応えるため，各大学が取り組んで
いる先進的な事例を紹介しながら，生涯
学習社会における大学の役割を考察して
いる。　　　　　　【文部科学省選定】

H13 22 高・一般
・大学関係
者

27051 新・進路指導シリーズ
進路選択の条件

　３年生

　中学生が自分の進路を選択する時，自
分の適性や興味を大切にし，自己啓発す
ると同時に諸検査や周りの多くの人の意
見を聞き，客観的に自分の長所を知るこ
とは，これからの進路を決定する上で重
要な第一歩となる。
　ここでは，職場体験学習を例にその取
り組みを紹介する。
　中学生か将来の進路を考え，進路選択
する場合，総合的な学習の時間の教材と
して適切である。

H14 18 中

27052 新・進路指導シリーズ
わたしの進路計画　

　２．３年生

　人にはそれぞれ個性があり，違った人
生がある。自分の良さを活かしながら社
会に貢献できるよう，夢に向けて進んで
いくことが大切である。
　ここでは，上級学校の種類や特長を調
べ，体験入学を通して自己実現を図る進
路計画について紹介されている。
　中学生が将来の見通しを考え，自分の
進路計画をたてる場合，総合的な学習の
時間に学習する教材として適切である。

H14 18 中

27053 やってみよう！調べ学習
シリーズ
①きみの「？」は何だろう

－身近なところでさがし
てみよう－

　第１巻では，問題解決学習としての学
習方法等について紹介する。
　ここでは身近なものの中から空き缶を
例に，その種類から「不思議に思うこと
」「おもしろいなと思うこと」等をとり
あげている。また，身の回りで捨てられ
ている空き缶の現状についても紹介して
いる。
　

H15 11 小
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27054 やってみよう！調べ学習
シリーズ
②課題づくりはどうする
の

－「？」を課題にしていこ
う－

　第２巻では，第１巻で出された疑問か
ら，それを学習課題へと発展させる方法
について示す。
　まず，身近なものの中から「おもしろ
いな」「不思議だな」「気になるな」の
３つをキーワードにそれらの具体例を学
級でカードにしてＫＪ法でまとめる様子
を紹介している。
　

H15 11 小

27055 いのち輝いて 　「障害を持つ人」と聞いたとき，多く
の人は負のイメージを抱いてしまう。
　しかし，ここで紹介する障害者の皆さ
んは，それぞれの障害に合わせて精一杯
，日々の暮らしを充実させている。
　この作品は，周りの人々の「愛情」や
「支え」をてこに，障害や偏見に屈する
ことなく明るく前向きに生きている人々
の姿をドキュメントしたものである。

H15 30 小・中・成
人

27056 まちに出ようボランティア
学習

－考える・見つける・やっ
てみる－

　この作品は，総合的な学習の時間など
を利用したボランティア学習の進め方を
具体的に示し，小学生一人ひとりが自ら
考え，行動する力を身につけながら，自
分たちでもいろいろなことができること
に気づいていく姿を紹介する。
　具体例として，老人ホームの訪問や地
域のゴミ拾いなど体験活動が紹介されて
いる。

H15 20 小

27057 楽しい総合学習を目指し
て

－活動する前に必ず学
ぼう－

　「楽しい総合学習を目指して」活動前
から活動後までの学び方を，児童たちが
実際に活動する様子を撮影したドキュメ
ント映像と，シミュレーション映像をま
じえた，第１部「活動する前に」第２部
「さあ，出発」第３部「学校に帰ろう」
の３部構成で収録。
　安全で楽しく効果的な校外活動の実践
のために役立つ教材である。

H15 26 小

27058 未来への教室　３
クリス、ムーン

　地雷除去作業中に右手・右足を失い，
地雷廃絶を訴え義手義足で走り続けてい
るクリス・ムーンさんが，暴力のない世
界を願う人々の思いと運命を前向きにと
らえ，自分にしかできないことを実現す
るという「にんげんの尊厳」を伝える。
　平和学習にも活用できる内容である。

H15 85 中・高・成
人

27059 未来への教室　６
トール、ヘイエルダール

　自分の仮説を証明するために，実際に
太平洋をイカダで航海してしまった冒険
家，トール・ヘイエルダール氏。帆船で
の共同生活や無人島でのサバイバル体験
を通して，自分で考え，工夫し，自立し
て生きていくことの大切さを，子どもた
ちに伝える。
　

H15 85 中・高・成
人
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

特別活動

27060 未来への教室　９
ロドニー、フォックス

　自らサメに襲われて九死に一生を得た
体験を持ちながらも，サメの美しさに魅
せられ，サメをはじめとする海洋生物の
保護を訴えるロドニー・フォックス氏。
　サメを間近で見る冒険をしながら，生
態研究と保護活動に携わってきた活動を
紹介する。授業には時間を分けて活用で
きる。

H15 87 中・高・成
人

27061 未来への教室　１０
リゴベルダ、メンチュウ

　先住民族の人権を訴えつづけノーベル
平和賞を受賞したリゴベルタ・メンチュ
ウ氏が，いろいろな民族の子どもたちに
民族や宗教の差別をなくす「使命」につ
いて語りかけている。子どもたちも自分
が受けた差別体験について語り合い，苦
い経験から目を逸らすことなく現実に根
ざした差別撤廃への道を考えていくこと
を訴えている。

H15 85 中・高・成
人

27062 みんなで跳んだ 　たくさんのテレビ番組で紹介され，感
動の渦をよんだ，子どもたちみんなが知
っている「大縄飛び」の実話をもとにア
ニメ化したものである。集団づくりで何
が一番大切なのか教えてくれる。
　「勝つことを選ぶのか，それともクラ
スの和か？」。みんなはひとつの選択を
する。そして，みんなは何かを飛び越え
る。

H15 28 小（高）・中

27063 豊かな心を育てる体験活
動

－地域と連携する学校－

　近年，都市化の進展や核家族化・少子
化等により，地域社会における連帯感や
人間関係の希薄化が進んでいる。
　青少年の現状は多くの人や社会，自然
等と直接触れ合う体験の機会が乏しくな
っている。この作品は，数校の小・中学
校が地域の人たちと連携して様々な体験
活動を展開する様子を紹介している。

H15 20 小・中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

特別活動

27064 学校ビオト－プ・入門編 １．ビオト－プの基本的な考え方　　　
・ビオトープの定義やビオトープのよさ
　について，学校での取り組みを通して
　簡潔に説明している。　　　　　　   
２．ビオトープの種類について　　　　
・いくつかの事例を取り上げているため
　，自校のビオトープを考える参考にな
　る。　　　　　　　　　　　　　　　
＊1，２の内容を通して，ビオトープの
　基本的な認識は広がる。　　　　　   
3．観察法について　　　　　　　　　
・小学校での事例を紹介。プールなどの
　身近な活用例や水中観察の仕方などを
　説明。　　　　　　　　　　　　　   
４．ビオトープの活用仕方　　　　　　
・画用紙に絵を書いて発表会をするなど
　の事例説明。小学生中学年向きの内容
　。中学生には物足りない内容。　　   
５．地域への広がり　　　　　　　　　
・地域の人材活用の大切さが多少分かる
　。但し，自然環境に恵まれている地域
　を取り上げている為，一般化しにくい
　かもしれない。　　　　　　　　　　
＊小学校，中学校共に使用可能だが，小
学校向きの事例が多い。

H16 20 小･中

27065 学校ビオトープ・実践編 １．ビオトープづくり　　　　　　　　
・池づくりの事例を通して，条件整備や
　つくる手順をわかりやすく説明してい
　る。　　　　　　　　　　　　　　   
２．ビオトープの設計図　　　　　　　
・重要な点はテロップでわかりやすく明
　記している。しかし，説明が少なく，
　実際に活用することを考えると物足り
　ない。　　　　　　　　　　　　　   
３．準備するもの　　　　　　　　　   
４．池をつくる　　　　　　　　　　   
５．水草と生き物を入れる　　　　　　
・作り方のヒントなどを具体的に示して
　くれている。特に注意する点（入れる
　生き物の注意）などを繰り返し伝えて
　いるので子どもにも分かりやすい。　 
  （生き物を他の場所から入れることが
　ビオトープの定義として正しいのかは
　気になるが・・・）　　　　　　　　
・４，５と重なる内容が多い。さほどく
わしく説明されていない。　　　　　   
６．観察，維持管理の工夫　　　　　　
＊小学校，中学校共に使用可能だが，小
　学校高学年から中学生向きの事例が多
　い。　　　　　　　

H16 20 小･中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

特別活動

27066 中学生のボランティア活
動

できることから　はじめよ
う

　この作品は地域の中で，自分のできる
ことを見つけ，ボランティア活動をはじ
めた中学生たちを紹介しています。視聴
することで，身近なところで，いろいろ
な活動にチャレンジできることがわかり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　 
  インタビューなどから，中学生が活動
を通して，いろいろなことを学んでいる
ことがわかります。そこから，ボランテ
ィア活動の魅力や意味が理解できます。

H16 19 中

27067 障害者の心 　健常者との接し方や社会生活の中で感
じる様々な問題点について，障害を持つ
人が自らの視点で語っていく。障害者の
思いを理解し，接し方や手助けのあり方
を学んでいく。

H16 20 小(高)

27068 ファミリーボランティア入
門

－地域でふれあい 学び
あい－

　親子のふれあいや生きる力を育む体験
の場として，ボランティア活動に取り組
む家族を紹介し，その魅力をわかりやす
く伝える。

H16 20 小(高)

27069 生きるよろこび

いのちのボランティア

　慢性骨髄性白血病になったＳさんの闘
病生活。白血病とは骨髄中の細胞がガン
化し正常な血液ができなくなる病気で，
些細な細菌でも命を落とすことになる病
気です。白血病は血液のガンと呼ばれ，
毎年５０００人の患者がいます。治療法
は骨髄移植です。それには厳格な決まり
に適合したドナーが必要です。

H17 30 高・一般

27070 しごとライブラリー動物シ
リーズｖｏｌ．１　ペットショ
ップ店長

    ペットショップ店長について３部構成
でわかりやすく紹介。　　　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 15 小・中

27071 しごとライブラリー動物シ
リーズｖｏｌ．２　水族館飼
育係

    水族館飼育係について３部構成でわか
りやすく紹介。　　　　　　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 15 小・中
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番号
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

特別活動

27072 しごとライブラリー動物シ
リーズｖｏｌ．３　トリマー

    トリマーについて３部構成でわかりや
すく紹介。　　　　　　　　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 15 小・中

27073 しごとライブラリー動物シ
リーズｖｏｌ．４　動物看護
士

    動物看護士について３部構成でわかり
やすく紹介。　　　　　　　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 15 小・中

27074 しごとライブラリー動物シ
リーズｖｏｌ．５　犬訓練士

    犬訓練士について３部構成でわかりや
すく紹介。　　　　　　　　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 15 小・中

27075 しごとライブラリーインテ
リアシリーズｖｏｌ．１　イン
テリアデザイナー

    インテリアデザイナーについて３部構
成でわかりやすく紹介。　　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 16 中

27076 しごとライブラリーインテ
リアシリーズｖｏｌ．２　リフ
ォームプランナー

    リフォームプランナーについて３部構
成でわかりやすく紹介。　　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 15 中
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

特別活動

27077 しごとライブラリーインテ
リアシリーズｖｏｌ．３　ディ
スプレーデザイナー

    ディスプレイデザイナーについて３部
構成でわかりやすく紹介。　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 15 中

27078 しごとライブラリーインテ
リアシリーズｖｏｌ．４　家
具製作工

    家具製作工について３部構成でわかり
やすく紹介。　　　　　　　　　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 16 中

27079 しごとライブラリーインテ
リアシリーズｖｏｌ．5　イン
テリアコーディネーター

    インテリアコーディネーターについて
３部構成でわかりやすく紹介。　　　①
仕事の概要と仕事の流れについて，具　
体的な作業内容など盛り込みながら説　
明。　　　　　　　　　　　　　　　②
その仕事についている人が，自らの体　
験などをふまえ，仕事の魅力を説明。③
その仕事につくためにはどのようなス　
テップが必要なのかをチャートを使っ　
て説明。

Ｈ17 16 中

27080 みみをすます

障害者福祉啓発ビデオ

　ゆんみは生まれながらに耳が聞こえな
いがそれを一つの個性としてとらえ聴導
犬サミーと共に出かける。米国への留学
体験を生かした就職活動をしたり，「ロ
バの音楽座」に出会い“おと”と“こと
ば”の遊びから音楽を通しての交流をし
たりする。詩人谷川俊太郎さんと出会い
「音は心で感じるもの」と体感し，「み
みをすます」という詩を贈られる。楽し
い音楽や詩を主人公のゆんみと同時に体
感しながら真のノーマライゼーションを
問いかける。

Ｈ17 46 小・中

27081 地球が動いた日     震災を通して築かれた子どもたちの友
情と担任の先生の「命の授業」への想い
。人と人が心をつなぎ合わせ自分の命を
輝かせて生きることが明日への希望へつ
ながるというメッセージが込められてい
る。又，災害における助け合いの大切さ
，ボランティアの意義についても盛り込
まれている。

Ｈ17 76 小・中
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

特別活動

27082 新・進路シリーズ　夢や
希望を語り合おう

　将来の人生を見通して，自己を見つめ
目標に向かって，自分を失わず，社会の
変化に主体的に対応しながら，自分自身
で責任を持って進路を選択し決定する力
を育てることをねらいとして制作されて
いる。ここでは，様々な分野で活躍する
人の話を聞き，その生き方についてふれ
る。ボランティア活動を通して，自己を
見つめていることを知る。自分を知るこ
とはこれからの進路を決める上で重要な
第一歩。 後に実際にボランティア学習
を通して，自己理解へと導いている。

H19 17 中

27083 スクールアクション中学
生シリーズ　中学生のボ
ランティア学習マニュア
ル

　ボランティア学習の進め方は大きく「
事前学習」「実践学習」「相互理解」「
自己評価」の４段階に分かれる。この作
品は，実際にボランティア学習を体験し
ている中学生の姿を例にその進め方を紹
介している。学校教育や社会教育の現場
で中学生が学習の流れや方法を把握し，
意義深いボランティア学習が実践できる
ことをねらって製作されている。

H19 20 中
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

人権教育

28001 コスモスの道しるべ 　「心配しないでね…」と置手紙を残し
て，小学生の女の子が，生まれてから一
度も会ったことのない祖父母に，一人で
会いにいく…。
　結婚後も葛藤を続ける親子とその家族
それを取り巻く人々の姿を通して，親子
の絆さえを断ち切ってしまう差別とは何
か，また，人間の本当の幸せとは何かを
考える。

H3 54 小・中・
高・成人

28002 ふたりのタロー 　小学校６年生のタロウは，ある日，江
戸時代のタロウに導かれ，江戸幕府下の
タロウの村を訪れ，その頃の人権無視の
差別のようすを実体験し，人権尊重の意
識に目覚めていく。

H3 26 小

28003 チェリーブロッサム 　差別と直面したとき，どうするか，と
いう問いかけをアニメーションで映像化
したみの。３つのエピソードでオムニバ
ス構成されている。
　分身：かおりは友人の優が同和地区出
　　　　身であることで悩む。
　変身：恋人の智美は同和地区出身であ
　　　　る。
　エピローグ：差別意識から解放をまと
　　　　めたもの。

H2 42 中

28004 へんてこな
ボランティア

　部落出身であったために，学校に行け
ず読み書きができなかった老婆と，三人
の中学生の出合い。
　三人は老婆に読み書きを教え，その中
で老婆から，生きていく中で大切なこと
を逆に学ばされる。老婆と中学生のふれ
あいを通して，同和問題，ボランティア
いじめ，生きがいについて考える。

H6 46 小（高）
・中

28005 明子のハードル 　中２の明子と久美は仲よしのコンビで
あったがそれぞれ，母子家庭と母が同和
地区出身であるということで，学級や地
域の中で差別を受けることがあった。
　その中で久美は自分の内にも他人を差
別する気持があることを知る。自分が差
別されると悲しいのに，人を差別する時
は相手の悲しさを考えない。だがこれで
はいけないということを，明子は改めて
理解する。

H6 41 中

28006 人権学習ビデオ

・　日本の歴史と
　部落問題（１）

　被差別民衆や部落の視点から日本史を
まとめている。
　原始・古代・中世・近世の差別，近世
部落の成立，役目と仕事，生活と文化を
まとめている。

H8 60 中

28007 人権学習ビデオ

・　日本の歴史と
　部落問題（２）

　『解放令』から明治以降の解放運動，
戦前の差別の実態をまとめている。

H8 60 中

VTR-200



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

人権教育

28008 人権学習ビデオ

・　日本の歴史と
　部落問題（３）

　戦後の『オールロマンス事件』『部落
地名総監』などの具体的な差別事象同和
教育の展開と展望といった内容を，各巻
ごとに１０項目ずつ，それぞれ１項目に
ついき約５分間で簡潔に説明している。

H8 60 中

28009 部落史学習ビデオ

渋染一揆に学ぶ

　江戸時代末期に岡山藩がおこなった統
制策にたえきれず立ち上がった人々の闘
いを，その経過にそって解説し，一揆の
全体像を浮きぼりにする。
　当時の人々の様子を紙芝居的にまとめ
随所に，古文書や現在の様子など実写を
加えている。
　別段御触書から強訴，稲荷山の対決，
榎塚の対決，鉄砲隊のの対決，再吟味，
調印と部落への差別にかんぜんと立ち向
かった人々の記録である。

H8 17 小（高）
・中

28010 人の世に熱あれ
人間に光りあれ

・部落歴史（１）
　前近代

　誰もがわかりやすく，印象深く部落問
題の本質を理解でき，反差別・人権確立
に向けた問題意識をもっている作品であ
る。
　この前近代では，古代・中世・近世に
おけ部落差別の歴史を，国家の形成や身
分制，社会の仕組みなどの観点から解説
している。

H8 40 小（高）
・教師
・保護者

28011 人の世に熱あれ
人間に光りあれ

・部落歴史（２）
　近代

　誰もがわかりやすく，印象深く部落問
題の本質を理解でき，反差別・人権確立
に向けた問題意識をもっている作品であ
る｡
　この近代では，明治維新から太平洋戦
争までの解放運動のあゆみを解説してい
る。

H8 30 小（高）
・教師
・保護者

28012 人の世に熱あれ
人間に光りあれ

・部落歴史（３）
　現代

　誰もがわかりやすく，印象深く部落問
題の本質を理解でき，反差別・人権確立
に向けた問題意識をもっている作品であ
る｡
　この現代では，新憲法，オールロマン
ス事件，同和対策審議会，特別措置法な
どを通して，戦後の部落解放運動を解説
している。

H8 45 小（高）
・教師
・保護者

28013 菜の花 　村一番の働き者の庄七は，一度で良い
から本村の人達のように，店の中でカク
ウチ酒を飲んでみたいと願っている。
　しかし，厳しい掟でそれは許されるこ
とではなかった。「おれも人間ばい」と
覚悟を決めた庄七は，ある日酒屋でカク
ウチ酒を飲み干し，河原で処刑されてし
まう。
　死際に言い残した通り，酒屋はつぶれ
その酒蔵のあとが一面の菜の花畑になっ
たという部落差別の語り伝えをアニメー
ション化したものである。

H8 20 小・中・
高・成人
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28014 父の一番長い日 　今も残る結婚差別。ある日，娘から交
際相手が同和地区出身であることを聞い
て父は迷う。同じ日その父は職場で部下
が客から差別発言を受けたことを聞き父
として，料理長として，人間としてどう
あるべきか，悩み，考える。
　そして，父自らが差別意識をぬぐい去
っていく姿を描いている。今日の人権・
部落問題を考える手がかりとなる映画で
ある。

H8 54 中・高・
成人

28015 誇りうる部落の歴史 　これまでの同和教育（被差別部落）に
ついての暗いイメージを変えさせるよう
なつくりになっている。長野の同和教育
推進教員の人たちが史料に基づいて劇化
し舞台で演じている。
　この演劇に交えて，歴史の中で被差別
部落の人たちが不当な差別とたたかいな
がら，すぐれた知識，技術，労働を通し
て主要な生産を支え他の身分と深く結び
ついて生活していた庶民であったことを
実写ロケを含めながら紹介している。

H9 30 中

28016 街 　非行少年を立ち直らせるために地域社
会が温かい手を差し伸べていこうとする
ドラマ。
　窃盗で保護観察中の岡嶋は，保護司の
紹介で弁当屋で働いていたが親とうまく
いかず地域の人たちの善意も理解しなか
った。昔の仲間と縁を切り岡嶋を救おう
と，田坂は地域のサッカーに誘う。
　非行歴のある田坂が今は一生懸命に生
きていることを知り，街の人達のひたむ
きな姿を見て岡嶋は考えを変えていく。

H9 45 中・高

28017 三月三日の風

－水平社
　誕生物語－

　全国水平社創立者の一人，西光万吉を
中心とした物語，奈良県柏原村に生まれ
た万吉は部落差別から逃れ東京に美術を
学びに出るが，病んで故郷へ帰る。
　そんな中，部落出身であることがわか
って離縁されて戻った君枝の自殺を機に
差別の実態に強い反発を感じ「水平社」
を設立，しかし村からは認められず京都
は出る。平等を自分たちの力で勝ちとる
ことを訴え，創立大会で水平社宣言を高
らかに読みあげる。

H10 53 中・高・
成人

28018 おーい 　建築会社に勤める下田は営業の仕事の
ため担当の建設予定地が同和地区かどう
かを市役所に聞きにいく。このことが大
きな問題となり，下田は同和地区出身の
友人の松本に相談に行くが，下田の認識
の浅さに松本は怒って去ってしまう。
　その後，松本から自分が受けた差別を
告白され下田は認識を改める。会社内で
は同和問題研修推進委員会が設置され，
嘲笑されながらも下田は同和問題解決の
重要さを訴えるのであった。

H10 45 中・高・
成人
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28019 「人権教育のための
国連１０年」
と同和教育

　１９９５年から「人権教育のための国
連１０年」が始まり，日本の同和教育と
合流してさらに発展することが求められ
ている現在の各運動の実践が紹介されて
いる。
　１，戦後同和教育の歩み
　２，同和教育の実践
　３，部落の識字運動
　４，「人権教育のための国連１０年」
　　　とは
　５，人権教育の試み
　６，多文化教育と人権

H10 55 中・高・
成人

28020 人権ってなあに
一巻入門編
あなたへの
メッセージ

－ＬＩＶＩＮＧ
　ＴＯＧＥＴＨＥＲ－

　「人権」って言葉にするとなんだか堅
苦しい。でも，あなたの周りで「これっ
て変だな？」と疑問に思うことってある
はず。そのきっかけは学校，友だち，恋
人，職場，ｅｔｃ。案外身近なところに
…。そんな小さなきっかけを大人になっ
てもわすれずに，でもそれに縛られるこ
となく，軽やかに生きている各界で活躍
されている５人の方からのあなたへおく
るメッセージ集。

H14 41 中・高
成人

28021 私の歩んだ道
～差別の中を
　生きて～

　祝さんに結婚を申し込んだ人は被差別
部落の青年，慎一さんだった。
　部落という言葉すら知らなかった彼女
が，差別を初めて感じたのは長女の保育
園の入園式だった。その日から差別との
戦いが始まった。
　娘の結婚差別，地域での差別文書事件
・・・・・二人の人生は「生きることの
意味」の追求だった。

H12 35 中・高

28022 ドキメンタリー
結婚

　健さんのプロポーズに屈託なく応えた
美子さん。しかし，家族の猛烈な反対と
無理解な親戚の前に，五年の歳月が必要
であった。しかも縁を切るといわれて。
　まだ見ぬおじいさんに対し，長女の美
保は「私たちがいるということを認めて
ほしい」と語る。そして・・・。
　企画／長野県同和教育推進協議会
　文部省選定同和教育ビデオ

H12 33 中・高

28023 主語で語る人権教育

三重県・大山田
中学校の１年間の
取り組みを追う

　人権総合学習の，モデル教材ビデオで
ある。三重県・大山田中学校は生徒数約
２００名の小さな中学校で，総合学習の
取り組みとして，部落問題を中心に据え
ながらも，もっと広く，元気一杯の人権
総合学習を実践している。
　主人公はあくまで子供達。１年に亘る
教育計画の下に“全校ヒューマン・タイ
ム”と名付けられたこの取り組みは，知
識と感性を両立させたユニークな実践で
ある。

H13 30 中・高
・一般
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28024 美しいメッセージ 　この物語では，日本の大阪の片隅で，
一人の少女が「差別はおかしい」と心の
叫びをあげる。その小さなメッセージが
多くの若者達を経て世界中に伝わり人々
の心の門を叩き，沢山の人達がそれに応
え明かりを点滅する。
　２１世紀は人権の時代。偏見や差別意
識をさっぱりと洗い流す新しい世紀にし
たい。この作品は，多くの人々や若い人
達が，差別をどのようにして自分の問題
と考えるかを啓発した作品である。
【同和問題啓発アニメーション映画】

H13 27 小・中・
高・一般

28025 おじいちゃんの花火 　今日の社会には同和問題を始め様々な
人権問題が存在している。これらの問題
の解決のためには違いを認め合い，差別
をしない許さないと言う考え方が重要。
　この作品を通じて，人と人とのつなが
りを大切にし，一人一人の人権が尊重さ
れる社会作りについて考えさせる作品で
ある。《アニメ作品》

H13 25 小・中・
高・一般

28026 翔太のあした 　子供の目から見た男女共同参画社会を
めざす，人権啓発映画である。
　性別の役割分担にとらわれず，一人一
人の個性や特性で社会に関わっていこう
という考え方に基づく社会「男女共同参
画社会」を実現させるための行動力を育
むことを狙って制作されている。
一話「らしさって何？」
二話「挑戦」
三話「父ちゃんは変？」の三話から提起
している。

H13 54 小・中・
高・一般

28027 スクール・セクハラ
　第１巻　小学校編

　スクール・セクハラとは何か，学校で
のセクハラもいくつかのパターンが考え
られる。特に子どもに対してのハラスメ
ントは深刻である。　　　　　　　　　
つまり，教師という職業・立場・子ども
に対する優位性等から，教師自身が加害
者意識が希薄なまま加害行為をしてしま
う可能性がある。
　第一巻では，小学生を対象に，どんな
場面で，どんな形で行われるのを子ども
たちは性的不快感と感じているのか，多
くのケースを紹介し，教師が持つべき心
構えを示唆する。教職員研修に 適であ
る。

H14 25 教師・
成人
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28028 スクール・セクハラ
　第２巻　中・高校編

　スクール・セクハラとは何か，学校で
のセクハラもいくつかのパターンが考え
られる。特に子どもに対してのハラスメ
ントは深刻である。　　　　　　　　　
つまり，教師という職業・立場・子ども
に対する優位性等から，教師自身が加害
者意識が希薄なまま加害行為をしてしま
う可能性がある。
　第二巻では，中学生を対象に，どんな
場面で，どんな形で行われるのを子ども
たちは性的不快感と感じているのか，多
くのケースを紹介し，教師が持つべき心
構えを示唆する。教職員研修に 適であ
る。

H14 25 教師・
成人

28029 現代社会と人権シリーズ
　女性の人権を考える

　男女機会均等法が次第に浸透し，法的
環境の整備も進んできた。しかし，まだ
セクハラを始め，強制わいせつ，ストー
カーなど女性に対する人権侵害行為は後
を絶たない。「男だから」「女だから」
という意識を，私たち一人一人が問い直
していくことが，これからの男女平等社
会を作っていく上で大切である。
　ここでは，被害者の実際の体験を聞き
問題を考えていく。

H14 25 中・高・成
人

28030 人権ってなあに
ジェンダーフリー

－男女共同社会へ－

　「ジェンダー」それは社会的，文化的
に形成された性別。セクハラ，女性への
暴力，賃金格差，夫婦別生，家事，育児
の役割分担…。現代社会をとりまく女性
の人権問題の根底には「ジェンダー」が
深く関わっている。
　性による差別を乗り越え，女と男が自
由に生きるために，「ジェンダーフリー
」を目指す人々の姿を紹介する。

H14 25 高

28031 「部落の心を伝えたい」
更池の語り部・吉田小百
合

　被差別部落出身の吉田小百合さんの講
演を中心に強く生きる生き様が語られる
　なんで読み書きできへんねん…学校行
かれへんから
　なんで学校行かれへんねん…金ないか
らです
　なんで金ないねん…仕事ないんです
　なんで仕事ないねん…そこに部落差別
があるからです
　中学校時代の友人や教師との出会い，
吉田小百合さんの差別の中で生きてきた
誇り，生い立ち，子育て，命を慈しむ思
いが綴られる。

H14 30 中・高

28032 職場へふたたびの朝

－中途障害者の
　職場復帰のために－

　企業で働いている人が，病気や事故な
どで中途障害者になるということは決し
て珍しいことではなく，そのために離職
せざるを得ない人が少なくない。
　しかし一方では，本人と関係者の努力
と適切な対応で復職できた例もある。中
途障害者を再び職場へ迎え入れるために
はどのような対応や配慮が必要なのか，
ここでは中途障害者が職場復帰する様子
を事例をもとに紹介する。

H14 38 成人
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28033 気づくことが
   はじめの一歩

－男女共同参画社会
         を築くために－

　平成１１年，「男女共同参画社会基本
法」が制定され，いま，家庭や地域，そ
して職場でその取り組みが進められてい
る。しかし，旧来からの考え方に窮屈な
生活を送っている人も少なくない。
　そうした人々の意識の底にある考え方
に視点を当て，真に男女が性別にとらわ
れることなく対等に認め合い，助け合っ
ていく社会を築くために制作された教材
として 適なものである。

H14 24 成人

28034 み～つけた！ 　他者との比較の中，「どうせ自分なん
か」とマイナス面で自分を見つめ，自分
に自信がもてない子どもが増えている。
　これは「生きることのすばらしさ」「
一人一人の個性の素晴らしさ」を感じる
ことができないところにその一因がある
のではないか。
　この教材は，「自分や友だちのよさ」
をみつけることにより，互いに自信をも
って生きていくことの素晴らしさを教え
てくれる教材である。
　　　　　【人権啓発アニメーション】

H14 18 小（中・高）

28035 ラストからはじまる 　吃音のため，人前で話すことが苦手な
中学生が趣味のデジカメを通して，ムラ
の人々と出会い，どもって話しても今ま
でと違った温かい雰囲気を感じる。そし
て自分だけでなく皆なも悩みをもってい
ても頑張って生活していることを知る。
　いろんな人との出会いの中で，成長し
ていく姿を通して人権を考える，新しい
タイプの作品である。

H15 53 小（高）・中

28036 風と大地と梨の木と
第４章　ＷＥ ＡＲＥ ＯＮＥ

「外国人の人権」と「子どもの人権」。
在日コリアンの人々に対する差別問題，
こどもをとりまく様々な人権問題など解
決すべき問題が山積している。
　この作品は，一人の少年が友人や先輩
の友情や励ましで，自己嫌悪から自分を
見いだし力強く歩き出していく。「いま
我々がなすべきことはー」一緒に考えて
みたい。

H15 51 中・高・成
人

28037 検証！セクハラ判例１正
しい対応のあり方

    職場の環境を，セクハラのない明るく
働きやすいものにするのは企業・団体の
義務である。万一セクハラが起きた場合
の組織としての対応のポイントは①迅速
で適正な手続きをする。②被害を訴えた
ものに不利益にならない対処をすること
の２点に集約される。それぞれのポイン
トを具体的な事例に沿って解説する。

H17 21 成人

28038 日本に暮らす新来外国
人

　今，日本では，「国際化」，「多文化
共生」への取り組みが各地で盛んに行わ
れている。一方，日本に暮らす外国人の
中には，厳しい環境におかれている人も
多い。特にニューカマーと呼ばれる新来
外国人を取り巻く状況は厳しい。
　国際社会の中で，今後この問題をどの
ように取り組んでいけばよいか考える。

H15 25 成人
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

人権教育

28039 5等になりたい 　小さい頃の病気がもとで４歳まで立つ
事すらできなかった律子。補装具をつけ
て努力して，ひとりで歩けるようになる
が，皆と同じようには歩くことができま
せん。小学校に入学したら，友達がたく
さんできることを楽しみにしていた律子
だが，足のことでからかわれ，意地悪を
されます。傷心の律子は，足のマッサー
ジ師の石橋先生から人としての本当の優
しさ，強さを教わります。石橋先生は，
目が見えません。「人は誰でも，ハンデ
ィを持っている。人をいじめて楽しんだ
り，見て笑っている人たちは，人の痛み
に気づかない心のハンディを持っている
。」いじめられても，頑張る律子の姿に
，いじめていた友達の心が変化し，友達
の輪が広がります。運動会でいつもビリ
だった律子は，一つでも上の5等になり
たかった。今年の運動会は，リレー形式
のかけっことなり，みんなの協力と努力
で律子のチームは，1位になります。

H16 76 小

28040 忙しい「職場」のためのセ
クシュアル・ハラスメント
対策

①製造系の現場編

    ある企業でのパートのＡ女性と課長の
Ｂ。仕事上の失敗をきっかけに夕食の誘
いをかける。断りきれなかったＡさんは
一度，夕食を共にする。その事が社内の
女性同僚に知られ噂話に広がってしまう
。その後もＢはＡを，しつこく夕食に誘
うが断わられる。数日後，会社の昼休み
屋上にBはＡを呼び出し，パートのＡさ
んに再就職は厳しいよ，とか，正社員の
道もあるよ，ともちかける。たまりかね
たＡさんは，会社を休みがちになり人事
課へ報告する。対価型の悪質なセクハラ
である。１９９９年男女雇用機会均等法
が施行された。しかし，その後も・・・
。

H16 12 成人

28041 忙しい「職場」のためのセ
クシュアル・ハラスメント
対策

②営業系の現場編

    ある会社の朝礼。Ａ課長が営業不振を
とり返そうと部下に，自社の営業成績を
伸ばす様に激をとばす。数日後，ある会
社のＢ課長と商談をしていた女性社員が
仕事上の話もあるといって夕食に誘われ
るが断る。それを知ったＡ課長は営業を
まとめるには，女性は愛嬌をふりまき，
女の武器を使ってスマイルで努力せよと
迫る。営業では自発的な酒のお酌はセク
ハラとは言えないが，説得の仕方には問
題がある。大きな問題点はセクハラの加
害者には「ちょっとした事に目くじらた
てない」といった意識が全くない事であ
る。特に対価型セクハラには毅然として
対処する事が必要である。あなたのまわ
りには・・・？　　　　　　　　　　

H16 12 成人
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

人権教育

28042 検証！セクハラ判例２見
逃してませんか職場のセ
クハラ

    改正男女雇用機会均等法施行後も，後
を絶たないセクハラ。人事院規則の中で
は「他の者を不快にさせる性的な言動・
行動」をセクハラであるとして，組織ぐ
るみでこの一掃に取り組むよう指導して
いる。「こんなことくらい」と見逃して
いるうちに，裁判に発展したケースを取
り上げる。

H17 20 成人

28043 セクハラがなくなる話し方
・接し方

　ＮＯの意思表示できていますか？相手
を不快にしていませんか？小さな誤解や
不快感でも積み重なっていけばセクシャ
ルハラスメントを生み出す土壌になった
り職場の円滑な人間関係を損なう背景に
もなったりする。そこでここではアサー
ション（自己表現）の考え方，トレーニ
ング法に基づき，日常のコミュニケーシ
ョンを見直すきっかけとより良いコミュ
ニケーションのためのスキル，そして場
面ごとの実践方法を紹介している。

H19 30 成人

28044 人権に向き合う為の６つ
の素材

～街に，暮らしに，あなた
のとなりに～

　この作品は，身近な人権問題を考えて
いく素材として，東京都で出された「東
京都人権施策推進指針」（平成12年度策
定）の中から６つの課題を取り上げ制作
されている。　　　　　　　　　　　①
男と女…ドメスティックバイオレンス②
老いと尊厳…高齢者　　　　　　　　③
共生…障害者　　　　　　　　　　　④
正しく知る…報道被害，HIV感染者等同
和問題から人権について考える構成にな
っている。

H19 27 小・中・高・
成人

28045 人権感覚のアンテナって
？

－人権侵害・差別がみえ
てくる－

   偏見や差別，人権侵害について正しく
知り，話し合い，学び合うことの大切さ
を説明している。そして，人権感覚のア
ンテナを張り，日常生活における意識と
行動を見直してみる内容になっている。

H20 39 成人

28046 人権入門

－日常から考える10のヒ
ント－

  ある男性の一日を追い，その一日の出
来事の中で，「人権を考える10のチェッ
クポイント」を用意し，日常の中の身近
な人権を改めて考えていくことができる
内容になっている。

H20 23 成人

28047 被差別部落の成り立ちに
学ぶ

 近の新しい研究成果にもとづいて，被
差別部落の歴史的成立過程や，被差別民
のになった芸能文化について，人権学習
に活用しやすいように編集している。
・被差別部落はいかにして出来たか
・様々な被差別部落に成り立ち
・被差別民衆が担った芸能文化

H24 45 小・中・高
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生徒指導

29001 中学生激論ドラマ

－いじめ－

　あるクラスに生徒どうしの討論を通し
て，いじめの底にある心の問題に迫る。
　いじめられるつらさ，いじめる側の苛
立ち，その本音をぶつけあうことの中か
ら，中学生たちがクラスメート一人一人
が持つ命の重さに気づく過程を描き，話
し合うこと，理解し合うことの大切さを
訴えている。

H3 45 中

29002 ダメ・ゼッタイ

・大麻はなぜ
　恐ろしいか

　大麻（マリファナ）が人体に及ぼす影
響をラットの実験で（恐暴性・カタレプ
シ・記憶喪失）で示し，大麻乱用の恐ろ
しさを訴えている。

H5 20 中・高・
成人

29003 ダメ・ゼッタイ

・コカインの恐怖

　コカインは魔法薬とも言われ，依存性
が強く，人間の精神や肉体を蝕んで凶悪
行為に走らせ恐るべき薬物である。
　脳の情報伝達のしくみとコカインの作
用（アニメ）・ポシトロンＣＴ画像や動
物実験等でコカインの恐ろしさを訴えて
いる。

H5 20 中・高・
成人

29004 いじめを考える

―被害者の
　心の叫び―

　いじめられた体験をもとに被害者の苦
しみと心の傷の重さを訴えている。
　いじめを受け，それが何が原因なのか
わからない。具体的にどんないじめにあ
っているのか話している。
　また，いじめにあってそれを克服した
ケースを生徒の言葉を通して，８事例紹
介し，エールとしてうけとめることがで
きる。そして，気持ちのもちようや対応
の方策も示唆させるビデオである。

H8 16 中

29005 いじめを考える

―加害者の
　心の弱さ―

　いじめる側の心理と問題点を，多くの
中学生から意見を聞き方策を追求してい
る。また，傍聴者の心理とそれに対する
意見もとりあげている。
　そして，いじめている人，ただ見てい
る人に対してのメッセージでまとめてい
る。「被害者の心の叫び」「加害者の心
の叫び」ともに学級での話し合いの素材
として活用できる。

H8 14 中

29006 いじめは誰の責任

―ある事例から―

    いじめられている子や，いじめられて
いる子の親の問題を全面に出している点
がこのビデオの特徴である。親として大
人として何をなすべきか，いじめられた
子の家庭，いじめた子の家庭の様子を通
して問いかけている。

H8 29 中・
保護者
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生徒指導

29007 高校進学

―親のアドバイス―

　進路指導について，生徒の基本的な考
え方や親と教師の連携が描かれている。
　現代の受験選抜状況の中では偏差値を
無視するわけにはいかないが，それに振
りまわされて，偏差値の物差しだけで，
学校を選ぶと自分の人生を誤ることにな
る。
　そこで父親の人生体験や社会体験労働
体験に基き様々な生き方を話すこと，母
が子供と父親の間の板ばさみになって悩
まず済むよう，よきアドバイザーとなる
映像である。

H8 30 中・
保護者

29008 シリーズ「いじめ」

１，ドキュメント
　「１０００の叫び」

・手紙に，何度も登場する，「自殺」と
　「死」の文字。
・エスカレートする“いじめ”の実際。
・なぜ反発できないのか。
・“いじめ”はなくせないか。
・清輝君のおかあさんが語る。

H9 30 中・成人

29009 シリーズ「いじめ」

２，ドラマ
　「僕は
　　死にたくない」

　ある日，親友正男がいじめにあってい
るのを目撃する勇介。どうしようかと友
達に相談するが，関わらないがいいとい
う結論になってしまう。
　そのうち学校へ出てこなくなる正男。
勇介の心は揺れる。「本当に放っておい
ていいのか…。」

H9 30 中・成人

29010 シリーズ「いじめ」

３，問いかけ
　「大人たちの
　　メッセージ」

・現代の，繰り返される“いじめ”の実
　態。
・手紙による子供たちの声。
・教育専門家，カウンセラー，精神医…
　等による分析。
・学校と親の責任とは？
・大河祥晴氏の問いかけ。

H9 30 中・成人

29011 教室に行けない 　「登校拒否」は今や特定の子どもだけ
ではなく，どの子どもにも可能性がある
とされている。
　このビデオでは，登校拒否の初期段階
でもある「保健室登校」に焦点を当てて
いる。子供たちの登校拒否のシグナルを
とらえる方法，またそうした子供たちを
立ち直らせるには周囲の人々はどのよう
に対応していけばよいかを具体的に考え
ていく。
　職員研修やＰＴＡ研修に向いている。

H9 30 中・教師
・保護者

29012 もしもし

－電話の奥の
　甘いワナ－

　テレクラを代表とする，電話風俗の危
険性や，性非行，性被害の実態がある。
　電話は相手が見えないため，巧みな宣
伝に乗り，好奇心から，電話をしてくる
女性をだまし，被害を受ける。
　特に少女が増加していることを捕らえ
ながら，一見幸せそうに見える少年たち
に，忘れさせられている心のすき間につ
け込み利用しようとする大人がいること
を訴えている。

H9 23 中・高・
教師・
保護者
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生徒指導

29013 タバコの煙は
死の煙

　喫煙がいかに有害なものであるかを人
体実験や専門家の解説を通して具体的に
解説している。
・タバコの喫煙と肺ガン口腔ガンの発症
　率。
・副流煙に含まれる有害物質とそれによ
　るガン。
・女性が，タバコを喫煙する場合の危険
　性。
・アルコールや薬物と同様のタバコ依存
　症。
・肺ガンの手術を受けた患者の生々しい
　証言。
　以上のような具体例を通してファッシ
ョン感覚でタバコを吸うことの無意味さ
を考えさせる。

H9 21 中・高・
成人

29014 恐るべき覚せい剤 　社会問題になっている若者の覚せい剤
汚染について，ある少女の証言をとりあ
げ，次に覚せい剤の作用をわかりやすく
説明している。
　また，覚せい剤はヘロインと同じ依存
性薬物であると指摘し，覚せい剤が心身
に与える障害を具体的に説明している。
　また，覚せい剤は暴力団の 大の資金
源になっていて，覚せい剤による非行や
犯罪を取りあげ，覚せい剤を用いて大切
な生命を自分の手で縮めることのないよ
う訴えている。

H9 30 中・高・
成人

29015 危険な
未成年の飲酒

　未成年の飲酒が急増し大きな社会問題
になっている。
　急性アルコール中毒から死さえももた
らす『いっき飲み』の恐ろしさや未成年
の飲酒がいかに心や体をむしばんでいく
かを様々なデータを駆使して描き，スト
レス解消のつもりがアルコール依存症へ
となっていく恐ろしさを声を大にして訴
えている。

H9 25 中・高・
成人

29016 若いものねらいの
悪質商法

　消費者をだまし暴利をむさぼろうとす
る悪質商法が増加の一途をたどり，手口
も益々巧妙になって，特に若者の被害者
が目立っている。
　その被害にあわないようにするにはど
うしたらよいのか。悪質商法のセールス
マンがどのような手口を使って若者をだ
ますのかキャッチセールスやアポイント
メントセールスや資格商法やマルチ商法
などを例にあげ，恐るべき実例を明確に
描いている。

H9 20 高・成人

29017 破滅　
薬物乱用の衝撃

１，人体を蝕む
　恐怖の実態

　薬物乱用が人体におよぼす影響を解説
し恐るべき薬物の正体をあばいていく。
・薬物乱用によって破壊された人間の体
・薬物とは何か？（大麻，麻薬，向精神
　剤，覚醒剤，シンナー）
・薬物依存症と乱用の関係
・人体影響のメカニズムと実例（快感か
　ら幻覚，妄想，禁断症状へ）
・赤ちゃんへの影響

H16 20 中・高・
成人
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生徒指導

29018 破滅　
薬物乱用の衝撃

２，薬物乱用と
　狙われる若者たち

　現在，若者の間で急速な拡がりを見せ
ている薬物乱用の実態を探り，警鐘を鳴
らす。
・入手ルート，名称，摂取方法など変え
　ファッション化して拡がる違法薬物 
・薬物乱用による凶悪罪の多発
・違法薬物密売の裏で暗躍する暴力団
・より強力な薬物へとエスカレートする
　ゲート，ドラッグ
・ある体験者の証言

H16 20 中・高・
成人

29019 いじめ・親として 　自分の子どもが，いじめにあっている
と思われた時，親はどう対処していけば
いいのか，ケースによる例を解説を加え
ながら示している。
　子どもの心理に迫りながら解決の糸口
を見つけられるよう，親のとるべき行動
や具体的に解決の方法を示してあるのが
わかりやすい。

H10 30 中・
保護者

29020 健康に生きよう

－成長期の心と体を
むしばむアルコール－

　未成年者の飲酒は法律で禁止されてい
る。しかし，実態は飲酒が行われ社会問
題になっている。
　また，未成年者の飲酒は依存状態のな
りやすく，自己形成に重大な影響を与え
る場合があるなど，一般的な飲酒の害を
描きながら，未成年者の飲酒の害をわか
りやすく描いている。

H10 21 中・高

29021 家族

－忍び寄る
　覚醒剤の恐怖－

　高校生の娘，美幸が覚醒剤使用で逮捕
される。友達に勧められて覚醒剤と知ら
ずに飲んでしまったのだがそれが続いて
のことであった。反省し，家に帰った美
幸は就職するが，以前の友達が近づいて
きて再び薬物に手を染める。
　幻覚症状で再び薬物中毒になっている
ことを知った両親は入院させようとする
が家を飛び出し傷を負って入院する。
　両親は美幸を抱き留め今度こそ絶対に
立ち直ることを共に決意する。

H11 36 中・高・
保護者

29022 いじめ問題ビデオ

②　いじめの告白

　いじめを苦に自殺した大河内清輝さん
と，自分がいじめられた体験を本にした
田村広行さんの事例をもとにいじめ解決
の道を探ろうとする。
　広行さんは，清輝さんの霊前に本を捧
げ，父親の祥晴さんといじめを受ける者
の苦しさ，誰にも相談できない辛い気持
ちを話し合い，「いじめは悪いことだと
言える勇気をみんなが持って欲しい。」
という二人の願いが強く伝わる内容であ
る。

H11 20 中
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生徒指導

29023 新しい保健体育
薬物乱用と
心身の健康

　薬物依存症から立ち直った人へのイン
タービューを中心に薬物が体と心に及ぼ
す影響を解説している。
　また，薬物依存の更生施設「ダルク」
の相談員の体験談を下記の内容について
まとめている。
　・薬物を始めるきっかけ
　・薬物の種類とその症状
　・薬物依存者の証言。

H11 23 中

29024 「キレる」を考える
　ドラマ編

僕に翼をくれた犬

　中学２年も終わりに近づく頃翔平は，
学校からの進路調査，塾での志望校を決
めるテスト，親からの期待，友達との心
の駆け引き等にイライラをつのらせキレ
てしまった。
　ひょんなことから飼うことになった捨
て犬と，療養のためアフリカから帰って
きた国境なき医師団の叔父との感動的な
体験を通して，“本気で生きる”ことの
大切さに気づき始める。

H11 30 中

29025 援助交際を考える 　子供を取り巻く社会環境が，お金や物
が大切にされ，人間の心，感情が軽視さ
れる風潮の中，性を商品化する援助交際
についての実態をあげ考えさせる。
　「性」をもった人間が，「性」とどの
ように付き合いながら人間として生きて
いけばよいのか，なぜ性を商品化するの
か，子どもたち自身が自分に問いかけ答
えを探り出すように提示している。　

H11 20 中・高

29026 お酒は
子どもになぜ悪いの？

　近年の社会環境の変化に伴い小学生の
飲酒の危険性が高まっている。
　「大人はお酒を飲んでもよいのに，子
どもはどうしてダメなんだろう」，そん
な疑問を持った小学５年生の４人はこれ
をテーマにグループ学習をする。
　飲酒は健康に有害で，その有害性は子
どもにとっては特に大きく，未成年の飲
酒を禁じている法律は，子どもを守るた
めのものであることを理解し，賢明な行
動選択の能力を培い「生きる力」を育む
教材である。　　　【文部省選定教材】

H12 20 小

29027 薬物に奪われた青春 　現在日本は，第三次覚醒剤乱用期と言
われ，薬物依存者は年々増加し，低年齢
化し，治療施設は不足している。
　群馬県の赤城高原ホスピタルでの患者
やその家族，医師等に取材し，家庭や学
校で深い孤独を抱え，薬物だけが拠り所
となっている依存症の現状，体験談や証
言を通して，薬物依存の恐怖をリヤルに
伝え，心の通う人間関係作りの大切さを
訴えている。　【薬物乱用防止ビデオ】

H13 22 小・中
・高
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29028 いじめ　１４歳の
Message（ﾒｯｾｰｼﾞ）

　当時１４歳だった作者，林　彗樹さん
によって書かれた第１８回小学館パレッ
トノベル大賞審査員特別賞を受賞した同
名小説をアニメ化したものである。
　この原本は，１４歳の女の子が学校で
実際に「イジメ」にあい，それを乗り越
えて書いた小説であり，同世代への緊急
メッセージとして高く評価されている。

H13 25 小・中・
高・一般

29029 輝く明日へのステップ

～中学生は
　飲酒にNO！！～

　未成年者の飲酒に対するハードルが低
くなっている現代において，心と体を作
る大切な時期である中学生時代に，好奇
心やちょっとしたきっかけから飲酒する
ことが，心身にどれほどの悪影響を及ぼ
すかという問題について，中学生が自ら
主体的に学ぶ姿を紹介している。保健体
育科，技術・家庭科，特別活動，総合的
学習等で活用できる。
　　　　　　　【文部科学省選定作品】

H14 20 小・中・
高

29030 安全は自分自身の手で

－事件や事故から
　　　身を守ろう－

　近年，信じられないような犯罪が発生
し，中学生が被害者になるような凶悪な
事件や事故が増えている。
　ここでは，中学生たちが自分たちで巻
き込まれやすい事件や事故から身を守る
ために，事件発生時の対応の仕方や日常
行動について学び，更に学校や生徒の安
全を守るためには地域社会における協力
と防犯対策が重要であることを知る。

H14 20 中・成人

29031 出会い系サイトの危険 　出会い系サイトの危険性を，中・高校
生の陥りやすい心情を元に訴えている。
自分の居場所，存在を出会い系サイトと
いうバーチャル世界に安易に求めてしま
う心，自分は危ない目に遭うわけがない
という危うい自信，錯覚，メールの内容
で「自分の理解者」と判断してしまう甘
さなどを相談形式でわかりやすく伝えて
いる。教職員研修にも活用できる。

H15 20 中・高

29032 薬物乱用はなぜいけな
いの？

    近低年齢化がさけばれる薬物乱用の
ことについて，薬物の正しい使い方と誤
った使い方，副作用や用法，用量を正し
く使うことの大切さ，薬物乱用とはどう
いうことなのかなどの解説があり，依存
性薬物（大麻，覚醒剤，ヘロイン，コカ
イン，シンナー，トルエンなど）がもた
らす人体への影響を具体的な資料や写真
などを用いてわかりやすく説明している
。薬物を使い続けたために縮んだ脳の写
真や，耐性ができ量が増えていくことの
恐ろしさなどから，心や体へのダメージ
だけではなく，生き方そのものに悪影響
を及ぼすということを解説している。
後に誘われても強く「ＮＯ！｣といえるよ
うになることが大切だということを教え
てくれる作品。

H16 15 小(高)･中･
高
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29033 薬物乱用防止シリーズ
　　　　　　　　（全２巻）

薬物乱用はなぜいけな
いの？

　病気の治療薬や化学薬品を本来の目的
以外の事に使うことを薬物乱用といいま
す。軽い気持ちから覚せい剤，シンナー
などに１度でも手を出せば，一生消えな
い傷を体と心に残すことになります。こ
の作品では，正義の使者ドラッグマンが
子供たちに，薬物乱用がなぜいけないの
か，薬物を乱用するとどうなるのかなど
，薬物の依存性と体に与える影響を詳し
く説明し，その危険性を理解してもらい
ます。

H16 13 小(高)

29034 薬物乱用防止シリーズ
　　　　　　　　（全２巻）

薬物乱用をしないために
はどうすればいいの？

　薬物の誘いは，けっして薬物だといっ
て誘ってくるわけではありません。やせ
る，きれいになる，元気になるなど，子
供の悩みに付け込んで，言葉巧みに薬物
という言葉を使わずに迫ってきます。こ
の作品では，小学生にもおこりうる事例
を示しています。作品の視聴だけに終わ
らず，実際にいろいろなケースを考えて
，断る練習をしておきましょう。

H16 13 小(高)

29035 北沢杏子レポート　害シ
リーズ　覚醒剤の害

○覚醒剤を打たれ幻覚で自殺未遂をした
　１４歳の少女の病院での話
○覚醒剤を打たれたラットの異常な行動
○３０年以上入院している患者もいる
○麻薬取締官事務所での様子・・・１２ 
  歳で暴力団から注射された
○覚醒剤の恐ろしさの話・・・依存症，
　脳細胞の破壊，老化
○若い男女に暴力団が近づく理由

H17 20 中・高・一
般

29036 北沢杏子レポート害シリ
ーズ　シンナーの害

○国立の療養所でのシンナー中毒者の話
○研究室でのネズミを使ったシンナーの
　害の実験の様子　　　　　　　　　　
○シンナーで運動障害を起こした少年水
　死　　　　　　　　　　　　　　　　
○美術室で中学生が中毒死

H17 20 中・高

29037 北沢杏子レポート　害シ
リーズ　タバコの害

    成人式の会場「成人式を記念してタバ
コを止めよう」と全国禁煙嫌煙運動連絡
協議会によるキャンペーンが行われてい
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「ぜんそく」というカードをつけた青年
がカードを裏返すと「タバコの煙はにが
てです」と書いてある。タバコの煙を吸
うとぜんそくのために発作が起こるから
である。

H17 20 中・高・一
般
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29038 思春期の医学シリーズ　
②麻薬・覚醒剤の知識

　普通の女子高生が原宿に遊びに来た。
若いお兄さんに声をかけられ，マンショ
ンに行った。そこで友達が麻薬を打つ現
場を見た
　いけないと思いつつ，一度ならと好奇
心から注射した。これが地獄の始まり。
数ヶ月で覚醒者常習者になった。一度で
も経験すると精神的・身体的依存症にな
り，麻薬ほしさに犯罪に走る若者が多い
。
誘われても，はっきり「いいえ」と断る
勇気が必要。自分の命を守るために。

H17 19 中・高

29039 ＤＲＵＧ

A FILM BY HIROSHI 
SUGAWARA

　覚醒剤に“つい”手を出して，一生を
台無しにしてしまう若者が増えている。
覚醒剤は“麻薬”。絶対に手を出しては
いけない。若者はもちろんのこと，父母
，学校の先生，地域住民など，多くの人
々がこの映画を見て，覚醒剤の恐ろしさ
に気づいて欲しい。

H17 113 中・高

29040 薬物乱用防止教室

効果的な指導のために　
合同編（小学校、中学校
、高等学校）

　薬物乱用防止教室を開催するにはどう
したらよいか，実施の参考となることを
ねらいとしています。開催の手順を追い
ながら，効果的な開催の留意点を解説し
ています。教職員の方々にも講師との打
ち合わせの際に留意していただきたい点
です。

H17 70 教師

29041 薬物乱用防止教室

効果的な指導のために　
小学校編

    平成１０年度から始まった薬物乱用防
止教室。早い時期から薬物に対する正し
い知識と強い意志を育成することが大切
。教室開催のポイントは３つ。
①講師は専門性が生かされる人
②薬物乱用防止教育，関係のある授業と
　結びつけて実施。
③薬物乱用を始めさせないこと。

H17 36 教師

29042 薬物乱用防止教室

効果的な指導のために　
中・高等学校編

    薬物乱用防止教室を実施・運営する学
校と講師のために制作された。学校が準
備したり，留意する点や，警察官，麻薬
取締官ＯＢ，医師，薬剤師などの講師が
効果的に指導する方法について述べいる
。
内容は，企画，事前の打ち合わせ，準備
，実施，事後指導，評価，まとめ等。

H17 42 教師

29043 なくした自由

一度の好奇心からはじま
る一生の闘い

　薬物依存者が共同で生活する施設での
生活様子。施設長も薬物依存者。薬物か
ら抜け出すことがいかに大変かを知って
いるだけに共同生活をする理由を説く。
　薬物乱用者の言葉。薬物に依存するよ
うになって生きていること自体が大変。
一人ではまた挫けそうになる。薬物乱用
は，本人だけでなく家族から財産，自由
，愛情さえも奪い去ってしまう。

H17 22 高
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29044 ストップ・ザ・薬物

～自分をだいじにしよう
～

    小学５年生の仲良し４人組。理科室で
突然骨格模型（ガイコツ）からＣＤ－Ｒ
ＯＭをもらう。そのＣＤ－ＲＯＭには“
ぜひ，知って欲しい情報”が入っている
らしい。４人はさっそくＣＤ－ＲＯＭを
コンピュータの中へ。ガイコツ君を案内
役に，時には楽しく時には怖く展開する
。

H17 28 小

29045 生きる力

喫煙、飲酒、薬物乱用防
止のために

　「たばこ，アルコール，薬物が健康を
損うのは本当だろうか。人から勧められ
たらどう断ればいいのだろう」中学生が
抱く疑問に対し，自ら学び，問題を解決
することが出来るようになるまでの指導
方法を紹介する。
　「ライフスキル教育」を取り入れた喫
煙，飲酒，薬物乱用防止教育のドキュメ
ントを軸に構成されている。

H17 58 教師

29046 輝く明日へのステップ

～中学生は飲酒にＮＯ！
！～

　ある公立中学校の生徒たちが，「身近
な健康問題」として，「アルコール」を
テーマに選ぶことから始まります。秋の
文化祭での研究発表をめざし，自分たち
で国立久里浜病院や 寄りの警察署を訪
ね，アルコールと人体についての科学的
な知識を身につけていきます。

H17 20 中

29047 たばこは体になぜ悪いの
？

　たばこは健康な体にどのような影響を
及ぼしているのか，また，たばこに含ま
れている有害物質がいかに猛毒で体に悪
影響を与えるのかを数々の実験を通して
子ども達にわかりやすく理解してもらい
，「たばこは絶対に吸わない」という強
い意志を育てるための教材映画です。

H17 20 小・中・高

29048 たばこと健康 　未成年をたばこの害から守ろうとする
動きが盛んになっている。好奇心から始
めたタバコは未成年に取り返しのつかな
い結果を及ぼす。
　ニコチンの毒は青酸カリよりも強い。
一酸化炭素の濃度は自動車の排気量ほど
ある。受動的喫煙は吸う人と同じように
吸わない人にも害を及ぼす。禁煙を奨励
したいものである。

H17 19 教師

29049 ノーモア　タバコ ○小学校での人形劇お父さんがタバコを
　吸ったために赤ちゃんが肺炎になって
　しまう劇である。お父さんが10本タ　
バコを吸うと赤ちゃんは2本吸ったこ　
とになる。　　　　　　　　　　　　○
タバコを吸わない人が吸う煙の中には　
ニコチン，タール，一酸化炭素発がん　
性物質がたくさん含まれている。　　○
世界の禁煙運動の様子　　　　　　　○
私たちは，きれいな肺できれいな空気　
を吸う権利を持っている。

H17 20 小（高）・中
・高・一般
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29050 タバコを吸うと？！

－タバコはこんなに害が
ある－

    タバコには麻薬と同じように害がある
。タバコを吸うとすっきりすると言う人
がいるがそれは間違いである。タールは
肺ガンの原因になっている。心臓にはニ
コチンが害を及ぼす。その他にも心筋梗
塞，脳溢血，胃潰瘍，皮膚の老化等多く
の病気の原因となっている。周りの人に
も迷惑をかけている。
火災原因の１位はタバコ。交通事故も吸
う人の方が起こしやすい。

H17 12 一般

29051 どうしてタバコはいけない
の？

たばこを吸わない意志を
育てる

　子どもたちといっしょになって，同じ
視線の高さに立ってたばこについて考え
ます。ビデオを見る子どもたちと同世代
の男のこと女の子（12～３歳）の二人を
中心にストーリーが展開しますので，子
どもたち自身の問題としてとらえること
ができます。

H17 17 小

29052 喫煙の害を科学する 　未成年の喫煙は増えている。タバコに
含まれているタールは血液に溶け込み，
心臓，肺，脳に影響を及ぼす。タバコを
吸うと人間の胃壁は黒くなり，ニコチン
は赤血球の２００倍の量で酸素と結合し
全身に回り，酸欠状態を起こす。
　

H17 20 中・高

29053 知っているか！タバコの
正体

    イトミミズにタバコの煙をほんの少し
吸わせただけで，わずか数秒で死んでし
まう。喫煙者は血管が縮まり指の先まで
血が届かなくなる。毎日２０本以上タバ
コを吸っている人は１年間でコップ一杯
のタールを体内に取り込む。喫煙者はガ
ンに冒されやすく，家族もその煙を吸う
。その方が発ガン物質を多く含んでいる
。あなたは家族をガン患者にしたいです
か。

H17 20 中・高

29054 指導者のための　喫煙防
止教室マニュアル

　福岡市では未成年者の喫煙習慣を防止
し，小学校を対象とした喫煙防止教室を
開いている。ねらいは３つ。
①喫煙が健康に及ぼす害について理解す 
  る。
②本人や周囲の人の健康を考えて喫煙し
　ない態度を育てる。
③家族への波及効果を図る。
　喫煙防止教室では養護と担任で打ち合
　わせを行い実践，反省会をもち，学習
　の効果を高めるようにする。

H17 20 教師

29055 薬物乱用と家族 　中学生の長男がシンナーを吸って，暴
力をふるうようになって，母親が専門家
のカウンセリングを受ける。　カウンセ
ラーはいくつかの約束事を実行するよう
に母親に言う。しかし，母親は，「シン
ナーを取りげない」という約束は守れな
い。また，夫婦の足並みもなかなかそろ
わない。カウンセリングを続けるが，つ
いに暴力をふるうようになり，リハビリ
施設へ入院させるこになる。

H17 22 中
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29056 健康に生きよう 　級友の清水君がシンナーを吸って運転
していた高校生の車に同乗して死んでし
まう。清水君もシンナーを吸っていた。
しかし，シンナーについては何も知らな
かった。シンナーのことを調べるために
担任の先生の紹介で町の工場に聞きに行
く。その帰り道で担任の先生が明君の家
から出てくるところに出会う。明君もシ
ンナーを吸って車に同乗していて自分だ
けは助かった。そのため学校に出てくる
ことが出来ない。友達が訪ねていっても
出てこない。

H17 22 高

29057 ウィル

断る勇気

　アニメーション。町の一角で悪の仲間
に正男がシンナーを勧められている。そ
れに気付いたウイル天使は，正男と一緒
に体内を探検する。
　シンナーは体内に入り，血管を通って
，肺に至り，心臓まで行き，やがて脳ま
で達する。脳を破壊したハートイーター
は正男の体をぼろぼろにする。
　ウイルは正男の良心を目覚めさせるた
め，シンナーをやめるには人間の強い意
志が必要なことを教える。

H17 18 中・高

29058 ドラッグレポート     近日本でも海外に行く人が１２００
万人を超えている。アメリカでの麻薬中
毒は５～６年遅れで日本にも伝わってく
る。日本も麻薬汚染大国になりつつある
。アメリカには麻薬患者の矯正施設があ
る。しかし，社会に復帰しても犯罪を犯
して戻ってくる人は６０％を超えている
。
麻薬製造地域では，アメリカの厳しい取
り締まりに密輸の目的国を日本に絞って
いる。麻薬犬などを使って密輸を防いで
いる。

H17 18 一般

29059 森の裁判

－誘惑なんかに負けな
いぞ！－

    ある森でシンナーが盗まれ，たくさん
の動物の仲間がシンナー中毒になった。
そこで泥棒と居合わせたシンナー君が裁
判にかけられた。熊の弁護士がシンナー
経験者の２人の動物を証人によび，シン
ナーを吸うきっかけになったことや止め
た感想を聞き出す。，シンナーは社会生
活の中で大変役に立っていることもある
。悪いのは誘惑に負けて，好奇心，欲求
不満，苦しみからの逃避など弱い心がシ
ンナーに手を出したことにある。後は毒
性などを説明している。

H17 19 小・中
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29060 フラッシュバックの恐怖 　お父さんの誕生日のプレゼントを何に
するか話しながら歩いていた姉弟の耳に
「助けて！」と言う女性の悲鳴。覚醒剤
の中毒患者が見知らぬ女性に襲いかかり
危ないところだった。医者である姉弟の
父が覚醒剤の依存性と耐性により再燃現
象（フラッシュバック）が起こるメカニ
ズムを話して聞かせる。外国で麻薬を買
わないかと言われて危ないところだった
話もしてくれる。薬物乱用は世界的に深
刻な問題になっていることも。
そんな父へのプレゼントは・・・。

H17 18 中・高

29061 大麻はなぜ恐ろしいか 　近年，仕事や旅行で海外に行く人が増
え，大麻を安易に体験する人が増え，常
用する人が増えてきた。現在大麻取締法
で所持，喫煙が厳しく取り締まられてい
る。大麻を吸うと，血液の仲にとけ込み
，肺，心臓，脳へと直接入り込み，脳の
中枢神経を犯し人格障害を引き起こし，
異常な行動に出て周囲を困らせたり，本
人自身も苦しむことになる。好奇心や仲
間作りから，一度だけならという安易な
気持ちが自分を地獄に落としてしまう。

H17 20 一般

29062 コカインの恐怖

－人間の脳が直撃され
る－

    コカインはアルカロイドと呼ばれる白
色の粉末で，麻薬の中で人の精神障害を
起こす 大の麻薬です。国連では
１９９０から，１０年間撲滅を図ってき
ました。しかし日本では海外旅行の開放
感から好奇心に任せて手を出す人がおり
，日本はコカイン汚染の標的されていま
す。コカインを飲むと快感と鬱の落差が
激しく，コカイン依存症になってしまう
。中毒になると精神障害を起こし，重い
後遺症に悩み，治ることはない。いかな
る誘惑にも負けない断る勇気をもつ事が
自分を守ることになる

H17 18 一般

29063 ブレイン・クラッシャー！

覚醒剤は君の脳を破壊
する

   覚醒剤は君の脳を破壊する。
   ある家庭の会話から小学生が覚醒剤で
補導されたと言う話が出る。そこで覚醒
剤の怖さを教える 。麻薬の仲間にアヘン
，ヘロイン，大麻，有機溶剤，ＬＳＤ等
が紹介される。麻薬中毒の入り口は一回
だけとか好奇心によってその地獄に落ち
ていく。麻薬は人の脳を破壊し，心・体
をバラバラにし，人格をも変えてしまう
。恐ろしい犯罪に走ることもある。　

H17 22 中・高

VTR-220



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

生徒指導

29064 「ダメ。ゼッタイ」マリファ
ナの恐怖

ハートイーターに気をつ
けろ！！

    ハートイーターに気をつけろ
    ハートイーターとは人間の心つまり脳
を食べてしまう恐ろしい怪物のこと。薬
物乱用する人にとりつき，一生つきまと
い，心身を蝕み続ける。マリファナを吸
うとまず人間の生命をコントロールして
いる脳関門を通り抜け，人の体全体に悪
影響を及ぼす。免疫力を奪い人格が変わ
り，薬の為なら見境なくとんでもないこ
とを起こす。麻薬依存症になれば，薬が
ないと生きてゆけない体になってしまう
。

H17 17 中・高

29065 ダメ　ゼッタイ　博士のゼ
ミナール

    薬物乱用防止　アニメーション
たけしが今，まさにシンナーを吸おうと
している所に，健太とゼッタイ博士が一
緒になって，たけしの体内に入り，シン
ナーを吸わせようとしている悪魔と闘い
，たけしを助ける物語。

H17 23 中・高

29066 ダメ　ゼッタイ

シンナー団をやっつけろ

    アニメーション。シンナー団をやっつ
ける女子高生「瞳」の活躍。
豚の友達がシンナーを吸っている。「ぶ
ー太」が仲間になりたくてそばにいる。
仲間は彼にも「気持ちがよくなるぜ」と
勧める。一度は断ったが脅されて吸う羽
目になる。女友達の「ぶー子」が止める
が聞き入れない。
そこに瞳が登場して豚の体内に入ってシ
ンナー団と対決しやっつける。そして豚
たちに脳をおかされることを教える

H17 19 高

29067 ダメ　ゼッタイ

恐怖のシンナー乱用

　シンナー乱用とは，本来の目的に使う
のでなく人の害になるように使うことで
す。シンナーは常温ではすぐに蒸発しま
す。ビニール袋の中にシンナーを入れて
おくと蒸気になって酸素を追い出し，袋
の中は酸欠状態になり，それをそのまま
吸うと窒息状態になり死に至ります。

H17 19 中・高

29068 薬物乱用は、「ダメ。ゼッ
タイ」（講演編）

    平成８年，２万人の検挙者のうち
２００人が高校生。未成年者千人。未成
年では万単位の乱用者がいる。薬物乱用
はなぜダメか。５点述べてある。
１　脳に不可逆的な障害を与える。
２　家庭生活を破壊し，社会生活が営め
　　なくなる。
３　犯罪や社会的悲劇の原因となる。
４　薬物を買うことは暴力団を利する。
５　薬物乱用は犯罪である。

H17 20 中・高

29069 薬物乱用は、「ダメ。ゼッ
タイ」

    アニメーション。薬物は元々，病気の
治療に使う物。それを簡単に遊びや快楽
のために使うことを薬物乱用という。乱
用すると脳が破壊されてしまい取り返し
のつかないことになる。一度だけならと
いう好奇心が君たちを麻薬中毒というア
リ地獄に誘い込む。薬物は人間の体と心
をめちゃめちゃにする悪魔です。
　

H17 19 中
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29070 「ダメ。ゼッタイ。君」の薬
物乱用防止　「ダメ。ゼッ
タイ」スクール

    アニメーション。薬物乱用とは本来医
療に使われるべき薬物を不正に使うこと
。薬物の主な種類は３種類。
①脳を刺激する物
②脳を麻痺させ気分を鎮め眠らせる物
③幻覚，幻聴を起こす物。
　乱用すると脳が侵される。薬物は血液
　に溶け込んで，脳関門を通りぬけ，神
　経細胞を破壊する。そうすると脳の伝
　達命令が壊れ，人体の臓器の働きが失
　われ，人格障害を引きおこし，薬物依
　存症になり， 後には中毒になってし
　まう。

H17 20 中

29071 「ダメ。ゼッタイ。君」の薬
物乱用防止教育　「走れ
！ダメ。ゼッタイ号！」

○なぜ薬物乱用はいけないか
　①脳が壊れてしまう。
　②人に危害を加えるようになる。
　③麻薬ほしさに犯罪に走る。
　④自分の意志では止められなくなる
　⑤法律で重い罰を受ける
○なぜ乱用がなされるのか
　①誘惑に負ける
　②薬の偽名を使って勧める。Ｓ，スピ
　ード
○なぜ乱用がなくならないか。
　外国からの密輸があるから。

H17 19 中・高

29072 「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱
用をノックアウト！

    近，インターネットで薬物が販売さ
れている。薬物は血液に溶けて簡単に脳
の中には入る。すると脳の働きが侵され
，体全体に健康な生活を送る命令が出来
なくなり，体も心も壊れてしまう。一度
薬をやると効き目がすぐ切れ，また薬が
欲しくなる。これを依存症といい，薬の
ために生きているだけの人間になり，薬
ほしさのあまり犯罪を犯す。誘いを断る
勇気をもとう。

H17 19 中・高

29073 ドラッグワールドレポート
　ＰＡＲＴⅡ

～ゴールデン・トライアン
グルを行く～

　日本では麻薬とは無関係と思っている
人が多い。しかし，世界の麻薬や金の動
きが日本を狙っている。東南アジアのラ
オス，タイ，ミャンマーで麻薬の原料と
なるケシの栽培が行われている。ここに
は，いろんな国の援助で代替え農作物の
栽培，子どもたちの教育プロジェクト，
社会復帰のための施設の建設等が行われ
ている。
　一つの国だけでは麻薬を閉め出すこと
は出来ない。国連を中心に各国が協力し
なければならない。

H17 19 一般

29074 ドラッグワールドレポート
　ＰＡＲＴⅢ

薬物問題の現状

    国連の調べでは，世界で５０００万人
，１００人に一人が薬物を乱用している
。今日，東南アジア，南米から密輸ルー
トの，大きな流れが日本に押し寄せてき
ている。安価なクラックが青少年に広が
りを見せている。国連を中心に各国で乱
用防止のキャンペーンが行われている。
日本でも「ダメ。ゼッタイ」普及運動で
，薬物乱用を許さない環境作りが行われ
ている。

H17 20 一般
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29075 ドラッグワールドレポート
　ＰＡＲＴ－Ⅳ

「ダメ。ゼッタイ。」は世界
の合言葉

　正確な知識を持って薬物乱用を許さな
い社会環境を作ることが大切である。薬
物乱用には。若者への正しい予防啓発が
大切である。家庭・学校・地域の協力作
り，一国だけでなく，世界各国が協力し
て撲滅運動を展開しなければならない。
　世界各国が協力し，正しい知識を普及
させることは人類共通の願いである。

H17 21 一般

29076 ことわる勇気

－シンナーの誘惑－

　徹と昇は親しい友人。昇は母子家庭で
いつも家庭では一人ぼっち。お母さんは
そんな昇に気を遣いながら育ててきた。
そんなときに先輩が声をかけてくれ，昇
の話を聞いてくれた。やがて昇は先輩の
勧めを断り切れずシンナーや煙草を吸い
始め，それを楽しいと思うようになった
。ある日，徹を先輩の家に誘うが，徹は
異様な雰囲気に危険を感じ，逃げ帰る。
その後数日して昇は先輩仲間と一緒にシ
ンナーを吸っていて交通事故を起こし，
病院へ入院する。はじめ意地を張ってい
た昇も友達の励ましにより退院し，学校
に帰ってくる。

H17 21 中・高

29077 シンナーの恐怖－あなた
の脳がとける－

　シンナーは蒸発しやすい強い毒性を持
った化学物質で脂質を溶かす性質を持っ
てます。シンナーを吸入すると，肺，心
臓，脳へと直接達し脳を破壊します。人
の脳には人体に有害な物質を止める脳関
門があります。しかし，脳からの命令を
全身に伝える有髄神経を覆っている脂質
を溶かし脳内に侵入し様々な脳障害を起
こすのです。その結果，人格障害をおこ
し，廃人同様になってしまい，ついには
死に至るのです。シンナーから自分を守
るためには，どんなに親しい友人でも，
ダメ，ゼッタイダメと断る勇気が必要で
す。

H17 22 中・高

29078 恐ろしいシンナー・覚せ
い剤

－その依存症と精神障
害－

　近年，シンナーや覚醒剤による犯罪が
多発し衰える気配がない。シンナー乱用
が今や１３～１４歳の少年にまで及んで
いる。覚醒剤と同じように好奇心から服
用することがある。どちらも人間の脳に
直接作用して脳細胞を溶かし，様々な精
神障害，人格障害を引き起こしている。 
自分を悲惨な廃人に追い込まないために
も，ゼッタイにシンナーや覚醒剤には手
を出さない。誘われても断る勇気が も
大切であることを教えてあげたい

H17 21 中・高
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29079 ファミリー・ネイション

－シンナー乱用への警
告－

　鍵っ子のヒロシ「食事を済ませ塾へ行
くように」との書き置きがある。ヒロシ
は塾をさぼってゲームセンターへ行く。
翌日，不良仲間にシンナーを勧められ吸
ってしまう。担任から欠席しているとい
う連絡が入り父親に怒られ，カッとなっ
て家を飛び出す。警察からヒロシをシン
ナーを吸って補導した電話が入る。待っ
ていてくれた担任の先生から専門医を紹
介され，兄も含めた家族全員で医者の診
断を受ける。専門医はシンナーの恐ろし
さを詳しく話してくれる。そして，親の
接し方も。

H17 24 中

29080 やめようシンナー

「頭と心と目に対する影
響」

    やめようシンナー
華やかな夏祭りの陰で，現実逃避した若
者がいる。彼らはシンナー吸引した若者
。町の塗装工事現場でシンナーを盗み，
吸う。シンナーは精神障害を引き起こし
長く吸い続けているとシンナー依存症に
なり，ついには死に至る。回復は難しく
，脳障害による知能低下，廃人となる。
もシンナーの蒸気に含まれるメチルアル
コールは通常の３０倍を吸入し，様々な
視力障害を引き起こし失明に至る。

H17 22 中・高

29081 ＮＯ！

脳からの警告

「覚醒剤，シンナーなどを勧められたら
どうしますか」の問いに，「一度だけな
ら」という中学生のアンケートの結果が
ある。 人は快体験を欲する。しかしそれ
は努力の結果生まれるもの。
　脳にはこの快体験を生み出す仕組みが
ある。それはＡ10神経である。そこから
快楽を味わう物質が出される。しかし，
覚醒剤がこのＡ10神経に作用して余計な
快楽物質を出し，人を興奮状態に陥らせ
る。

H17 24 中

29082 子どもの居場所づくり

－基本編－

　思い切り遊びたい。大人の人と話した
い。他の学年の人と遊びたい。子供の声
，声。未来を担う子どもたちが健やかに
育つように，今，子どもの居場所が求め
られている。
　今，子どもたちの成長がおかしくなっ
ている。非社会的な傾向・他人と直接関
わり合うことを嫌がり，怖がりさけよう
とする傾向が見られる。彼らはやがてい
じめの対象になったり，不登校，引きこ
もり，はては自殺願望さえもつ子になる
と危惧されている。ここではわくわくチ
ャレンジ広場を立ち上げた東京都の地域
児童サポーターの紹介である。そこでは
地域の保護者，老人が皆で関りを持ち共
有体験をしている。

Ｈ17 27 教師
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29083 子どもの居場所づくり

－マニュアル編－

    わくわくチャレンジ広場のスタート。
子どもの居場所づくりは，子どもが地域
の大人と関わる場所ができる。居場所で
の様々な活動を通して子どもと大人が信
頼しあえる場所になる。わくわくチャレ
ンジ広場では，地域の大人が参加し子ど
もたちを育む環境を作る。
1.運営委員会～事業の趣旨説明をし協力
　を求める。
2.児童指導サポーター～運営委員会の推
　薦を受けて選ばれる。
3.コーディネーター事業を円滑に進める
　。

Ｈ17 30 教師

29084 子どもの居場所づくり

－事例編－

①北海道富良野町～地域を回る指導員。
　広大な地域なので車で点在する学校を
　順番で巡回している。子どもたちは心
　待ち。
②長野県茅野市～地域の中に居場所を常
　設。公民館，図書館の機能を持つ地区
　センターを「地区子ども館」として開
　放。
③福岡市博多区～科学館の居場所づくり
　科学館や博物館。ロボスクエアは好評
④和歌山市～障害を越えた居場所づくり
　障害のある子を持つ母親たちの手で作
　られている。
⑤島根県～一軒の民家で居場所づくり

Ｈ17 25 教師

29085 みんなで考えよう！薬物
乱用はダメ。ゼッタイ。

　一人ひとりが薬物乱用を絶対にしない
許さないという強い気持ちをもつように
，薬物の種類や，薬物乱用をするとどう
なるか等，みんなで考えることができる
ように，分かりやすく説明している。　 
  特に，薬物の種類については，　　　
①脳を刺激して興奮させるタイプ　　　
②脳を麻痺させ，気分を静め眠らせるタ
　イプ　　　　　　　　　　　　　　　
③幻覚剤といわれるタイプ　　　　　　
の，薬物名や症状について詳しく説明し
ている。

Ｈ20 20 小（高）・中

29086 知っておこう！薬物乱用
はダメ。ゼッタイ。

　薬物乱用の恐ろしさや，乱用薬物の種
類等について，正しい知識をもつことが
できるように分かりやすく説明している
。　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  特に，薬物乱用の恐ろしさについては
①脳を破壊するメカニズムと破壊された
　時の症状　　　　　　　　　　　　　
②止めたくても止められなくなる依存症
③破壊された脳は元に戻らなくなるフラ
　シュバック　　　　　　　　　　　　
④心も身体もズタズタにする心・身体へ
　のダメージ　　　　　　　　　　　　
について詳しく説明している。

Ｈ20 20 小（高）・中
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29087 ＹＥＳ　ＴＯ　ＬＩＦＥ「薬物
乱用はダメ。ゼッタイ。」

　薬物乱用防止のキャンペーンソングを
織り交ぜながら，「薬物乱用はなぜいけ
ないのか」ということや，「薬物乱用に
ついて正しい知識をもとう」ということ
について説明し，啓発している。　　　 
  特に，薬物乱用によって，正常な判断
力を失うことにより，脳を破壊してしま
うことや，失明したり，手足のしびれ等
の末梢神経の異常をきたしたりすること
等により，身体を破壊してしまうことに
ついて詳しく説明している。

Ｈ20 25 中・高

29088 薬物乱用はダメ。ゼッタ
イ。「もとう正しい知識と
断る勇気」

　薬物乱用防止のための，正しい知識と
，断る勇気について，Ｑ＆Ａ形式で分か
りやすく説明している。　　　　　　　 
  誘いの手口や，密売人の種類と方法に
ついて正しい知識を知り，親友から誘わ
れても，一人で悩まないで，家族・友だ
ち・先生・近所の人に相談して，「ダメ
。ゼッタイ。」という強い気持ちをもつ
ことの大切さについて述べている。

Ｈ20 25 中・高

29089 ダメ。ゼッタイ。「薬物乱
用ＳＯＳ」

　世界中の人と力を合わせて，薬物乱用
のない社会をつくるために，薬物乱用に
おけるダメージと，薬物乱用の社会全体
の問題について，分かりやすく説明して
いる。　　　　　　　　　　　　　　　 
  特に，薬物乱用におけるダメージにお
いては，シナプスという伝達物質と乱用
薬物が似ているために，脳の働きを混乱
させ，破壊してしまうこと等，脳破壊の
メカニズムを説明しながら，脳破壊され
た症状を，ラットの実験を通して具体的
に述べている。

Ｈ20 25 中・高
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

教育相談

30001 ケースの心を
とらえる面接

１．面接の基本

　まず面接の外的条件，すなわち，面接
を行う場所への配慮，時間の区切り方記
録のとり方などの基本を実際のカウンセ
リング場面を通して説明する。
　更に，老人ホーム入所相談の初回面接
の模様を再現して，情報の収集・第一印
象の大切さ・受容的な聴き方等面接者の
信頼を得るための基本を説明している。

H3 25 教師・
成人

30002 ケースの心を
とらえる面接

２．面接技術の
　向上をめざして

　継続面接の実際を，女子大生への初回
から第４回までのカウセリング場面を再
現しながら，面接技術について述べてい
る。
　更にロールプレイを行う中での気持ち
の振り返りについて解説し，締めくくり
として，ストレスをためない工夫と面接
の仕事の意義を述べている。

H3 30 教師・
成人

30003 ADHD　注意欠陥・多動
性障害

その基礎知識と対応法

    ADHDの子供や保護者と日々接してい
る司馬理英子医師の治療の実際を取材す
るとともに，ADHDの基礎知識など紹介
している。

H16 50 小･中･高･
一般

30004 さわやかな自己表現アサ
ーション・トレーニング　
原理と実践

第1部　原理編

　アサーションについての講義をまとめ
てあり，その真髄が学べる。学校教育の
一環として展開するためのヒントも豊富
。子どもがなぜキレるのか，思いやりは
育つのか，いじめ虐待と攻撃的な自己表
現との関係にもふれられている。これは
子ども達だけでなく，全ての人に伝えた
いソーシャルスキルであることが分かる
。

H19 119 成人

30005 さわやかな自己表現アサ
ーション・トレーニング　
原理と実践

第2部　小学校低・中学
年実践編

　小学校3年生を対象にした実践例であ
る。「のび太くん」「ジャイアン」「し
ずかちゃん」のキャラクターを使って非
主張的，攻撃的とそのどちらでもないア
サーティブな言い方について学ぶことが
できる。

H19 51 小・低・中

30006 さわやかな自己表現アサ
ーション・トレーニング　
原理と実践

第3部　小学校高学年実
践編

　小学校5年生を対象とした実践例であ
る。まず，言葉の大きさに注意を喚起す
る。教材映像を見て，3つの言い方につ
いて学ぶ。「掃除をしない子に注意する
」仕方や「喧嘩をする友達の仲裁」の仕
方をロールアップよって考えていく。

H19 59 小・高

30007 さわやかな自己表現アサ
ーション・トレーニング　
原理と実践

第4部　中学校実践編

　中学校1・2・３学年の各学年での1年
間の授業を通してアサーショントレーニ
ングについて学んだ実践である。
その１　中学3年生の授業「友だちにほ
め言葉をプレゼントしよう」では友だち
のよい面を見つけてことばにしてお互い
に向き合ってプレゼントする。
その２　中学2年生の授業「よく聞くた
めのコツ」ロールプレーでよく聞くため
にどうしたらよいかを見つけていく。
その３　中学1年生の授業「さわやかさ
んで言ってみよう」アサーティブになり
にくいシチュエーションでロールプレイ
をし発言の仕方を考えさせる。

H19 75 中
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

安全教育

31001 どうろをあるくとき 　通学路を例に，悪ふざけやかけだしの
こわさ，決められた道を通ることの大切
さをわからせる。また，右側歩行を守っ
て安全な歩行ができるよう導く。

H4 7 小

31002 あめのひのあるきかた 　雨の人々は見通しが悪く，雨具で動作
がにぶくなることを事例化し，さらに広
がり歩きの危険なども示し，雨の中の安
全な歩き方をわからせる。

H4 7 小

31003 とびだしはあぶない 　急にとび出すことの危険を具体的に事
例化し，どんなに急ぐときでも一歩たち
どまり，左右を確かめる習慣ををつけよ
うに導く。

H4 7 小

31004 ふみきりをわたるとき 　踏切の近くでの遊びや無理な横断の危
険を事例化し，通過電車のもたらす風圧
のこわさなどにもふれながら，踏切での
安全な態度を身につけさせる。

H4 8 小

31005 自転車の正しい乗り方 　交差点での右折のしかた，徐行のしか
た，二人乗りの危険，左折車の危険など
をとりあげる。
　また，横断歩道での歩行者保護の置き
方も指導。

H4 11 小

31006 どうろをわたるとき 　信号機のある道路とない道路のわたり
方を示す。信号の見方や，左折，右折す
る車があるため，青信号でも左右を確か
めることの大切さをわからせる。

H4 7 小

31007 じてんしゃにのるとき 　ブレーキの点検をする，鍵は乗るとき
に母親から借りる約束をするなど，自転
車に乗る前の態度を軸にして，自転車の
安全な乗り方を身につけさせる。

H4 9 小

31008 くるまにちかよらない 　車のかげで遊ぶことの危険を事例化し
車がどういう動き方，止まり方をするか
にふれながら，車に近寄ることのこわさ
をわからせる。

H4 9 小

31009 くるまののりおり 　バスの乗り降りを例に，とび乗りやと
び降りのこわさをわからせる。また，車
内での禁止事項や危険を教え，安全な車
の利用のしかたを身につけさせる。

H4 8 小

31010 自転車と歩行者 　父親の運転する自動車に同乗した少年
が様々な場面を目撃し，安全への配慮，
自動車の死角，歩行者としての安全な行
動への理解を深めていく。

H4 12 小

31011 調理室の一日

－調理従業員の
　衛生管理と基本－

　はじめて学校給食の調理員として採用
された新任調理員と栄養職員やベテラン
調理員とのドラマ形式による会話を通し
て，各調理過程における食中毒防止のポ
イント，特に，作業のかわりめごとの手
指の洗浄や消毒及び調理上での十分な加
熱，放冷，冷却の大切さをわかりやすく
解説している。

H4 30 保健員
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

安全教育

31012 ここがポイント

－調理過程と
　食中毒－

　学校給食実際に起こった代表的な食中
毒による事故４事例をドラマチックに再
現した作品。
　調理過程のどこに問題があったのか，
どうすれば食中毒を未然に防ぐことがで
きたかについて，それそれのチェックポ
イントを示し，食中毒菌との関係を細菌
学の権威者が，わかりやすく解説してい
る。

H4 30 保健員

31013 バット大王の
交通安全Ｑ＆Ａ

　小学校の事故原因で常に大半を占める
「飛び出し」「横断中の事故」を中心に
色々な危険事例を再現しながら，事故防
止法を子どもの疑問に答える方式を描い
ている。

H5 20 小（中・
高）

31014 ドラゴンボール
悟空の交通安全

　孫悟空や亀仙人，クリリン，ヤムチャ
…などテレビで子ども立ちに人気のある
「ドラゴンボール」の愉快なキャラクタ
ーたちの珍道中記。
　そして，彼等が西の都で巻き起こす楽
しい物語の中で，交通ルールを守ること
など交通安全の大切さを考える。

H6 15 小（低
・中）

31015 アラレちゃんの
交通安全

　子供たちを悲惨の交通事故から守るた
めの面白い交通安全アニメ。
　人気アニメのアラレちゃん以下，あか
ね，タロウ，ピースケ，ガっちゃんたち
マンガキャラクターが大活躍。子供たち
は楽しみながら交通ルールを学べる。

H7 14 小（低）

31016 製品安全教育

「あっ，あぶない」
　（小学校編）

　学校内での事故，家庭内での電気製品
の事故を事故事例を取り上げ，事故の原
因は，何であったのか，事故が起こった
時にはどうしたらいいのか，具体的な事
例を通して解説している。

H8 28 小

31017 製品安全教育

「あっ，あぶない」
(中学校･高等学校編)

　学校内での事故，家庭内での電気製品
の事故を事故事例を取り上げ，事故の原
因は，何であったのか，事故が起こった
時にはどうしたらいいのか，その相談窓
口として，消費生活センターや，製造物
責任放（ＰＬ法）などを紹介している。

H8 24 中・高

31018 ついていってはダメ！ 　過去の起こった誘拐事件や誘拐未遂事
件の事例を参考に，児童に誘拐から身を
守るためにはどうすればよいかを変装し
た刑事が子供たちに教えていくストーリ
ーである。
　誘拐犯が子どもを狙うのは，子どもが
一人になったときが多い。場所は人通り
の少ない通りなど。そして，彼らは多く
の場合，自動車を使う。誘いの言葉は，
「道を教えてくれない？」「一緒に乗っ
て案内してくれる？」「お母さんが交通
事故で入院したから急いで病院へ行こう
」等である。

H9 15 小
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番号
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安全教育

31019 忍たま乱太郎の
地震用心・火の用心

　乱太郎，きり丸，しんべえの仲良し三
人組は，火遊びをしているところを土井
先生に見つかり，火の用心の補習を受け
ることになる。
　ちょっとした不注意から火事が起こる
ことを土井先生は教えていく。そのとき
突然地震が発生，食堂のカマドの火に水
をかけて消化するなど，三人は初期消火
の大切さを学びます。
　そして今度は村で火事が発生。土井先
生の指揮のもと，乱太郎たちは消防救助
隊となって消火と救助に出動する。

H9 11 小

31020 ドクターＸの
自転車安全セミナー

　日頃出会う交通場面で観察力を働かせ
どの交通状況でどんな危険が起こり得る
かを予測し，何時でもただちに安全行動
がとれるように習慣づけることの大切さ
を訴えた作品。
　二人乗りやジグザグ走行，しかも，安
全確保をせずに交差点を渡ろうとして，
危うく自転車と衝突しそうになる。
　反省の色のない少年たちを招待し，交
通のルールやマナーの大切さを実感させ
ていく。

H9 21 小（中
・高）

31021 ちびまる子ちゃん
のこんな乗り方
あぶないよ

　まる子ちゃんが自転車に乗って，隣町
まで買い物に出かけます。でも，道路や
交差点であんな乗り方いいのかな？こん
な乗り方で大丈夫？ハラハラ場面の連続
である。
　ちびまる子ちゃんと一緒に交通ルール
を確認しながら，自転車の正しい乗り方
を身につけていく。

H10 13 小（低
・中）

31022 守ろう！
みんなの大切な命

　近年，児童達が誘拐事件や殺害事件な
ど，凶悪事件に巻き込まれる事例が多発
している。
　そこで，児童等が犯罪から身を守るた
めの方法等について考え，学び，知識を
習得していくことを目的に制作されてい
る。　　　　　　　【文部科学省選定】

H13 20 小（中・高）

31023 こんな時どうする？シリ
ーズ
危険から身を守る

　事故や危険なことに巻き込まれないた
めには。また，身を守るためにはどうし
たらいいのか。子どもの周りの様々な危
険について考える。
　もし，事故や危険に遭遇しそうになっ
た場合，どう対処したらよいか日頃から
身につけておくことが大切である。ここ
では，その具体的な例をあげて考える。
　

H15 19 小

31024 こんな時どうする？シリ
ーズ
ルールとマナー

　「ルールは守らなければならない決ま
りだけど，マナーは・・・」みんなが気
持ちよく暮らしていくためにはどうすれ
ばよいのか日常生活の事例をもとに考え
る。バスの優先席，ゴミのポイ捨など，
具体的な事例を通して，こんな時どうす
ればよいのか，みんなで話し合っていく
大切さを知る。

H15 19 小
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31025 危険の予測で交通安全
を！

　この教材は，日常生活での交通安全に
関して，目に見える危険や見えない危険
が潜んでいることを緊張感を持って捉え
ることができる。「自転車走行での交差
点での一時停止」や「見通しの悪い交差
点での飛び出し」など，危険な予測例を
わかりやすく挙げている。

H15 20 小

31026 やなせたかし原作　ニャ
ンダーかめんの誘拐防
止

ミーコちゃん　ちゃんとチ
ェク!!

    やなせたかし原作のアニメーション。
抵抗する力のない子どもたちが，いかに
して犯罪から自分の身を守るために，ど
うしたらよいかということを，９つのチ
ェックポイントをキャラクターと共に学
んでいく。

H16 11 小(低)

31027 ｢いってきます｡｣     小学１年生越智愛実さんの作文をもと
に，交通安全とそれを願う家族の気持ち
をアニメーションで表した作品。作文と
映像を交互に入れ，具体的な交通ルール
を楽しく，わかりやすく学んでいく構成
になっている。

H16 12 小(低)

31028 とっとこハム太郎のとっと
こ大切！！交通ルール

    小学校低学年に人気のあるとっとこハ
ム太郎が歩行の仕方についてわかりやす
く教えてくれる。交通標識の見方，横断
補導の渡り方，信号の渡り方，などをハ
ム太郎の仲間たちにおまわりさん役のハ
ム太郎が交通ルールを教えていく，途中
で何度も危ない目に遭う，そのときにど
のようにして渡るのが正しいのか，交通
ルールを守ることの大切さなどをユーモ
アを交えながら説明してくれる。ところ
どころに笑える場面があり，子供の興味
・関心を引き寄せるような工夫がしてあ
る。

H16 14 小(低)

31029 安全な自転車のルール

～事故の加害者にならな
いために～

    近年交通事故の中でも自転車乗車中の
死傷者数は増加傾向にある。たとえ未成
年者でも自転車を操作する運転者である
ということに注意を喚起し，事故の加害
者になる自転車運転者も賠償責任を負わ
なければならないということを強く訴え
ている。

Ｈ17 20 小・中

31030 危険を読む自転車の乗り
方

    交通ルールを守っていても事故にあっ
たというケースが目立つ。具体的な例で
様々な危険を予測して事故を防ぐ乗り方
を身につける。
　　　　　　　　　　　　①信号のない
交差点で危険を予測する。②信号のある
交差点に潜む危険を探る。③道路横断時
の危険を察知する。　　　④歩道を通る
場合のルールと予測できる　危険。
　　　　　　　　　　　　　　⑤滑りや
すい雨の日や夜間の危険を読む

Ｈ17 18 中・高
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31031 あっ地震だ！おちついて
あわてない！

    １１９ちゃんは地震のことをよく知っ
ているもの知り博士。地震が起きるとす
ぐ，とんでいき自由自在に変身して救助
もします。ある朝，ゴン太とケン太の住
む町に地震が起きました。そこで，
１１９ちゃんが現れ，二人に地震の予測
がまだできないことや地震の恐ろしさ，
自分の身の安全を守ることの大切さを教
えます。数日後，学校で行われた地震訓
練でも１１９ちゃんが大活躍。子どもた
ちを助けながら，いろいろな場所の正し
い避難の方法を教えていきます。

H18 12 小学生（低
）

31032 じしんだ！！ミーちゃん
のぼうさいくんれん

  “にゃんにゃん地震ランド”でミーち
ゃんと大樹の家族が地震について教育を
受ける。地震が起こったらどうするか。
一番大切なのは命。命を守るためにどう
すればよいかを学ぶ。避難するときの注
意事項も示されている。
　次に大きな地震がきたとき，火を使っ
ていたらどうするか。三番目に揺れが襲
ってきて，「教えられたとおりに行動で
」助かる。みんなは実際に地震の怖さを
体験し，日頃の備えが大事だということ
を学ぶ。

H19 12 幼・小

31033 みんなでつくる地域安全
マップ

　子供たち自らが危険な場所を探し出し
て，「地域安全マップ」をつくることは
，危険な場所を理解し，危険な場所を発
見し，危険を避ける力をつけるために有
効な活動である。ここでは，「地域安全
マップ」のつくり方について
①事前学習・準備
②街歩き(フィールドワーク）
③地域安全マップの作製
④発表会
を具体的な活動の様子を見ながら解説し
ている。

H19 14 小
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情報教育

32001 ハイパーメディア
の世界

－北京文学館を
　事例として－

　コンピュータ技術を活用し新しく開発
された作品。
　鴎外，漱石など東京都の文京区に住ん
でいた文人たちの交流を作家，作品，地
図，年表，朗読音声など２０のジャンル
の関連情報群とＬＤ自由に組み合わせた
日本初のハイパーメディア教材である。

H3 25 成人

32002 広がる
コンピュータの世界

　コンピュータ基本構成と，その役割を
わかりやすく紹介している。
　学校でのコンピュータ教育などを例に
とり，実社会でコンピュータがどのよう
に使われているかを描いている。

S62 18 成人

32003 全教連
ＣＡＩプロジェクト

　１９８５年から３年間にわたり，全教
連ＣＡＩプロジェクトの実験の記録，研
究レポートを，まとめたものである。

S63 15 教師

32004 楽しいビデオ作品の
作り方

　郷土の伝統芸能をテーマに，ビデオ制
作に取り組んでいるサークルの活動を通
して，カメラワークの基本的なテクニッ
クや，様々な映像の表現方法などについ
て解説している。

H4 30 教師・
成人

32005 生きた
コンピュータの活用

－小学校編－

　新しい学習指導要領に基づき，初めて
コンピュータを導入する学校，これから
導入しようとする学校の先生方のために
参考になるビデオ教材。
　コンピュータの操作方法やソフトウェ
アの利用法，導入台数に応じた活用事例
がわかりやすく描く。
　　　　　　　手引書付き。１９９２年

H4 20 教師

32006 教育における
コンピュータ利用

－実践校を訪ねて－

　コンピュータは，すでに私たちの仕事
や生活の中にかなり浸透してきており，
学校でも導入するところが目立ってきま
した。
　学校におけるピュータの利用は，学習
指導におけるＣＡＩ的利用，成績管理な
ど学校経営を援助するための利用，ある
いはプログラムやグラフィックの作成…
と，多岐にわたる。
　この映画はそうしたコンピュータのさ
まざまな利用の仕方を，小・中・高校の
７校の実践の中から具体的に紹介したも
のである。

H4 27 教師

32007 教員の
民間企業研修’９２

　１９９２年，夏休みの期間を利用して
「教員の民間企業研修」が教育委員会の
協力により行われた。
　実体験を通じてＪＲ，ダイエー等の企
業について認識を深める小，中，高等学
校の先生たちの模様を紹介している。

H4 12 教師
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

情報教育

32008 縄文から宇宙まで

－やきものの世界－

　縄文土器から現代のファインセラミッ
クスに至るまで，やきものの世界は広大
であるが，基本的には原料の性質と焼成
の方法の二つが技術の二本柱になってい
る。
　縄文から現代ファインセラミックスま
で，原料と焼成技術の変化のあとを辿っ
てどのような化学的現象がそこにかくさ
れているかを見る，また，現代のファイ
ンセラミックスの「やきもの」の常識を
破る性質をみて，化学への興味を抱かせ
る。

H6 10 高

32009 リモートセンシング

－宇宙からの
　地球観測－

　人工衛星によるリモートセンシングの
概要を平易に解説したもので，地球観測
衛星によるリモートセンシングがとのよ
うなもので，どのようなことをするのか
解説しながら，その有用性を強調。
　地球観測衛星によるリモートセンシン
グは，地球表面の情報を一定周期で得ら
れるため，地形や地質の解説と変化の分
析，土地利用，資源探査，そして環境変
化の監視と保全など多くの分野で活用さ
れている。

H6 10 高

32010 赤堀侃司の
わかるパソコン

１，パソコンってなに

　私達の生活には様々な形でコンピュー
タが用いられ，活躍している。
　さて，そのコンピュータとはどんなこ
とができ，どんなしくみで動き，どんな
方法で操作すればよいのか。そんな疑問
に応えていく解説ビデオである。
　①パソコンの活用例の紹介
　②パソコン本位のしくみと周辺装置
　③基本ソフト（ＯＳ）の働き，ＭＳ－
　　ＤＯＳとＷＩＮＤＯＷＳ等の関係
　④キーボードの入力方法の４部から構
　　成されている。

H8 50 小（高）
・教師

32011 赤堀侃司の
わかるパソコン

２，ワープロで
　すてきな表現

　道具としてのパソコン。文書作成のワ
ープロ機能は，パソコン利用の大きな味
方。
　そのためのワープロソフト（一太郎）
をＭＳ－ＷＩＮＤＯＷＳの環境でどう使
いこなすかを具体的に解説していく。
　①ワープロソフトの中の様々な編集機
　　能を使った具体的な文書編集の実際
　②文字や画像を自由に編集できる機能
　　を新聞づくりを通して実演の２部か
　　ら構成されている。

H8 50 小（高）
・教師
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情報教育

32012 赤堀侃司の
わかるパソコン

３，計算自在で
　図表化一発

　道具としてのパソコン。いろいろな計
算を自由自在にこなすパソコン。表やグ
ラフに瞬時に変換していくパソコン。
　表計算ソフト(Ｌｏｔｕｓ１－２－３)
の活用例を様々な生活場面を例にだしな
がら操作手順を含めて解説していく。
　①成績表を作成し，用途に応じた変換
　　グラフ化紹介
　②名簿の作成，ビジネス場面でのプレ
　　ゼンテーション資料づくり等の実践
　　活用を紹介２部から構成されている
　　。

H8 50 小（高）
・教師

32013 赤堀侃司の
わかるパソコン

４，電子データベース
　は情報バンク

　情報化社会の中で，データ相互のやり
とりは重要な役目を持っている。そのデ
ータを集約するパソコン。その電子デー
ターベースは情報バンクそのもの。
　社会で活躍しているデーターベースの
現状をリポートしその意味を解説する。
　①データーベースのつくり方と整理を
　　具体的に紹介
　②企業や学校での情報活用を映像体験
　　の２部から構成されている。

H8 50 小（高）
・教師

32014 赤堀侃司の
わかるパソコン

５，パソコンで
　広がる快適世界

　パソコンの実用面ばかりの利用にとど
まらず，今や趣味の分野でも大活躍。表
現の道具としてのパソコンを図形作成，
音楽，通信などのソフトの実演を通して
紹介している。
パソコンで広がる快適空間。
　①絵画や図形の作成を通してパソコン
　　利用の新しい流れを解説。
　②パソコンミュージックの世界の体験
　③パソコン通信や電子メール
　　など通信機能の紹介の３部から構成
　　されている。

H8 50 小（高）
・教師

32015 情報基礎ビデオ

コンピュータとの
楽しい出会い

　コンピューティング・スペースに入り
込んだ４人の仲間達がパソコン君とプロ
ンプト先生に導かれて初めてコンピュー
タに触れる。
　実際にコンピュータを動かすまでが目
的となっている。
　(1)はじめて出会うコンピュータ
　(2)パソコン機器の名前と役割
　(3)コンピュータを動かしてみる
の３部から構成される。

H8 21 小

32016 世界のコンピュータ
教育の実態に学ぶ

・イギリス編（上）

　パソコン教育先進国の「パソコンの使
い方」を取材している。
　上巻では，イギリスのコンピュータ教
育制度，インファント・プライマリース
クールの活用の紹介である。

H8 30 教師

32017 世界のコンピュータ
教育の実態に学ぶ

・イギリス編（下）

　下巻ではコンピュタ教育をサポートす
る公共機関やメーカーの活動，セコンダ
リースクールコンピュータの活用を紹介
している。

H8 30 教師
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32018 世界のコンピュータ
教育の実態に学ぶ

・アメリカ編（上）

　パソコン教育先進国アメリカの取材し
ている。
　上巻では，学校の歴史と教育実状，カ
リキュラムへの導入と経過，ハイパース
タジオの紹介と使い方，授業での使われ
方を紹介している。

H8 30 教師

32019 世界のコンピュータ
教育の実態に学ぶ

・アメリカ編（下）

　下巻では，コンピュータ教育への取り
組み，ロゴライターの授業紹介，教育上
の問題とのかかわり，将来への展望を紹
介している。

H8 30 教師

32020 視聴覚教育
メディア研修ビデオ

・マルチメデイア
　の技法　
―作り方の実例―

　音声，画像，表，文章を扱うマルチメ
ディア教材を「学校の周辺に見られる鳥
たち」という課題に沿って，教材の作成
の仕方を４ステップに分けて紹介してい
る。
　①画面の作成
　②音声の取り込み
　③動画の取り込み
　④画面の編集

H8 30 教師

32021 視聴覚教育
メディア研修ビデオ

・コンピュータを
　生かす授業　
―通信データベース
　の利用―

　四日市市の中学校を舞台に，中学校理
科の気象の授業にパソコンを活用する方
法を紹介する。
　気象データや画像データを教育センタ
ーから電話回線を使って取りよせ，授業
に活用することで，生徒が意欲をもつ姿
が見られる。

H8 16 教師

32022 ビデオでわかる
インターネット
のすべて

　インターネットを利用したサービス，
ビジネス展を示唆し，将来の教育現場や
ビジネス現場を予想する活用例を紹介し
インターネットの基本をわかりやすく解
説している。

H8 20 教師

32023 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　lotus１－２
　－３Ｒ５Ｊ（１）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５における表計算ソ
フトＬｏｔｕｓ１－２－３Ｒ５Ｊの初歩
的な基本操作から，デ－タの分析などの
高度な利用方法をステップに分け紹介し
ている。
　ステップに応じ，初級編・中級編・上
級編に分かれている。（初級編）

H8 80 教師

32024 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　lotus１－２
　－３Ｒ６Ｊ（２）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５における表計算ソ
フトＬｏｔｕｓ１－２－３Ｒ５Ｊの初歩
的な基本操作から，デ－タの分析などの
高度な利用方法をステップに分け紹介し
ている。
　ステップに応じ，初級編・中級編・上
級編に分かれている。（中級編）

H8 80 教師

32025 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　lotus１－２
　－３Ｒ７Ｊ（３）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５における表計算ソ
フトＬｏｔｕｓ１－２－３Ｒ５Ｊの初歩
的な基本操作から，デ－タの分析などの
高度な利用方法をステップに分け紹介し
ている。
　ステップに応じ，初級・中級・上級編
に分かれている。（上級編）

H8 80 教師

VTR-236



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

情報教育

32026 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Microsoft
　Access９５（１）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５におけるデータベ
ースソフトＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｃ
ｅｓｓ９５初歩的な操作方法から，デー
タベース構築まで紹介している。
　ステップ応じ，初級編・中級編・上級
編に分かれている。（初級編）

H8 80 教師

32027 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Microsoft
　Access９５（２）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５におけるデータベ
ースソフトＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｃ
ｅｓｓ９５初歩的な操作方法から，デー
タベース構築まで紹介している。
　ステップ応じ，初級編・中級編・上級
編に分かれている。（中級編）

H8 80 教師

32028 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Microsoft
　Access９５（３）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５におけるデータベ
ースソフトＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｃ
ｅｓｓ９５初歩的な操作方法から，デー
タベース構築まで紹介している。
　ステップ応じ，初級編・中級編・上級
編に分かれている。（上級編）

H8 80 教師

32029 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Microsoft
　Ｅｘｃｅｌ（１）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５における表計算ソ
フトＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ
９５の使い方と多くの例題を通して利用
方法を紹介している。
　ステップ応じ，初級編・中級編・上級
編に分かれている。（初級編）

H8 60 教師

32030 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Microsoft
　Ｅｘｃｅｌ（２）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５における表計算ソ
フトＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ
９５の使い方と多くの例題を通して利用
方法を紹介している。
　ステップ応じ，初級編・中級編・上級
編に分かれている。（中級編）

H8 60 教師

32031 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Microsoft
　Ｅｘｃｅｌ（３）

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５における表計算ソ
フトＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ
９５の使い方と多くの例題を通して利用
方法を紹介している。
　ステップ応じ，初級編・中級編・上級
編に分かれている。（上級編）

H8 60 教師

32032 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Ｗｉｎｄｏｗｓ
　９５　（１）　

　パソコンの初心者を対象にＷｉｎｄｏ
ｗｓ９５の使い方を紹介する。Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ９５の新しいユーザーインターフ
ェースを活かすような操作方法を提示し
ながらアプリケーションの利用やファイ
ルの管理，ネットワークの活用を解説し
ている。
　ステップ応じ，入門編・活用編・ネッ
トワーク編に分かれている。（入門編）

H8 90 教師

32033 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Ｗｉｎｄｏｗｓ
　９５　（２）　

　パソコンの初心者を対象にＷｉｎｄｏ
ｗｓ９５の使い方を紹介する。Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ９５の新しいユーザーインターフ
ェースを活かすような操作方法を提示し
ながらアプリケーションの利用やファイ
ルの管理，ネットワークの活用を解説し
ている。
　ステップ応じ，入門編・活用編・ネッ
トワーク編に分かれている。（活用編）

H8 90 教師
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32034 ビデオでわかる
Ｗｉｎｄｏｗｓ

・　Ｗｉｎｄｏｗｓ
　９５　（３）　

　パソコンの初心者を対象にＷｉｎｄｏ
ｗｓ９５の使い方を紹介する。Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ９５の新しいユーザーインターフ
ェースを活かすような操作方法を提示し
ながらアプリケーションの利用やファイ
ルの管理，ネットワークの活用を解説し
ている。
　ステップ応じ，入門編・活用編・ネッ
トワーク編に分かれている。
　　　　　　　　　（ネットワーク編）

H8 90 教師

32035 わたしたちの
コンピュータ

１，生活の中の
　コンピュータ

　情報基礎でのコンピュータの学習で扱
う内容を分野毎に編集し，紹介する。
　分野では，｢生活の中のコンピュータ｣
「コンピュータの基本構成」「コンピュ
ータのしくみ」「情報化社会とンピュー
タ」に分かれている。

H8 20 中

32036 わたしたちの
コンピュータ

２，コンピュータ
　の基本構成

　情報基礎でのコンピュータの学習で扱
う内容を分野毎に編集し紹介する。
　分野では，｢生活の中のコンピュータ｣
「コンピュータの基本構成」「コンピュ
ータのしくみ」「情報化社会とンピュー
タ」に分かれている。

H8 20 中

32037 わたしたちの
コンピュータ

３，コンピュータ
　のしくみ

　情報基礎でのコンピュータの学習で扱
う内容を分野毎に編集し紹介する。
　分野では，｢生活の中のコンピュータ｣
「コンピュータの基本構成」「コンピュ
ータのしくみ」「情報化社会とンピュー
タ」に分かれている。

H8 20 中

32038 わたしたちの
コンピュータ

４，情報化社会と
　コンピュータ

　情報基礎でのコンピュータの学習で扱
う内容を分野毎に編集し紹介する。
　分野では，｢生活の中のコンピュータ｣
「コンピュータの基本構成」「コンピュ
ータのしくみ」「情報化社会とンピュー
タ」に分かれている。

H8 20 中

32039 教育とコンピューター
シリーズ

・イラストを描く

　コンピュータ利用の 初の経験である
「ワープロ」と同時に「お絵描き」も意
義を持っている。
　これは，「クリスマスカード」や「年
賀状」を創作するために作図ソフトを活
用した授業の紹介をしている。

H8 55 中

32040 教育とコンピューター
シリーズ）

・文をつくる

　日本語ワープロセッサの仕組みや機能
を理解し，合理的な操作の方法を学ぶた
めの教材。
　実際の日本語ワープロセッサに近いモ
デルを作成し，情報の加工，変換の動作
等を操作を通して，理解しやすく紹介し
ている。

H8 30 中

32041 教育とコンピューター
シリーズ

・航空機と
　座席予約

　航空機の座席予約システムは，その目
的や機能が明確で，扱う情報も比較的単
純でモデル化しやすい。
　情報の流れや，機能を体験的発見的に
理解できるように実際の座席予約システ
ムに近いモデルを作成し，情報の動き，
流れを操作しながら進めている。

H8 30 中
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32042 教育とコンピューター
シリーズ

・理科と
　クラブ活動

　前半では，コンピュータを利用し，鉛
筆の芯の抵抗の大きさを比較しながら，
長さと抵抗値の関係を学んでいく。
　後半は，ワープロで学校新聞を作成し
ている新聞部やパソコン通信で英国，オ
ーストラリアの学校と交信しているパソ
コン部を紹介している。

H8 25 中

32043 教育とコンピューター
シリーズ

・コンピュータ
　ソフトの使い方

　コンピュータなどの情報機器を通して
情報化社会に対応できるように情報の持
つ意味や処理能力を身につける必要があ
る。
　これはコンピュータのアプリケーショ
ンソフトの活用を通じて，中学校の情報
基礎の学習を進めている。

H8 50 中

32044 メデイアミックス
の授業

－中学校総合学習
（琵琶湖学習）－

　滋賀大学附属中学校における総合教育
の実践記録をもとにした内容である。
　同中学校では「郷土学習」として琵琶
湖学習をすすめている。このうち調査研
究活動と報告書作成・発表準備を中心に
収録している。
　調査研究活動では校内での実験観察か
らインタビューなどの様々な活動を発表
準備ではスライド・ＯＨＰ・ビデオなど
を駆使した活動の様子を収録している。

H8 50 教師

32045 教育の方法
及び技術シリーズ

・教育メデイア

　教育メデイアに焦点を合わせ，種々の
教育メデイアを活用することで授業を設
計・実施・分析・改善していこうとする
教師の試みを紹介している。

H8 30 教師

32046 教育の方法
及び技術シリーズ

・コンピュータ
　技術と教育

　コンピュータの基本的な仕組みを解説
し，教育での利用の形態について説明し
ている。

H8 25 教師

32047 教育の方法
及び技術シリーズ

・教師を助ける
　コンピュータ

　学習者の学習状態を正確で客観的にと
らえるためのコンピュータ利用など，Ｃ
ＭＩとよばれる形態や教師が授業で用い
る各種資料の検索利用実例を紹介してい
る。

H8 40 教師

32048 教育の方法
及び技術シリーズ

・授業における
　メデイアの活用

　黒板などの伝統的メディア，光学的メ
ディアの制作と活用法をマイクロティー
チングや実際の授業場面をとらえて具体
的に解説している。

H8 40 教師

32049 教育の方法
及び技術シリーズ

・学習を助ける
　コンピュータ

　ＣＡＩなどの児童・生徒自身がコンピ
ュータと対話したり学習の道具として利
用する種々の形態を紹介し，その特徴，
効果，留意点などを述べている。

H8 40 教師

32050 教育の方法
及び技術シリーズ

・学校とコンピュータ

　学校や地域のコンピュータ利用環境と
人の役割について述べている。

H8 40 教師
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32051 いまさらパソコン

・Ｗｉｎｄｏｗｓ
　９５　入門１

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５の基本操作を５巻
に分けて解説している。
　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５の特長

H8 45 教師

32052 いまさらパソコン

・Ｗｉｎｄｏｗｓ
　９５　入門２

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５を作動させるため
のパソコンの条件とインストール。

H8 50 教師

32053 いまさらパソコン

・Ｗｉｎｄｏｗｓ
　９５　入門３

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５の基本画面と基本
操作１。

H8 40 教師

32054 いまさらパソコン

・Ｗｉｎｄｏｗｓ
　９５　入門４

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５の基本操作２。 H8 55 教師

32055 いまさらパソコン

・Ｗｉｎｄｏｗｓ
　９５　入門５

　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５のネットワーク，
通信機能，インターネットの接続につい
て。

H8 80 教師

32056 いまさらパソコン

・パソコン購入ガイド
　新基礎編（上）

　パソコンの基礎知識について解説して
いる。
　上巻ではわかりやすいパソコン導入の
ガイド・カタログの見方について，パソ
コンを使う前に知っておきたい基礎知識
を解説している。

H8 50 指導者

32057 いまさらパソコン

・パソコン購入ガイド
　新基礎編（下）

　下巻ではパソコンハードの周辺機器の
基礎知識を紹介している。

H8 40 指導者

32058 マルチメデイア
・人・未来

　この映像ではメディアやコンピュータ
の発展段階をふまえ，新技術の基礎原理
などをアニメーションで解説し，更にマ
ルチメディアの機能や活用事例を紹介し
ている。
　メディアの発達，コンピュータとデジ
タル，マルチメディア機器の出現，マル
チメディアと放送・通信・画面の発達，
マルチメディアの役割についての項目か
ら構成されている。

H8 40 指導者

32059 新たなる
出会いへの誘い

　現職教員及び各教育関係者等への参考
資料として，鳴門教育大学が「大学紹介
ビデオ－新たなる出合いへの誘い－」を
作成したものである。

H8 22 教師
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32060 ひろがる教育
インターネット

小学校低・中学年編

　インターネットの活用は，児童生徒の
主体的な学習活動を支援する手段として
注目されている。情報の収集から発信ま
で，学年や地域の枠を越えた新たな教育
の世界が広がっている。
　ネットワークやインターネットなどを
授業で活用しようと考えている教師向け
に，低学年から活用した授業をインタビ
ューも交えながら，その特徴や利点を具
体的に分かりやすく紹介している。
　インターネットを導入する学校や教師
を対象に，研修会などにも活用できる。

H11 21 教師

32061 ひろがる教育
インターネット

小学校高学年編

　インターネットの活用は，児童生徒の
主体的な学習活動を支援する手段として
注目されている。情報の収集から発信ま
で学年や地域の枠を越えた新たな教育の
世界が広がっている。
　２００２年から始まるインターネット
の教育への本格的な利用を目前に，現在
各地で行われている取り組みの中から，
示唆に富んだ実践例を拾い出している。
　インターネットを導入する学校や教師
を対象に，研修会などにも活用できる。

H11 20 教師

32062 学校に
ネットワークを！

　これからの学校では，コンピュータ室
だけでなく，各教室に２台のコンピュー
タとプロジェクタが設置され，インター
ネットは，特にこれからの学校に不可欠
の道具になる。
　交流するための仕組みがネットワーク
であり，クラスの中，クラス間，学校間
，地域間，国際間とその範囲が広がって
いる。
　これからの学校に必要不可欠な情報教
育についての指導者のための現職教育用
として適している。【文部省選定教材】

H12 20 教師・
指導者

32063 先生のための
実践ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ講座
第１巻

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとの
　出会い
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄは
　情報の宝庫

　学校がインターネットで結ばれる時代
が，すぐ目の前に迫っている。インター
ネットの導入で学校は，教育は，どう変
わるか。先生は，インターネットとどう
付き合えばよいか。
　本巻では，豊かな教育を行うには，豊
富な情報が必要だ。初心者でも分かるイ
ンターネットの操作方法や利用方法，そ
して授業や校務に役立つ色々なホームペ
ージの活用法を紹介している。

H13 44 教師

32064 先生のための
実践ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ講座
第２巻

・職員室にも
　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
・電子メールは
　とっても便利

　学校がインターネットで結ばれる時代
が，すぐ目の前に迫っている。インター
ネットの導入で学校は，教育は，どう変
わるか。先生は，インターネットとどう
付き合えばよいか。
　本巻では，インターネットを活用して
様々なホームページの情報を基に教材を
作るノウハウと，電子メールを使ったコ
ミュニケーションの初歩について紹介し
ている。

H13 44 教師
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32065 先生のための
実践ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ講座
第３巻

・ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄで
　らくらく校務
・これからの授業と
　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで
　広がる交流

　学校がインターネットで結ばれる時代
が，すぐ目の前に迫っている。インター
ネットの導入で学校は，教育は，どう変
わるか。先生は，インターネットとどう
付き合えばよいか。
　本巻では，学校内で教師が情報を共有
できるイントラネットの仕組みと利用法
「総合的な学習の時間」でのインターネ
ットの活用例，メーリングリストを使っ
た交流の実践例を紹介している。

H13 44 教師

32066 先生のための
実践ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ講座
第４巻

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで
　共同学習
・学校の
　ホームページ

　学校がインターネットで結ばれる時代
が，すぐ目の前に迫っている。インター
ネットの導入で学校は，教育は，どう変
わるか。先生は，インターネットとどう
付き合えばよいか。
　本巻では，インターネットを利用した
他校との共同学習の進め方，地域との交
流を深めるノウハウを紹介すると共に，
学校ホームページの作り方を分かりやす
く紹介している。

H13 44 教師

32067 いつでも・どこでも
・だれでも

－教室における
　ネットワーク利用－

　ネットワークが身近になり，学校も特
別の準備や特別の教室ではなく，普段の
スタイルで普段の授業でコンピュータや
インターネットを使う時代がきている。
　そのような普通教室におけるネットワ
ーク活用の授業の姿を，日本の小学校・
中学校とアメリカの学校に取材し紹介し
たものである。　　【文部科学省選定】

H13 22 指導者
・一般

32068 総合的な学習授業ビデ
オ
第２巻
　お金再発見

　普段なにげなく使っている「お金」に
ついて調べる。
　外国のお金，昔のお金，未来のお金，
お金にはいろいろな顔があることが分か
る。ここでは調べたことを「マルチメデ
ィアお金辞典」としてまとめるまでを紹
介。実践例の後，教師用に授業研究のた
めの監修者のコメントが収録されている
「総合的な学習の時間」の資料としても
活用できる。

H14 20 小（高）・教
師

32069 やってみよう！調べ学習
ビデオシリーズ　③
調べてみようみんなの住
む町

見学やインタビュー

　「調べ学習」を進める上での筋道やヒ
ントがわかりやすくドラマ仕立てで構成
されている。
　ここでは，自分の住む地域での調べ学
習の進め方を紹介。
　取材を成功させるには事前の準備や役
割分担が大切であり，特に見学やインタ
ビューといった，地域の人々との直接的
な接触を伴う取材活動のルールやマナー
について紹介する。

H14 12 小（中・高）

32070 やってみよう！調べ学習
ビデオシリーズ　④
もっといろいろ調べよう

図書館やインターネット

　「調べ学習」を進める上での筋道やヒ
ントがわかりやすくドラマ仕立てで構成
されている。
　ここでは，直接取材が難しい場合，よ
り幅広い情報を得ようとする場合等に有
効な図書館やインターネットを活用した
調べ学習の進め方を中心に紹介している
。

H14 12 小（中・高）
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32071 やってみよう！調べ学習
ビデオシリーズ　⑤
みんなに知ってもらおう

まとめ方と発表のくふう

　「調べ学習」を進める上での筋道やヒ
ントがわかりやすくドラマ仕立てで構成
されている。
　ここでは，まとめ方のくふう，アイデ
ィアを分かりやすくするための注意点な
ど，調べた内容を発表する際に役立つヒ
ントを示している。
　また，学習全体のまとめとして学習の
成果を自分の生活に生かす大切さも紹介
している。

H14 12 小（中・高）

32072 モラルをもって
         勝ち残れ！
楽しくインターネット
      を利用するために

　 近，チェーンメールやウイルスなど
，インターネットを使った悪質ないたず
らが社会問題となり，学校にまで，その
影響が及んでいる。インターネットを活
用する上で情報モラルは，今日きわめて
重要な課題になっている。
 このビデオは，クイズ番組形式という画
期的な手法で情報モラルの初歩を楽しく
自然に学べるよう工夫されていて，学校
や家庭で学習する教材として 適である
。

H14 22 小・中

32073 これで安心！
インターネットを
　　楽しむために

　急速に普及したインターネット。
仲間同志のメールや，ショピング，各種
の予約，世界中からの情報収集等様々な
楽しみが可能となった。
 その一方で，インターネットを利用した
犯罪行為や利用者同士のトラブルなど困
ったこともおきている。
 ここでは，こんな手口でネット犯罪が生
じているのかという仕組みと，どうした
らいいのかという対応について紹介する
。

H14 20 高・成人

32074 確かな学力
ネットワーク活用法

 　学校のＩＴ化が進み，そのための研修
も頻繁に行われるようになった。
　しかし，操作法の研修だけでは授業実
践につながらないことが多い。
　この作品は，ＩＴ活用のビデオである
ネットワークを活用し，いろいろな教科
に取り組み，効果をあげている実例を，
小・中学校で示し，ネットワークを活用
した教育の可能性を訴求している。

H15 22 小・中

32075 ま・さ・か　わたしが！！

～情報社会を考える～

    私たちが普段何気なく行っている情報
交換でいつの間にか自分が加害者になっ
たり，被害者になったりする例を３つの
異なる事例をもとに紹介している。１つ
目は個人情報の漏洩，２つ目は憶測によ
る確たる根拠のない噂話の広がり，３つ
目はインターネットの悪意にみちた書き
こみ，等によって，誤った情報が広がり
世間に迷惑をかける事があることを紹介
した作品である。

H16 25 小(高)･中･
高
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32076 インターネットの罠     パソコンに詳しくない，でも一家に一
台は普及しているパソコン。子供から大
人まで誰でも扱うパソコン。この作品は
，インターネットの罠に落ちないように
するには？トラブルに巻き込まれたとき
はどうしたらいい？高校生のドラマを通
して，自己防術策を描いた作品です。
　　《具体例》
　　　　　　　　　　　　   １．アダル
トサイトの誘惑　　　　　   ２．クイズ
への登録が自動的に国際電話　　に接続
　　　　　　　　　　　　   ３．有害ネ
ット通販による身体への悪影　　響（健
康被害）　　　　　　　　   ４．大量迷
惑メール（漏れる個人情報）

H16 20 中･高

32077 平成１６年総務省メディア
・リテラシー教材　親子で
語ろう！テレビの見方

    熊が民家に出没したことについて，３
局の民放が伝えている。Ａ局では農家の
被害を話題に，Ｂ局では熊が民家におり
てきた訳を異常気象によるえさ不足とと
らえ，Ｃ局では人の生活を脅かす熊の捕
獲について述べている。それぞれの放送
を聞いた３人のお友達は意見を出しあっ
て，いろんな見方があることを知った。
ニュースは作る人によって伝えるメッセ
ージが異なる。私たちは事実を見ていろ
んな見方，考え方ができるようにし，情
報を鵜呑みにしないこと大切である。

Ｈ17 23 成人

32078 小・中学生のインターネッ
トシリーズ　インターネッ
トのトラブルから身を守る

    ニュースキャスターを案内役に個人情
報トラブル，ネットショッピングトラブ
ル，金銭トラブル等のネットトラブルに
遭わない方法をそれぞれの具体例を挙げ
て対処法を探る。

Ｈ17 19 小（高）・中

32079 小・中学生のインターネッ
トシリーズ　インターネッ
トはマナーが大切

    不注意なＨＰへの書き込みから，スト
ーカー被害に発展する様子や，ふざけた
チャットの書き込みから，誘拐事件の犯
人に仕立て上げれる様子を描く。ネット
は家庭でできるが，世界につながってい
ることを訴えている。

Ｈ17 18 小（高）・中
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国際理解教育

33001 発展途上国って
どんな国

　夏休みになり，中学生の良太は日本か
ら専門家派遣の医師として父が赴任して
いるアフリカを訪ねる。そこで目にした
のは，過酷な自然の中で病気や貧困に喘
ぐ人々の暮らしであった。
　現地で知り合った少女リリアや，井戸
掘りの指導で来ている海外協力隊の大倉
青年を通し，開発途上国の現実を知り援
助の必要性を痛感する。
　帰国した良太の話に，クラスメートも
開発途上国への関心が高っていくという
作品である。

H3 20 中・高・
成人

33002 街でみつけた
大きな地球

－青年たちの
　国際教育－

　今私たちのまわりには大勢の外国人が
やってきて生活している。ここではカン
ボジアやベトナムなど難民の子供たちの
保育を助けたり，学習相談に応える訪問
ボランティア活動。
　地球を環境破壊から救おうと学習会を
続ける熱帯森林保護団体，「僕たちの手
でネパールに学校を！」と資金不足を空
き缶回収で支援・実現させた高校生等国
際ボランティア活動に取り組む青年たち
との交流を描いている。

H4 30 青年・
成人

33003 南の国の
人たちと共に

－人工と食糧－

　南の国（南アジア，アフリカの諸国）
の人口増加と食糧問題をアニメと実写を
交え考えている。

H5 20 中・高・
成人

33004 熱帯に賭ける夢

－アジア太平洋
　からのレポート－

　パプア・ニューギニアのラバウルにお
ける日本人ボランティアの地道な米作り
のプロジェクトを紹介し心の通った実り
のある国際協力とは何かを考える。

H5 27 中・高

33005 育て！子供の森 　時代の主役である子供たちの参加によ
る新しい植林活動，森づくり運動を地球
環境問題の視点からわかりやすく紹介し
ている。

H5 20 中・高

33006 世界の中の日本

・アメリカ合衆国

　日本と も関係が深く，我が国の２４
倍の広さをもつアメリカは，世界各国か
らやってきた移民たちが数多く生活して
いる。
　雄大な自然と大都市ニューヨークのよ
うすを通してアメリカ概観。アメリカの
位置，国旗の由来にも触れている。

H6 15 小（高）

33007 世界の中の日本

・中華人民共和国

　いろいろな面で関係の深い中国，文化
的なつながりや，中華料理や太極拳を通
してのつながりを考えたり，日本の地形
や自然のようすを比較しながら中国の雄
大な自然や遺跡などを紹介。
　中国の位置や国旗とその由来にも触れ
ている。

H6 15 小（高）

33008 世界の中の日本

・国際連合の働き

　国連は，国際紛争の解決のための仕事
や地球の環境破壊の防止のための努力も
している。
　またユネスコやユニセフの活動を通じ
て世界の平和や人類の幸福を追求してい
る。

H6 15 小（高）

VTR-245
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

国際理解教育

33009 離陸するアジア

－日本の援助と
　インドネシア
　の人々－

　東南アジア，インドネシアの風土や自
然を紹介しながら発展著しい農業経済生
活を注目させる。
　これは長年にわたる日本の有償無償の
経済協力が実ってきていることをわかり
やすく説明している。

H6 26 中・高・
成人

33010 約束

－アフリカ　水と緑－

　アフリカの砂漠に涸れない井戸を作る
技術と緑化を進める，日本の海外援助活
動を子ども向けに紹介している。
　その中で登場するアキラ少年とカムリ
少年との美しい友情を描いている。子供
の夢を育てる国際交流映画である。

H8 16 小（高）

33011 世界の中の
日の丸・君が代

　世界の国々の国旗・国歌には独自の歴
史と理想が込められている。
　我が国の国歌「日の丸」，「君が代」
の歴史をたどり，そこに込められた日本
の心を探る。
　国旗・国歌を大切にする国際常識を知
るのに役立つ。

H9 27 小・中・
高

33012 国際人権を
知っていますか

－国連と市民の
　とりくみ－

　１９４８年に国連で「世界人権宣言」
が選択されてから，半世紀を経ようとし
ている。しかしながら，人類は未だこの
宣言の理念や目標に到達しているとは言
えない。
　ここでは，全世界に目を向け，多くの
人権問題を知るとともに，今後どう取り
組んでいくかがわかりやすくまとめられ
ている。

H10 24 高・成人

33014 朝鮮半島・
植民地支配の実態

　日本の朝鮮植民地支配は強制連行など
の労働力の収奪のみならず，民族の誇り
も奪う。
　その歴史的な事実の検証と共に，在日
韓国朝鮮人への偏見と差別の根源を探る
ものである。

H7 28 中・高・
一般

33015 国際理解シリーズ
オーストラリアの
小学生と家庭生活

　日本人の旅行先として人気の高いオー
ストラリアの人々の特色ある暮らしぶり
を，大都会シドニーと農村部のカウラの
小学生の学校生活や家庭生活に焦点を当
てて紹介している。

H11 19 小

33016 おしえてサニーちゃん
じらいってなに？

　地雷問題について，全く知らない児童
にも，「対人地雷問題」がどのようなも
のであるかを理解させ，地雷被害者に対
する「おもいやりの心」などから「問題
解決」のために「今，自分たちにできる
こと」を主体的に考えていくことにつな
がることを期待し，被害国の状況を中心
とした映像を中心に，地雷絵本の主人公
うさぎのサニーが語りかけている。内容
は下記の通りである。
　１，地雷とは何か
　２，地雷が埋められている土地の様子
　３，地雷被害者の思い
　４，地雷廃絶のための活動
　５，地雷被害者の様子
　６，子供たちへのメッセージ

H11 14 幼・小
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国際理解教育

33017 戦場を行く
1,民族紛争の真実

　旧ユーゴスラビア連邦のボスニア。そ
の独立の是非を巡って起きたボスニア内
戦。１９９３年，激烈な戦闘の続く首都
サラエボからのリポートである。
　カメラは，建物を標的にした砲撃や，
狙撃兵の攻撃を，生々しく捉えるだけで
なく，民族，宗教の名のもとに，砲弾に
傷つき倒れていくのは，いつも一般市民
であることを，克明に描いている。

H12 20 中・高
・一般

33018 戦場を行く
２,日本人が見たＰＫＯ

　１９９３年，アフリカ，ソマリア。首
都モガディシオ。内線と飢餓に苦しむ人
々を救うために派遣された，国連のＰＫ
Ｏ，いわゆる平和維持活動。
　武力行使が認められた多国籍軍が現地
で見たものは自分たちを受け入れないソ
マリアの人々，そして，国連本部への攻
撃であった。
　現地の理解と協力が得られない国連Ｐ
ＫＯは自らの武力行使で平和の仲介者で
はなく戦争の当事者になってしまった。

H12 20 中・高
・一般

33019 戦場を行く
３,闘う少年兵士たち

　大西洋に面した小国，シエラレオネ。
１９６１年の独立以来，内戦やクーデタ
ーが現在に至るまで繰り返されている。
　長引く内線は国力を疲弊させ多くの戦
災孤児を生み出している。子供たちは皮
肉にも，生きるために軍に入り， 前線
で闘っている。
　今も６～８歳を中心とした約１２，
０００人の子供たちが彼らでも扱える武
器を携えて敵と対峙している。そして，
敵もまた同じような少年兵士なのだ。

H12 20 中・高
・一般

33020 世界の中の
日本の役割
第１巻　日本の
国際協力と国際交流

―青年海外協力隊
　などの活動―

　世界には，平和な国際社会の実現をめ
ざす人々がつくっている，様々な団体が
ある。
　発展途上国で教育，医学，農業などの
指導に貢献している青年海外協力隊の隊
員の活動や日本と外国との文化による相
互の交流の様子について紹介している。

H13 15 中・高・一
般

33021 世界の中の
日本の役割
第２巻　平和をめざす
国際連合のはたらき

―ユニセフと
　ユネスコの活動―

　世界には，平和な国際社会の実現をめ
ざす人々がつくっている，様々な団体が
ある。
　平和な国際社会の実現をめざす国連の
はたらきについて，開発途上国で栄養・
衛生指導などを行っているユニセフや文
化遺産の保存などに取り組んでいるユネ
スコの活動を通して紹介している。

H13 15 中・高・一
般

33022 調べてみよう！世界のく
らしシリーズ　くらしの中
から世界をみつけよう！

    外国の文字で書かれた看板や，外国産
製品のふるさとを調べて，くらしの中か
ら世界とのつながりを発見しながら，日
本と深く結びついている様々な国を紹介
する。わたしたちの生活が，世界の様々
な文化を取り入れたり，いろいろな国の
人々に支えられていることを描いている
。取り上げている国は，アメリカ，中国
，韓国，フィリピン，タイ，オーストラ
リア，インドなど。

Ｈ17 13 小（高）
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環境教育

34001 謎のセールスマン

－地球にやさしい－

　人類が，今，急速に解決しなければな
らない問題のひとつに，地球環境問題が
ある。フロンガスによるオゾン層破壊，
二酸化炭素の増大に伴う温暖化現象，酸
性雨の影響，そして森林破壊がもたらす
砂漠化の進行…等々。
　そこで，こうした地球的規模で進んで
いる環境破壊の現状をとりあげ，地球を
元の美しい姿に戻すために，何をすべき
か訴えている。

H3 27 小・中

34002 地球と環境 　熱帯林の破壊，地球の温暖化，海岸汚
染など地球環境汚染の現状をとらえ，そ
の原因を追求するとともに地球環境を守
ることの大切さについて説明している。

H3 20 中・高

34003 公害 　公害問題を，巨視的な立場からとらえ
公害をなくすための基本的態度を考えさ
せる。
　公害教育への導入教材として 適な作
品である。

S61 21 小（中）

34004 わたしたちの
くらしとごみのしまつ

　私たちが健康な生活ができるのは，ゴ
ミを始末してくれる人々の働きのお陰で
ある。その様子と工夫，悩みや問題点を
示し，ゴミを減らすにはどうしたらよい
かを考える。

H2 20 小（中）

34005 黒い雨

－広島・長崎
　原爆の謎－

　広島と長崎に原爆が投下された直後，
爆心地周辺に，万年筆大の黒い雨が降っ
た。
　その正体は何か，人体や環境への影響
は？４０年ぶりに発見された，壁にくっ
きりと残された染みや様々な証言，デー
タを手がかりに科学分析と推理で謎に迫
る。

H4 45 中・高・
成人

34006 チェルノブイリ
原発事故

－調査報告－

　ヨーロッパ全体に及ぶ広範囲の放射能
汚染を引き起こしたチェルノブイリ原子
力発電所爆発事故。
　その大事故の原因と影響を追い，スウ
ェーデンやイタリアで汚染状況を調査し
様々な問題点を分析する。

H4 55 中・高・
成人

34007 地球号ＳＯＳ 　現在進行している環境問題は，「酸性
雨」「熱帯林の現象・砂漠化」「地球温
暖化」「オゾン層破壊」等であるが，こ
れをアニメーションと実写で示し，発展
途上国の開発と環境問題について考えて
いく。

H4 20 中・高・
成人

34008 地球の環境を守る

－エンノスケの旅－
　アニメ

　今，地球は酸性雨，温暖化，砂漠化な
ど環境破壊が進んでいる。それを科学の
力で守ろうという試みがなされている。
　クリーンエネルギーの原子力発電，海
底探査により発見された油汚染を高速分
解する菌の発見など，１００万件からの
情報を電話回線で調べれる。日本科学技
術情報センターを紹介している。

H4 20 中・高・
成人
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環境教育

34009 地球を
救うのは君たち

　急激に進む地球環境の破壊。その破壊
源が私たちの家庭生活の中にひそんでい
ることに目を向け，地球を守るために，
今，私たちが何をしなければならないか
を考える。

H5 20 小・中

34010 ウミガメを
守る人と浜

　ウミガメの保護活動の場面を紹介しな
がら自然環境を守ることの大切さを考え
る。

H5 20 小・中・
成人

34011 紙・地球への
思いやり

－水と大気を守り
　緑を育てる－

　紙は生活の中でもっとも人の身近にあ
る素材であり，環境面でも多くの注目を
あつめている。
　製紙産業が自然との調和を目指してど
のような工夫や努力を行っているか，リ
サイクルを含めながらわかりやすく紹介
している。

H5 15 小（高）

34012 紙・ワンダーランド

－豊かなくらしを
　支えるパートナー－

　製紙産業を様々なテーマからスポット
をあて紹介している。
・製紙の歴史
・製造工程生活の中の紙
・古紙の利用促進
・木材の有効利用
・環境保全対象等にふれている。

H5 20 小（高）

34013 農業と地球環境 　環境保全型農業（水田）をとり上げ環
境問題に視点をあて農業が地球環境にど
のように関わっているかを解説している
人形劇をとり入れわかりやすい構成にな
っている。

H5 15 小（高）

34014 森林とわたしたち 　様々に大切な役割を果たしている森林
資源を保護・育成している人々の努力や
工夫を描い，自然環境を保全するには，
我々はどのようなことに気をつけたらよ
いかを訴える。

H5 20 小（高）

34015 人々の生活と環境
（上）

　カナダ北部の寒冷地域，東南アジアの
熱帯地域，アラビア半島の乾燥地域，ア
ンデス山脈の高地など，日本と全く異な
る自然環境で生きる人々の生活をスチー
ル写真を混じえて描いている。

H5 30 中

34016 人々の生活と環境
（下）

　日本人の衣食住と類似性をもった，中
国・大韓民国など人々のの生活を描いて
いる。
　また，近代日本に大きな影響を与えた
異質なヨーロッパの人々の生活をオース
トラリアを例に描き，後半は世界の衣食
住について質問形式でまとめている。

H5 30 中

34017 ゴミから
暮らしを考える

　私たちの豊かな生活は，裏返すとひた
すらゴミの山を築き続ける生活ともいえ
る。
　ゴミは捨てるものから，捨てずに生か
すものへと，今発想の大転換を図ること
が必要であることを強く訴えている。

H5 30 中
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環境教育

34018 地球環境と
人間（１）

○地球の環境
○生命の誕生と人類の発展
○いろいろな資源とその開発
○エネルギー資源とその発達
○大気汚染とその対策
○オゾン層とその対策

H5 20 中

34019 地球環境と
人間（２）

○酸性雨の被害とその対策
○森林の破壊と保護
○地球の温暖化とその対策
○砂漠化とその防止
○水質汚染とその対策
○ごみ汚染とその対策
○環境保全

H5 20 中

34020 川のいきもの
と水質

　川の中にはそこの環境に適応した水中
昆虫が棲息しており，その水中生物を調
べることにより水質の良否を知ることが
できる。
　ここでは，水質簡易調査法の実際を具
体的に見ていく。

H5 23 中

34021 知られざる尾瀬 　日本で一番大きく美しい高層湿原「尾
瀬ヶ原」初めてカメラが捕らえた尾瀬の
湿原に生きる植物，春のミズバショウ，
夏のニッコウスゲ。小鳥のさえずりと至
仙山，燧ケ岳の残雪。尾瀬には様々な魅
力がある。
　しかし，一般的ハイカーは，作られて
いる木道を歩くだけで，多彩な顔を持つ
尾瀬の深部を知らない。
　未公開湿原への初めての潜入，龍宮の
謎ときなど，空，港，水中からとらえた
尾瀬のすばらしい映像である。

H6 50 中・高・
成人

34022 森林保護と利用 　森林と私たちのくらしのつながりを考
え，森林資源の利用とともに，その保護
の大切さについて説明している。

H6 15 小（高）

34023 自然の宝庫・屋久島
（総合版）

　平成４年ブラジルのリオデジャネイロ
で開催された「地球環境サミット」の日
本広報ブースで上映されたもの。
　生活遺産条約に登録された屋久島，世
界に例を見ない亜熱帯と冷温温帯の合流
地点に位置し貴重な植物の島，屋久島を
紹介している。
　・滝群・熱帯の植物・アオウミガメの
産卵・サンゴ礁・照葉樹林・ヤクスギ・
シャクナゲ・高山植物・ウイルソン株・
大王杉・縄文杉等。

H6 47 小・中・
高・成人
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34024 ＹＡＫＵＳＨＩＭＡ
　ＩＳＬＡＮＤ
　（英語版）

　平成４年ブラジルのリオデジャネイロ
で開催された「地球環境サミット」の日
本広報ブースで上映されたもの。
　生活遺産条約に登録された屋久島，世
界に例を見ない亜熱帯と冷温温帯の合流
地点に位置し貴重な植物の島，屋久島を
紹介している。
　・滝群・熱帯の植物・アオウミガメの
産卵・サンゴ礁・照葉樹林・ヤクスギ・
シャクナゲ・高山植物・ウイルソン株・
大王杉・縄文杉等・ヤクシマシャクナゲ
・巨大屋久杉・水の島・清らかな暖流と
滝等。

H6 48 中・高・
成人

34025 屋久島・森と水
（音楽版）

　平成４年ブラジルのリオデジャネイロ
で開催された「地球環境サミット」の日
本広報ブースで上映されたもの。
　生活遺産条約に登録された屋久島，世
界に例を見ない亜熱帯と冷温温帯の合流
地点に位置し貴重な植物の島，屋久島を
紹介している。
　・滝群・熱帯の植物・アオウミガメの
産卵・サンゴ礁・照葉樹林・ヤクスギ・
シャクナゲ・高山植物・ウイルソン株・
大王杉・縄文杉等・ヤクシマシャクナゲ
・ヤクスギ・高原湿原・一月に３５日雨
が降る島・照葉樹林・暖流と滝・北から
南から１３００種類の植物。

H6 48 小・中・
高・成人

34026 プスチックと
地球環境

　プラスチック製品は，私達の生活にな
くてはならない存在です。しかし使用後
は“腐らない”“かさばる”などの理由
からマイナスイメージを抱いている人も
多い。
　このビデオは環境面からプラスチック
を見直し快適な生活地球へのやさしさと
３つのテーマから検証している。
　①軽さは省エネ
　②リサイクル
　③クリーンに燃やす。

H6 30 小・中・
高・成人

34027 森林と魚 　海を豊かにするためには森林が大切な
役割を果たしていることをアニメーショ
ンでわかりやすく解説するとともに荒れ
た山へ植林を４０年近く押し進め，現在
では漁業も盛んになっている北海道・え
りも岬の事例などを紹介している。

H6 14 小・中・
高・成人

34028 産業はいき物を
しらべよう

　一般廃棄物，産業廃棄物の中で産業廃
棄物に視点をあて，法律できめられた
１９の廃棄物をきめてある理由やその量
を紹介している。
　またその処理の仕方を，安定型，管理
型，遮断型に分類しその理由や現状を映
像をとおして紹介している。
　廃棄物の中，再生利用の工夫等をわか
りやすく説明しながら地球の環境問題や
身近な，ごみを出さない工夫などを紹介
している。

H6 16 小（高）
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環境教育

34029 環境教育ビデオ

・へらそう！
　わけよう！
　家庭のごみ　
－ものを大切に－

　家庭から出されるごみの現状を示し，
ごみを増やさない工夫，ごみを少なくす
る工夫，ごみの回収の協力などについて
考えさせる。
　そこから，自分の日常生活を見直し，
物を大切にすることや，暮らしぶりを変
える事が環境保全につながっていること
を理解させる。

H7 15 小

34030 環境教育ビデオ

・調べてみよう！
　ごみのゆくえ　
－せいそう工場と
　リサイクル－

　各家庭から出されたごみの行方を追っ
て，ごみの収集の様子，清掃工場，埋め
立て地，リサイクルセンターを訪れる。
　そこで地域の人々の健康な生活を守る
ための工夫をしていることを理解させ，
また，自分たちも実際にできることはな
いか考えさせる。

H7 15 小

34031 環境教育ビデオ

・みんなでチャレンジ
・リサイクル　
－あき缶はどこへ－

　ごみ資源として生かすために地域で分
別回収が行われたり，リサイクル活動が
盛んに行われていることを理解させる。
　また，回収された空き缶がどのような
過程を経て再利用されるのかを知ること
で環境保全に取り組む意欲や態度を身に
つけさせる。

H7 15 小

34032 くらしを豊かにする
ごみの焼却エネルギー

１．石油から生まれたプラスチック。プ
　　ラスチックごみの再利用とごみ処理
　　やクリーンな環境を保つ工夫につい
　　て
２．ごみのエネルギー源としての紹介
　　①余熱利用　②焼却と安全性　③再
　　利用　④ごみ発電　⑤燃料化　⑥ヨ
　　ーロッパのごみ焼却　⑦可能性
３．マテリアルリサイクル，サマルリサ
　　イクル
４．ごみの処理問題から構成されている

H7 25 小（高）

34033 エコ戦士
ジュリアン

１．物を大切にする心や感謝の気持ちを
　　育て，資源を大切にし，より良い地
　　球環境を次の世代に引き継いでいこ
　　うというもの。
２．ごみが益々増えていく現在の社会を
　　アニメ的に，分かりやすく，興味関
　　心をひくようにした内容。
３．これからの自分たちの生活を見直し
　　自分たちにできることを考え，行動
　　するきっかけになればということで
　　製作されたもの。

H7 20 小・中・
高・一般

34034 未来への一歩

－実用段階の
　エネルギー－

１．新エネルギー産業技術総合開発（Ｎ
　　ＥＤＯ）は，石油に替わる新しいエ
　　ネルギーの技術開発などの事業を推
　　進している。その事業の紹介。一次
　　エネルギーの見直し。
２．自然エネルギーの利用－太陽電池の
　　原理・太陽電池の種類。風力発電－
　　沖縄県宮古島。地熱発電，大分県八
　　丁原地熱発電所。
３．大規模コジェネレーションシステム
　　和歌山マリーナシステム，余剰エネ
　　ルギー供給システム。

H7 25 小（高）
・中・高
・一般
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環境教育

34035 豪雨災害から
くらしを守る

１．第１部－豪雨がまちを襲った。第
２　部－水害から地域を守る。第３部－
　　災害に強い国土をつくる。
２．九州は水害や土砂災害の多発地帯で
　　あることから，小学生の時から防災
　　について学習することを通じて，防
　　災意識を高めることをねらっている
　　。
３．小学生にも理解しやすい映像資料で
　　ある。又利用し易いように「利用の
　　手引き」もある。

H8 48 小・中・
高・一般

34036 生まれ変わる
アルミカン

－ゴミとリサイクル－

　アルミニウムの原料ボーキサイトは外
国の資源で，輸入されそれを元にアルミ
缶が作られている。
　使ったアルミ缶を捨ててしまえばゴミ
になるが，それを回収して選別し，再生
すればまたアルミ缶になる。
　アルミ缶が再生されるまでの人々の活
動を通して，リサイクル問題を考えるこ
とができる。

H8 13 小（中）

34037 えんぴつと
ノートのふるさと

―森林資源と
　私たち―

　私たちがふだん使っているえんぴつや
ノートは，主に木で作られている。この
ほか木材製品は身近にたくさんある。
　ある小学校では，木造校舎や木製食器
が見直され，学校林の育成を通して，森
林の役割や保護の大切さを知る活動が描
かれ，森林資源の保護について考えてみ
ることができる。

H8 15 小（高）

34038 水は自然からの
おくり物

　飲んだり使ったりする水は，水源地か
ら取水するだけでなく，浄水場を通して
家庭に届けられている。
　そこでは，人々の生活に欠かせない水
を安全な水として送る努力が描かれてい
る。
　また，汚れた水をきれいにして川や海
に戻したり，再利用したりする人々の工
夫が描かれ，水を大切に使うことについ
て考えることができる。

H8 15 小（中）

34039 さとうきびのゆくえ

―資源の
　再利用のくふう―

　家庭で使われている砂糖は沖縄などで
生育するさとうきびから作られている。
　そして，さとうきびの絞りカスは，紙
を作る資源として再利用されている。
　そのほか，鉄屑から鉄製品，下水道処
理現場から出る汚泥から石材やレンガが
再生されていることが描かれ，資源の再
利用について考えることができる。

H8 15 小（高）

34040 ぼくの育つた町，
父の育つた町

―環境にやさしい
　町づくり―

　訪ねた諏訪市と妻籠で，以前諏訪湖は
公害で汚れていたが，美しい湖を取りも
どそうと，市の人々と行政が協力して美
しくしてきたことや，過疎化になやむ妻
籠では，町の人々と行政が協力して昔の
町の保存に力を入れたことなどを通して
行政の人々の協力と努力で環境を大切に
した町づくりについて考えることができ
る。

H8 15 小（高）
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34041 人の生活と
自然かんきょう

・生物のくらしと
　食べ物・水

　日光と水で養分を作る植物，その植物
を食べて生きている動物，人。植物，動
物がつりあいながら生きていることを，
魚を食べるカワセミなど豊富な映像例で
理解させる。
　また，生き物が生き続けるために必要
な水を，すみかとしての水，生物に含ま
れている水や，体内を循環する水など生
物と水との関わり理解させる。

H8 13 小（高）

34042 人の生活と
自然かんきょう

・生物のくらし
　と環境

　生物は呼吸して酸素を取り入れ，二酸
化炭素を出していることなど，深く空気
と関わりながら生きていることを実験で
わかりやすく説明している。
　また，自然の中でたくさんの生物がた
がいに関わりながら生き続けるためにか
けがえのない地球を守ることを学ぶこと
ができる。

H8 14 小（高）

34043 江戸の
リサイクルに学ぶ

　今，日本は増え続けるゴミや下水処理
に困惑している。そのような中，リサイ
クルを進める人が増えている。
　今取り組み始めているリサイクルが，
江戸時代にはすでに行われていたことを
江戸の昔の生活様式，当時の生活排水や
屎尿の処理，ゴミや日用品のリサイクル
から学び，これからの環境問題の方向性
を考えさせる。

H8 16 中

34044 森は海の恋人 　気仙沼湾に面したカキ養殖漁民が大川
の源である室根山に植林している。
　なぜこのような運動が行われているか
を描きながら，森林資源の伐採よって山
の機能が喪失し，ひいては海の生物も育
たなくなるなど海を汚染させてしまう現
実も示し環境保全の大切さを強く訴えて
いる。

H8 16 中

34045 宇宙船地球号

２，５５億人の生活圏

　地球はどこに，どのような人々が暮ら
しているのか。過密する都市の生活型公
害などを通して人口問題について考えさ
せる。

H8 26 中

34046 宇宙船地球号

４，世界市場

　地球はひとつの大きな市場である。国
ごとの貧富の差が広がる中で，環境問題
という転換期を迎えた世界市場について
考えさせる。

H8 26 中

34047 宇宙船地球号

６，生きている海洋

　汚染が進む海。人工衛星がとらえた海
の汚染状況の実態をそれが生活や生命に
どのような影響を与えているかを探る。

H8 26 中

34048 宇宙船地球号

７，大河のゆくえ

　アメリカのミシシッピ川や，旧ソ連の
干上がり始めたアラル海などを例に，自
然をコントロールすることの難しさを探
る。

H8 26 中

34049 宇宙船地球号

８，消えゆく森林

　森林を破壊することなく，有効に利用
するにはどうすればよいか。
　熱帯雨林の減少が問題視される中で，
森林の保護と開発のバランスを考えさせ
る。

H8 26 中
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34050 宇宙船地球号

１０，地球の
　　未来のために

　人類の歴史と宇宙船地球号をすみずみ
まで見守る人工衛星。
　環境問題と子供たちの未来のために，
我々に何ができるかを考えさせる。

H8 26 中

34051 おばけ大作戦
地球ＳＯＳ！

―酸性雨編―

　アニメによるＳＦストーリーを楽しみ
ながら，環境問題について学習できる。
　酸性雨編では，スーア星人が降らした
酸性雨がもたらす危機をスリリングに描
いている。また，そのしくみと対策につ
いても学ぶことができる。

H8 25 小（高）

34052 おばけ大作戦
　地球ＳＯＳ！

―地球温暖化編―

　アニメによるＳＦストーリーを楽しみ
ながら，環境問題について学習できる。
　地球温暖化編では，スーア星人のしわ
ざで，地球の温度が急上昇する。温室効
果のしくみ，対策などが楽しみながら理
解できる。

H8 27 小（高）

34053 酸性雨

－そのでき方と影響－

　実験などを通して酸性雨のできるメカ
ニズムを解明し，身近な地球環境の問題
と科学的に結びつけながら，環境に対す
る意識を喚起している。

H8 10 高

34054 森の環境教室 　環境保全に係わる普及啓発を進めるた
めの一つとして，「ビデオ版環境白書『
森の環境教室』」を企画・作成された。
　平成７年版環境白書に基づいて，文明
の発展と地球環境の問題や日頃ふれあう
ことが少なくなってきている「土」など
についてコンピータ・グラフィックなど
を交えながら紹介し，環境問題について
考えるきっかけとなることを狙ったもの
である。

H8 15 小・中・
高

34055 せまってみよう！
３つのキーワード

－日常生活と
　科学技術－

　リサイクル，自然エネルギー，情報化
社会と３つのキーワードから，日常生活
の関係を具体的に実例をあげて説明して
いる。
　日常まだ知られていない科学技術の進
展が，我々の生活をより豊かにするため
に活用されているという理解を深めるた
めのものである。

H8 32 小（高）
・中・高
・一般

34056 日本の山村

―明日にむかつて―

　山村と都市との交流を通して山村の果
たしている役割やその重要性，また，山
村で育まれている文化や自然を守り育て
る実践活動などについて理解を深めるこ
とを目的としている。
　ここでは，北海道南富良野町，新潟県
入広瀬村，群馬県上野村，埼玉県雨神村
，熊本県小国町の５カ所を取り上げてい
る。

H8 20 一般

34057 女性・
豊かな海と魚

　「日本の海がいつまでも豊かな海であ
り，安全な魚を生みだす海であること」
を願って，漁業に携わる女性たちが地域
の人たちと協力してさまざまな活動に取
り組んでいる様子を分かりやすく解説し
ている。
　ここでは北海道別海町，三重県鳥羽市
の漁協婦人部の活動を取り上げている。

H8 14 中・高・
一般
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34058 酸っぱい雨 　水蒸気は，雲から雨になり地上へ降り
注ぐ過程で大気中の様々な物質を取り込
んでいる。
　様々な水溶液と共に，雨水の性質を調
べる中で，酸性度の高いことがわかり，
その理由を考える構成になっている。
　また，その原因が，人間の文明社会に
関係することを，実験で明らかにしてい
る。

H9 15 小（高）

34059 増えていく
二酸化炭素

　人間，そして人間社会が活動し続ける
中で，絶えず放出されるに酸化炭素の量
が次第に増加していることがわかりやす
くまとめてあり，同時に，その二酸化炭
素を減らすためには，どうすればいいの
かを考えさせる構成になっている。

H9 15 小（高）

34060 ホタルが育つ水 　ホタルの育成に必要なのは，きれいな
水の流れる川であること，そして，年々
そのような川が減少しており，原因は人
間社会が出す排水や廃棄物によって餌に
なる貝が減ってしまったためであること
をわかりやすく構成してある。

H9 13 小（中）

34061 渡り鳥が
やってくる

　渡り鳥のルートの特性とその途中の休
息地である地域の様子を紹介している。
　そして，それぞれの地域の１つがもし
生息に適さない環境になっていった場合
を問題提起し，考えさせる構成になって
いる。

H9 13 小（中）

34062 水の旅 　空から降ってきた一滴の雨水を主人公
に，水が人間の営みによって汚れると共
に，水が汚れを運んでいること， 後に
は汚れが海にたまってしまうことをわか
りやすく説明している。
　水の利用の仕方と大切さを考えさせる
構成になっている。

H9 13 小（中）

34063 うっかり奥様のＰＥＴ
ボトルリサイクル

　ＰＥＴボトルのリサイクルには，使用
済みのものを加工して再利用するマテリ
アルリサイクルと，焼却して発生するエ
ネルギーを利用するサマーリサイクルが
ある。
　ここでは，その中のマテリアルリサイ
クルについて解説したものである。

H9 18 小・中・
一般

34064 資源が生きるＰＥＴ
ボトルリサイクル

　限りある資源を有効に使うために今，
全国規模で様々なリサイクルがはじまっ
ている。
　このビデオは，その中でも特に注目さ
れているＰＥＴボトルリサイクルの近況
を示している。
　東京都東村山市，埼玉県春日市では分
別回収に積極的に取り組み成果を上げて
いる。
　また，リサイクル工場の実際や，その
ノウハウ，更に，その成果として再利用
用品を紹介している。

H9 16 小・中・
一般
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34065 ようこそエコロ島 　環太と境子の兄妹は，夏休みに「エコ
ロ島」を訪れ。そこは，環境についてい
ろいろと考え取り組んでいる島でした。
　二人は，エコロ島にいる「モッタイナ
イ叔父さん」から環境についていろいろ
なことを教えてもらう。
　私たちの身の回りのことから環境につ
いて考えていくお話。

H10 17 小（中
・高）

34066 エコ戦士　ジュリア
（改訂版）

１，資源を大切にし，よりよい地球環境
　　を次の世代に引き継いでいこうとい
　　うもの。
２，ゴミが益々増えていく現代の社会を
　　アニメ的にわかりやすく，興味・関
　　心をひくようにした内容。
３，これからの自分たちの生活を見直し
　　自分たちにできることを考え，行動
　　するきっかけになればということで
　　制作されている。

H10 23 小・中・
高・一般

34067 地球の歌・
まだ聞こえますか

　一般廃棄物の増大により，いま，美し
い自然が危機に瀕している。
　生活様式の変化による廃棄物の多様化
は 終処理を困難にしているのが現状で
ある。
　資源の多くを外国に依存している日本
にとって廃棄物の処理と同時にリサイク
ルも重要な課題である。
　「容器・包装リサイクル法」によるシ
ステム化の中で消費者，自治体等の責任
について分かり易く解説している。

H10 16 小・中・
一般

34068 世界のペットボトル
リサイクル事情

－北アメリカ編－

　環境問題の解決には市民の意識を高め
ることが大切であること。
　このビデオはカルホルニアにおけるペ
ットボトルリサイクルの事情について解
説している。
　・カーブサイド方式
　・デユポット方式
を中心に市民の協力の様子を見せている
が，結局再利用への意欲と教育による子
供たちの参加が大切であることを紹介し
ている。

H10 15 小・中・
一般

34069 プラスチックの
リサイクルと油化

－循環型社会の
　構築に向けて－

　私たちの，生活のあらゆるところに使
われているプラスチックを“ゴミ問題”
“再資源化”の視点でとらえ，特に廃プ
ラスチックを石油に戻す「油化」技術を
紹介しながら環境保全を考えさせようと
するものである。

H10 17 小・中・
高・成人

34070 天然ガスを
追いかけろ

－エネルギーって
　なんだろう－

　環境負荷の少ない化石エネルギーとし
て利用が拡大している天然ガスに焦点を
あてながら，日常生活とエネルギーの関
わり，天然ガスが採掘されてから家庭に
届くまでの流れ，エネルギー消費と地球
環境問題の関わり等について考える。　 
  小学校４～６年生の社会科，理科，家
庭科等に活用できる。

H11 14 小

VTR-257



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

環境教育

34071 地球にコンタクト２
水の不思議

　「液体だが熱を保つことができる」，
「個体になったとき自分自身の上に浮か
ぶ唯一の液体である」，「ものを溶かす
ことができる」，「水どうしくっつく性
質をもっている」などの水の特性を紹介
している。また，「水は循環する」と言
うことを実写やアニメで伝えている。
　環境と私達の体の健康を保つ水の大切
さを実感的に理解できる教材である。

H11 30 小（中）

34072 地球と環境①

・四大公害
・新公害事情

○四大公害
　日本の四大公害である熊本水俣病，新
　潟水俣病，富山イタイイタイ病，四日
　市公害の実態を取り上げるとともに，
　これらの問題にどう取り組み，克服し
　ていったか，その経過を紹介している
　　　　　　　　　　　　　（１７分）
○新公害事情
　騒音や粉塵の問題，地下水の汚染，ト
　ラック輸送と大気汚染など，近年新た
　に発生している問題を考察している。
　　　　　　　　　　　　　（１０分）

H11 27 小・中・
成人

34073 地球と環境②

・ごみのゆくえ
・リサイクル

○ごみのゆくえ
　毎日大量に排出されるごみ，その収集
　から，中間処理， 終処理の様子を紹
　介し，現代のごみ事情を考察する。
　　　　　　　　　　　　　（１３分）
○リサイクル
　ガラスや紙類，空き缶，乾電池，ペッ
　トボトル，生ごみ，産業廃棄物など，
　ごみ資源のリサイクルの模様を紹介し
　ている。　　　　　　　　（１４分）

H11 27 小・中

34074 地球と環境③
　

・水質浄化への
　取り組み
・生態系の保護

○水質浄化への取り組み
　霞ヶ浦の汚染を例にとり，その浄化の
　過程を伝えると共に，各地の水質汚染
　への取り組みを紹介している。
　　　　　　　　　　　　　（１４分）
○生態系の保護
　乱開発などによって急速に失われつつ
　ある自然とともに，各地で繰り広げら
　れている環境保全運動の事例を紹介し
　ている。　　　　　　　　（１３分）

H11 27 小・中・
成人

34075 地球と環境

第１巻
・地球の温暖化
・オゾン層の破壊

○地球の温暖化
　石油・石炭などの化石燃料の大量消費
　や森林伐採などにより，大気中の二酸
　化炭素の濃度が増加している。それが
　地球温暖化とどのような関わりを持つ
　のか，その仕組みと実態，対策などを
　明らかにしている。　　　（１５分）
○オゾン層の破壊
　後半は，有害な紫外線を吸収し，生物
　を守っているオゾン層破壊の原因を説
　き明かし，フロンの規制等どのような
　対策がなされているのかを考えていく
　　　　　　　　　　　　　（１４分）

H11 29 小（高）・中
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環境教育

34076 地球と環境

第４巻
・野生生物種の減少
・砂漠化

○野生生物種の減少
　今，地球上で絶滅の危機に瀕している
　動物は約５０００種と言われる。
　熱帯林の減少や生物の環境破壊，密猟
　など様々な要因が重なっている。実際
　の状況や絶滅から守るための具体的取
　り組みを紹介している。　（１５分）
○砂漠化
　地球の急速な砂漠化の気候的要因と人
　為的要因を探りながら，不毛の地と化
　したアフリカ地域の現状やその影響を
　伝えている。　　　　　　（１４分）

H11 29 小（高）
・中

34077 地球と環境

第６巻
・エネルギーの
　有効利用
・地球にやさしい
　ライフスタイル

○エネルギーの有効利用
　世界各国で研究されている，地球環境
　を汚さない新たなエネルギー開発の実
　態を取り上げ，そのメカニズムや効率
　，システムなどを紹介している。
　　　　　　　　　　　　　（１４分）
○地球にやさしいライフスタイル
　環境破壊が進む地球の様子を顧みなが
　ら，行政・企業・市民が一体となり，
　環境問題に取り組む必要性を問う一方
　，企業や暮らしの周辺での環境保護運
　動の実際例・工夫の様子を取り上げ紹
　介している。　　　　　　（１５分）
　　

H11 29 小（高）
・中

34078 私たちの水
１，水源の森を守れ

　「川と私たちの暮らし」を研究してい
たグループが，上流の水源林に注目し杣
人の案内で山に入っていく。
　スポンジのような腐葉土，いくつもの
沢から流れ出る豊かな水。子供たちは，
山の土に触れながら保水性や洪水防止効
果などを学んでいくが，一方では山の荒
廃など山林保護の重要性も痛感する。
　やがて，子供たちは上流と下流との新
たな共存の道を探り始める。

H12 30 小・中
・高

34079 私たちの水
２，水の神様を探せ

　ふとしたことから水神様マップを作る
ことになったグループが，中流の田園地
帯へ調査に行く。
　洪水多発地帯で生きる土地の人々の知
恵。川と共に生きる農村。グループでは
「水の神」は「田の神」でもあり「山の
神」でもあることを教わり，さらに上流
の山間地へと向かう。
　やがて，子供たちは流域全体を視野に
入れていくようになり水の循環や自然と
共に生きることの意味を学んでいく。

H12 30 小・中
・高

34080 私たちの水
３，生きものの
つながりの中に入ろう

　「川の生き物調べ」を始めたグループ
が，下流域の調査を始める。やがて干潟
や葦原が生き物にとって重要な拠点であ
ることを知った子供たちは生態系につい
て考えていくようになる。
　また，川や海の漁師と触れ合い水質環
境の重要性に気がついていくようになり
自分たちが積極的に川と付き合っていく
方法を探り始める。

H12 30 小・中
・高
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環境教育

34081 ケナフ　環境を考える 　森林破壊により，紙資源である木材の
未来が問われている。木材に変わる新し
い紙資源として注目を集めているのが，
“ケナフ”。
　これは紙の原料に適しているほか，木
材に比べ数倍の二酸化炭素を吸収するた
め，地球温暖化防止に役立つとされ世界
各地で栽培が始まっている。
　このケナフを，子供たちが実際に栽培
し，体験することにより，紙資源の大切
さ，森林の未来，地球の未来などを真剣
に考えている。

H12 18 小・中
・高

34082 身近な環境調べ
３，生き物を
　調べよう

　地球環境問題の深刻化のなか，足下の
身近な環境を調べる体験的な学習の重要
性が強く求められている。特に「総合学
習」やその他の教科学習において，地域
の実情を踏まえた環境学習がクローズア
ップされてきている。
　「生き物を観察しなさい」と指示して
も，子供たちはどう調べたらいいのか分
からず思うように活動しない。それは自
然とのつき合い方を知らないからだ。映
像によるモデルを示すことによって，そ
のねらいを自覚し，計画を立て，目的意
識を持って取り組ませることができる。

H12 15 小

34083 身近な環境調べ
４，生活を
　調べようⅠ
　ゴミ・リサイクル

　地球環境問題の深刻化のなか，足下の
身近な環境を調べる体験的な学習の重要
性が強く求められている。特に「総合学
習」やその他の教科学習において，地域
の実情を踏まえた環境学習がクローズア
ップされてきている。
　このビデオでは，日常生活の中で子供
たちが問題意識を持つような場面を提示
したり，取り組みやすい調査や実験を具
体的に紹介したり，実践につながるヒン
トになるように制作されている。

H12 15 小

34084 身近な環境調べ
５，生活を
　調べようⅡ
　エネルギー

　地球環境問題の深刻化のなか，足下の
身近な環境を調べる体験的な学習の重要
性が強く求められている。特に「総合学
習」やその他の教科学習において，地域
の実情を踏まえた環境学習がクローズア
ップされてきている。
　環境問題を論ずるに当たって，大人の
視点を子供に要求する必要はない。子供
には汚染された自然環境の修復よりも，
美しい物，豊かな物を提示し，そうした
行動を通して保存する工夫，これ以上悪
くしない工夫や意識を育てたい。

H12 15 小
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環境教育

34085 海と里山

人と自然のいとなみ

　中学生の放送部員３人が，「人は自然
とどのようにかかわってきたか」をテー
マにした夏休みのビデオ制作のために，
山や海を現地取材で訪問する。
　岩手県岩泉町のマツタケ山と三重県志
摩町のアワビ漁での実際の体験を通して
人と自然の関わり合いについてレポート
している。
　これからの私たちの生活の中で，自然
の豊かさを保ち，調和した関係を続けて
いくためには，自然の梅や山とどのよう
に関わっていけばよいか，を考えさせる
教材である。

H12 14 小・中

34086 よみがえれ、
マングローブ
海の森づくり

　マングローブ“海の森”は「生命のゆ
りかご」「魚の湧く海」と呼ばれ，そこ
に住む人々の食や住・・・つまり，人間
の命を支えている。その発達した根は二
酸化炭素を大量に吸収して，地球の温暖
化を防いでいる。
　このビデオでは，人と地球にとって重
要な植物を分かりやすく解説し，環境保
護活動へ多くの方が関心を持つよう編集
されている。

H12 23 小・中
・一般

34087 調べてみよう！
水とごみｼﾘｰｽﾞ
ごみ博士になろう！

－ごみとわたしたち
　のくらし－

　ごみの収集から清掃工場の見学だけで
なく，児童が実感しにくいごみの減量な
どに挑む人々の姿を紹介している。
　また，自分たちにもできる協力や工夫
を実践しようとする児童の意欲を引き出
そうとしている。

H13 14 小（中）

34088 調べてみよう！
水とごみｼﾘｰｽﾞ
水道博士になろう！

－水とわたしたち
　のくらし－

　学校や身近な暮らしで使う水を出発点
に，浄水場や夜の漏水検査，水源の森林
を育てる人々などを紹介している。
　地域の人々の苦労や努力に目を向けな
がら，自分たちでできる協力や工夫を気
づかせようとしている。

H13 14 小（中）

34089 マナ☆カナの天然
ガス自動車で行こう！

　マナちゃんカナちゃんと小学生たちが
楽しい調査や実験を通して環境問題への
興味を深め，クリーンエネルギー自動車
である天然ガス自動車の必要性を知って
いく。
　排気ガスがクリーンな天然ガス自動車
は地球環境にやさしいという理由から，
今，世界中で注目され研究開発されてい
る自動車である。

H13 25 小・中

34090 アグリンの農林水産
ワールド
食べ残しは
どうなるの？

～リサイクルの
   取り組み～

　我が国では食べ残しなどの生ゴミが多
く出て，環境に悪い影響を与えている。
　この作品は，私達の身近な毎日の食生
活を見直し，生ゴミの量を減らすととも
に，食べ残しも大切な資源として，肥料
や家畜のえさ，発電などに再利用するこ
との大切さを，具体的な取り組みを紹介
しながら，分かりやすく解説している。

H13 15 小・中
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34091 海に森に大漁旗

－海・川・森はひとつ－

　「森は海の恋人」というスローガンを
掲げて，漁民総出で植樹活動を行って，
森をつくり，川を守り，海の恵みを大事
にする人々の取り組みを紹介している。
　北海道の別海町漁協・野付漁協の具体
的な活動を通して，漁場環境保全の大切
さを啓発するビデオである。

H14 15 小・中・
高・一般

34092 調べてみよう！身近な環
境シリーズ
調べてみよう！身近な川

　川はいろいろな形でわたしたち人間と
かかわっている。
　ここでは，身近な川を通して，自然の
様子，利用の様子など紹介してその中で
，子どもたちに調べてほしいことや考え
てほしいことを提示している。

H14 14 小（高）

34093 調べてみよう！身近な環
境シリーズ
調べてみよう！身のまわ
りの緑

　川を下るにつれて，水田や畑，そして
街路樹や公園などさまざまな形で人と緑
のかかわりが増えてくる。
　自然のままの緑も必要であるが，現在
の人間生活の中では，人とのかかわりの
ある緑が大変重要である。
　ここでは，身のまわりの緑を通して，
緑の利用の様子，環境にあった手入れや
保護の様子など紹介する。

H14 14 小（高）

34094 世界遺産シリ－ズ②
生命に満ちた島

－屋久島の森を探る－

     屋久島には，世界的にも稀な樹齢数
千年の屋久杉をはじめ，多くの固有種や
絶滅のおそれのある動植物など，多様な
生物がみられる貴重な森がある。
　その森の全体像や，様々な生き物の不
思議を探り，更に，人間と自然との関わ
りを見つめる。
　海岸線から山頂部まで，屋久島の多様
で貴重な自然生態系が，私たちに様々な
ことを語りかけ教えてくれる。

H14 20 中・高・成
人

34095 地球をまわる水の旅　

～限りある水のはなし～

　ある少女がキャラクター「ドクトルな
ーる」と共に「水の大切さ」を知るため
地球をまわる水の旅にでる。そこで，地
球規模や生活の場での水の循環システム
，水質の安全性，水の安定供給の確保，
さらに，節水の大切さなどをわかりやす
く解説し，限りある水という資源を大切
に使うことを紹介する。

H15 15 小（中・高）

34096 手をつなぐ海と森 　海の生物や安全な魚を生み出す海をつ
くるには，森林資源の機能を喪失した山
々を豊かにし，自然環境を守ることが大
切である。　　　　　　　　　　　　　 
   ここでは，秋田県南部の漁協象潟支部
を中心としたメンバーが，漁業に携わる
人たちをはじめ，地域ぐるみで毎年ブナ
の植樹に取り組んでいる活動を紹介する
。

H15 17 小・中
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34097 アグリンの農林水産ワー
ルド
森と海の役割ってなあに
？

　森と海は食料の生産だけでなく，私た
ちの環境を守ってくれている。
　このビデオは，地球の温暖化を抑制す
る森と海のはたらきを中心に，その多様
な機能を紹介し，環境を守っていくこと
が，いかに大切か気づかせる。
　ここでは，兄妹とアグリンが登場し，
環境を守るために自分たちにできること
は何かを考える。

H15 13 小・中

34098 国土の環境を守るシリー
ズ
よみがえった環境

－公害をのりこえた北九
州－

　製鉄所や工場の煙でかっては空も海も
汚れていた北九州市。今では蛍が飛んだ
り，１００種類以上の魚が海に回復。
　環境をとりもどすために立ち上がった
市民運動や役所，企業などの努力や工夫
を紹介する。

H15 15 小（高）

34099 資源の利用 　豊かで，便利な社会をつくりだした一
方で，資源が合理的に利用されずに，一
般ゴミ，産業廃棄物などによる生活環境
が脅かされている。
　ここでは，現在の環境問題，新しいエ
ネルギー資源，資源の再利用のあり方に
ついて説明している。

H15 17 小（高）

34100 地球と環境２１
１巻：美しい地球は今

－２１世紀の地球環境問
題－

　２１世紀に突入し，大きな変革期を迎
えた地球の環境問題を， 新の事例と映
像によって新たな視点から構成する。
　２０世紀の環境諸問題を反省し，２１
世紀の地球環境を守るために何をしてい
くべきなのか，自然破壊と大気汚染を取
りあげ考える。　　　　　　　　　　　 
  総合学習の環境問題として 適。

H15 30 小（中・高）

34101 森の“聞き書き甲子園”

－名手・名人に学ぶ－

　時代と共に，私たちのまわりから森と
関わる生業や知恵・技などが失われてき
ている。
　この作品は，高校生が森や山に優れた
技や知見をもつ名手・名人を取材して，
その言葉を文字に残し記録したものを森
の“聞き書き甲子園”と名付けそれを紹
介したものである。
　

H15 22 高・成人

34102 森を創る

森の名手・名人

①木の国・日本　古くから日本人は森と
　関わり，多種多様な木の特性を知り，
　用途に従って樹種を選択し様々な道具
　を作り出してきた。
②山林保全の必要性を説いた熊沢蕃山。
③檜を育てた木曽林業。豊臣秀吉から現
　代までの林業の歩み。
④森に関わる名手・名人紹介している。
　北山杉の枝打ち「松本富三」伐木・運
　材「久保田喜助」家具職人「増野繁治
　」
⑤現在，林業に夢を抱き林業になる若い
　人材を紹介している。

H17 32 小（高）・中
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

環境教育

34103 どくとる・な～ると考える　
森林の大切さ

～地球に優しい木の役
割～

　木は地球環境にに優しい。プラスチッ
クは石油などの沢山のエネルギーを使っ
ている日本の森林の４割は人工林。林業
では良質の木材を作るために間伐をして
手入れをする。すると木の下に下生えの
草が生えてきて，雨などを吸収し自然の
ダムを作る。手入れの行き届いてない山
では地面がむき出しになって雨で養分が
流される。森林の杉，檜はＣＯ２多量に
吸収しＣＯ２の自然貯蔵庫になり地球温
暖化防止に役立っている。それに木は沢
山の使い道があるんだ。

H17 16 中

34104 ぼくらのごみゼロ大作戦

リデュース・リュース・リサ
イクル

　ゴミの問題を入り口にして，生活に密
接に関わっている「環境問題」を考える
ことを狙っている。資源ごみのリサイク
ルや，リデュース，リユースに触れ，「
資源環境型」の考え方をわかりやすく解
説している。また，学校や身近なリサイ
クル活動に取り組んでいる団体を取材し
，生徒の学習活動の手がかりとなるよう
な事例として取り上げている。

H17 18 中
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

学校教育・その他

35001 おかあさんの木 　戦場に七人の息子を送り出した母親は
彼等が手柄を立て無事に帰って来るのを
祈っている。
　大川悦生原作の同名著書のアニメ化。
子を思う母の愛について考えさせる作品
である。

H3 22 小

35002 かよこ桜の咲く日 　ポーランドのワルシャワの女子大生，
ヨアンと長崎で被爆，当時女子高生だっ
た娘をなくし。娘の追憶に浸る老母との
心の通い合いを感動的に描くドキュメン
ト作品。

H3 40 小・中

35003 人間をかえせ 　１０フィート映画運動三部作のうち第
一作。広島・長崎に投下された原爆のキ
ノコ雲。原爆投下後，米軍戦略調査団が
撮影した広島・長崎市街地のようす。
　被爆者の姿など当時の惨状を再現。原
爆の恐ろしさ，悲惨さを具体的に表現し
たものである。

S61 20 小（中・
高）・
中・成人

35004 予言 　１０フィート映画運動三部作のうち第
二作。米国国立文書館から購入した，戦
略爆弾調査団の８万５０００フィートの
フィルムの他，ネバタの原爆実験。
　核兵器の威力テストの記録フィルムに
原爆症に苦しむ被爆者の現状を較差させ
て構成されている。

S61 42 中・高

35005 歴史

－核狂乱の時代－

　１０フィート映画運動 終作品。
　原爆製造マンハッタン計画を紹介しつ
つ，第２次大戦からベトナム戦争を経て
今日のＭＸ，バージングＨ，ＳＳ２０の
配備の実態をえぐり，同時にＨ・米・南
太平洋の被爆者の苦しみ，怒り，そして
行動を描きだしている。

S61 116 中・高

35006 てんびんの歌 　近江商人として，商人の心構えを培っ
た少年時代の物語。
　大作は小学校を卒業した次の日から鍋
蓋を売りに出される。売りたい一心で知
人や親戚を回るが売れない。甘え心を去
り売った人の苦労に思い至り，一度はこ
わしそうとした鍋蓋の傍らの鍋を洗った
とき，３ヶ月にしてはじめて買ってもら
うことができた。
　商いの道の厳しさと「売り手と買い手
の心が一つになる」ことの意味をはじめ
て知る。
　当人の自覚を待つ回りの人々の厳しさ
と暖かさに心打たれる作品である。

H3 90 小・中・
成人

35007 黒潮の流れる島で

－畏敬の年－

　親友だと思っていた友に裏切られ，落
ち込んでいた少年が，父の故郷を訪れ，
三宅島の大自然に感化され，強くたくま
しく生きる勇気を吹き込まれて行く姿を
描いている。

H3 21 中
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35008 シートン動物記①

セット　
・チビ犬チンク　
・タラク山の熊王

〇チビ犬チンク
・山男のビリーは，子犬のチンクに“テ
　ントの見張り”を言いつけて山を降り
　る。そこへ，食料を狙ってコヨーテが
　忍びよってきた…。　　　（２４分）
〇タラク山の熊王
・飼っていた小熊を手放してから，猟を
　やめていたランは，牛やひつじを襲う
　タラク山の熊王を撃ち取ってほしいと
　頼まれる…。　　　　　　（２４分）

H4 48 幼・小

35009 シートン動物記②

セット　
・少年とオオヤマネコ
・ぎざ耳のうさぎ

〇少年とオオヤマネコ
・熱病のため働くことの出来ない少年が
　いる山小屋に，オオヤマネコが食べ物
　を求めて襲ってきた。少年たちは必死
　に戦うが…。　　　　　　（２４分）
〇ぎざ耳のうさぎ
・ギザ耳と呼ばれるうさぎの坊やは母う
　さぎに敵から身を守ること，食べもの
　を探すことを教わる。ところがある日
　…。　　　　　　　　　　（２４分）

H4 48 幼・小

35010 シートン動物記③

セット　
・伝書鳩アルノー
・だく足の野生馬

〇伝書鳩アルノー
・優秀な伝書鳩アルノーは飼い主の待つ
　故郷の巣めがけて飛び続ける。が，そ
　の行く手には恐ろしい危険が待ちかま
　えていた…。　　　　　　（２４分）
〇だく足の野生馬
・野生馬である黒馬は，得意のだく足走
　りで自由な生活をしていた。その足に
　見せられたカウボーイは，黒馬を捕ま
　えようとするか゛…。　　（２４分）

H4 48 幼・小

35011 シートン動物記④

セット　
・イノシシの
　あぶく坊や
・峰の王者羊の
　クラッグ

〇イノシシのあぶく坊や
・リゼットの森の中で，口の回りをあぶ
　くだらけにしたイノシシの赤ん坊を見
　つける。あぶく坊やと名付けて飼うこ
　とにするが…。　　　　　（２４分）
〇峰の王者羊のクラッグ
・見事な角を持つ狼の子供は少年ジムに
　かわいがられる。が，ある日ジムが高
　熱を出して急死する。残された狼は山
　に帰ろうともせずに…。　（２４分）

H4 48 幼・小

35012 シートン動物記⑤

セット　　
・ウィニペグの狼
・サンドヒルの
　雄ジカ

〇ウィニペグの狼
・猟で捕まった狼の子供は少年ジムにか
　わいがられる。が，ある日ジムが高熱
　を出して急死する。残された狼は山に
　帰ろうともせずに…　　   （２４分）
〇サンドヒルの雄ジカ
・若い猟師は枯れ枝のような大きい角を
　持つ雄ジカに出会う。そのあまりにも
　気高い姿と澄んだ瞳を見たとき，ヤン
　は…。               　　　　 （２４分）

H4 48 幼・小
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35013 シートン動物記⑥

セット　　
・狼王ロボ
（前編・後編）

〇狼王ロボ（前編)
・カランポー平野に君臨する狼王ロボは
　見事な知恵で人間を翻弄していた。困
　った牧場主は，ロボを捕らえるために
　シートンを呼ぶ…。　　　（２４分）
〇狼王ロボ（後編）
・狼王ロボとシートンの知恵比べが続く
　中，雌狼ブランクがシートンの罠にか
　かる。愛する妻ブランカを奪われ，動
　揺したロボは…｡　　　　 （２４分）

H4 48 幼・小

35014 シートン動物記⑦

セット　
・裏町の野良猫
・小さな軍馬ウサギ

○裏町の野良猫
・裕福な家で飼われることになった野良
　猫のキティ。飼い主は親切だったが，
　キティは幸せを感じない。そこで故郷
　の裏町へ帰るが…。　　　（２４分）
○小さな軍馬ウサギ
・捕らわれたジャックウサギは早く走る
　その姿から，小さな軍馬と呼ばれてい
　た。ウサギ狩り競争でも，犬との戦い
　にも何度も勝ったが…。　（２４分）

H4 48 幼・小

35015 シートン動物記⑧

セット　
・きつね犬ワリー
・赤えりウズラの冒険

○きつね犬ワリー
・羊の番犬ワリーは，主人の帰りを波止
　場で毎日待ち続けていた。ある日，ワ
　リーは懐かしい主人のにおいがする旅
　人に出会うが…。　　　　（２４分）
○赤えりウズラの冒険
・赤い赤銅色のえり羽根を持つ。ドン谷
　の赤えりウズラ。そんな赤えりにも厳
　しく過酷な自然が待っていた…｡
　　　　　　　　　　　　　（２４分）

H4 48 幼・小

35016 シートン動物記⑨

セット　
・白いトナカイ
　の伝説
・りっぱになった
　犬ビリー

○白いトナカイの伝説
・群のリーダー，白いトナカイは，ある
　老人のもとで暮らすことになった。ソ
　リの調教を受け，様々なレースで優勝
　したが…｡　　　　　　　（２４分）
○りっぱになった犬ビリー
・猟犬の血統を引く犬ビリー。しかし猟
　をするでもなく毎日いたずらばかり。
　ある日，巨大な灰色熊がビリーの前に
　出現した…｡　　　　　　（２４分）

H4 48 幼・小

35017 シートン動物記⑩

セット　　
・名犬ビンゴ
・キルダー川の
　あらいぐま

○名犬ビンゴ
・シートンが若い頃飼っていた，いたず
　ら好きな犬ビンゴ。成長するにつれ，
　ビンゴは狼のような自由な生活を好む
　ようになる…｡　　　　　（２４分）
○キルダー川のあらいぐま
・あらいぐまの子供ウェイヤッチはワン
　パク坊や。お母さんの言いつけを破っ
　たせいで，人間につかまってしまうが
　…｡　　　　　　　　　　（２４分）

H4 48 幼・小
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35018 シートン動物記⑪

セット　　
・カラスの隊長
　シルバースポット
・暴れ猿ジニー

○カラスの隊長シルバースポット
・シルバースポットは，カラスの大群を
　率いるリーダーだ。頭がよく，若いカ
　ラスの教育にも立派な役目を果たして
　いたが…｡　　　　　　　（２４分）
○暴れ猿ジニー
・移動動物園に送られて来た暴れん猿ジ
　ニー。飼育係のボナミーは懸命な努力
　を続けるが，ジニーは心をは開こうと
　しない…｡　　　　　　　（２４分）

H4 48 幼・小

35019 シートン動物記⑫

セット　
・灰色熊のワープ
　の一生
（前編・後編）

○灰色熊のワープの一生（前編）
・母熊が愛情深く，育てられた４頭の小
　熊がいた。が，この熊の家族は人間に
　襲われる。家族を失い，１頭だけ残さ
　れた小熊のワープは…｡　 （２４分）
○灰色熊のワープの一生（後編）
・母熊や兄弟の分まで一生懸命生きよう
　とするワ－プ。体も大きくなり，厳し
　い自然や人間と戦い，無敵な森の王者
　となるが…。　　　　　　（２４分）

H4 48 幼・小

35020 にんぎょうげき

①かさじぞう

　雪に埋もれたお地蔵さんに売り物の笠
をかぶせてあげたおじさん。するとその
夜，おじさんの家に…。寒い雪の日の，
心温まる物語。

H4 15 幼・小

35021 にんぎょうげき

②牛方と山んば

　峠で山んばにでくわしてしまった牛方
が，必死で逃げたすえにたどりついた先
は何と山んばの家だった。いったいどう
すればいいのだろう。

H4 15 幼・小

35022 にんぎょうげき

③つがにの恩がえし

　いじめられていたつがにを助けだ娘が
大蛇へのいけにえに選ばれてしまう。い
よいよ大蛇が現れたそのとき…。心優し
い娘とつがにの感動の物語。

H4 15 幼・小

35023 にんぎょうげき

④みにくい
　あひるの子

　１羽だけ姿が違い，皆にいじめられて
いたあひるの子。冬が過ぎ，やがて春が
来ると…。子どもたちに夢と希望を与え
る，アンデルセンの名作。

H4 15 幼・小

35024 にんぎょうげき

⑤おおかみと
　七ひきの子やぎ

　お母さんやぎの留守中におおかみに食
べられてしまった子やぎたち。ただ一匹
生き残った子やぎとお母さんが力を合わ
せ，子やぎたちを助け出す。

H4 15 幼・小

35025 たぬきの糸車 　昔，山奥に樵の夫婦が，住んでいまし
た。ある晩のことおかみさんが糸車を回
していると，たぬきが破れ障子からこち
らをのぞいています。月あかりで障子に
たぬきの陰がうつりました。
　樵のおかみさんとたぬきの間にめばえ
た，人間と動物のほのぼのとした心の交
流を描いた岸なみ作の童話を忠実にアニ
メ化している。

H4 11 幼・小

35026 わらぐつの
中の神様

　新潟県高田を舞台にした杉みき子の名
作をアニメ化。
　原作のみずみずしい表現を生かしなが
ら雪国独特の風俗も忠実に映像化した。

H4 22 小（高）
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35027 やまなし 　宮沢賢治の童話やはなしを影絵アニメ
ーションによって描いた幼想的な作品。
　２匹のカニの子どもが見た，小さな谷
川の四季が美しい。

H4 15 小（高）

35028 走れメロス 　友のために自分の命のことも忘れ必死
に走るメロス。
　現代社会に「友情・信頼・約束」とい
うキーワードを投げかける。

H5 106 小（高）
・中

35029 ホシガリ姫の冒険 　なんでもほしがる，わがままなカトリ
ーヌ姫が，こらしめに魔法にかけられて
お城を追い出され，苦労の後にお金や物
を大切にあつかう，堅実な子供になって
いく姿を描く。

H6 20 小

35030 ニルスの
ふしぎな旅より

・わんぱくニルス

　ニルスは，わんぱくで勉強も家事の手
伝いも大嫌い。家畜を追いまわしてはい
じめている。
　妖精と約束との約束を破ったために，
ニルスは，妖精の魔法の力で小さくされ
てしまう。

H6 29 幼・小

35031 ニルスの
ふしぎな旅より

・がちょうに乗って

　夜，湖で眠るガンの群れをキツネのレ
ックスが襲った。ニルスは力いっぱい戦
い，ガンの群れを助ける。
　ガチョウのモルテンはニルスの中にや
さしさをもちあわせていることを知る。

H6 29 幼・小

35032 ニルスの
ふしぎな旅より

・ツルの舞踏会

　年に一度，動物たちの春を迎える舞踏
会が開かれニルスも参加する。
　この日ばかりは，強い動物も弱い動物
も一緒に楽しむ。キツネのレックスが掟
を破って，ガンを襲う。

H6 29 幼・小

35033 ニルスの
ふしぎな旅より

・月夜に浮かぶ
　幻の街

　月夜に浜辺を散歩するニルスは，海上
に浮かび上がった不思議な街に入る。
　ニルスの心掛けが悪かったばかりに，
その現象的な街も人びとも再び海底深く
沈んでしまう。

H6 29 幼・小

35034 ニルスの
ふしぎな旅より

・お天気魔女の
　いたずら

　お天気魔女の気まぐれで急に強い風が
吹きあれる。氷の張った湖の上を渡る二
人の子どもに危険が迫る。
　ニルスはモルテンに乗って空から道案
内をして子どもたちを助ける。

H6 29 幼・小

35035 ニルスの
ふしぎな旅より

・空からの救えん隊

　屋根裏部屋で勉強していた大学生は，
ニルスの身の上におこったできごとを熱
心に聞いてくれた。
　書きためた小説の原稿が吹き散らかさ
れてしまったので，鳥たちは探しはじめ
る。

H4 29 幼・小

35036 ニルスの
ふしぎな旅より

・街角でうたうニルス

　鉄砲で狙われているニルスは海に落ち
てしまった。ガンたちはどうすることも
できない，漁師に拾われて見せものにさ
れたニルスは，歌も踊りもできない。こ
っそりにげだす。

H6 29 幼・小

VTR-269



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

学校教育・その他

35037 ニルスの
ふしぎな旅より

・捕われのオオワシ

　別れてしまったアッカの群れを探して
動物園へもぐりこんたニルスは，ワシの
ゴルゴを金網から助け出した。
　ゴルゴはヒナのときにアッカに育てて
もらった気の弱い大ワシだ。

H6 29 幼・小

35038 ニルスの
ふしぎな旅より

・太陽と
　氷の精の戦い

　北の果ての国ラプランドの雪と氷の山
に太陽が向かっていく。
　木や草や鳥や動物たちも加わって，ふ
しぎなパレードが丘をこえ，谷を渡って
進む。ニルスの旅は冒険がいっぱい。

H6 29 幼・小

35039 ニルスの
ふしぎな旅より

・しんまいパパの
　モルテン

　鳥たちの憧れの国ラプランドの短い夏
の間に鳥たちはせっせと巣を作って卵を
生む。
　かわいいヒナが誕生して，パパやママ
になったガンたちは大喜び。ニルスもい
っしょに遊ぶ。

H6 29 幼・小

35040 ニルスの
ふしぎな旅より

・あとを追わないで
　“ゴルゴ”

　雪がちらついてくると，渡り鳥たちは
南へ向かって旅を始める。
　仲よしになったゴルゴと別れるのは辛
くて悲しい。けれど，いつまでも甘えて
はいけないゴルゴ，さようなら。

H6 29 幼・小

35041 ニルスの
ふしぎな旅より

・ニルスの子守

　山の中で迷子になった赤ん坊を放って
おく訳にいかずにお守りをするニルスた
ち。
　さんざん振り廻されて，ようやく羊飼
いのお兄さんの手に戻すことができて，
へとへとになる。

H6 29 幼・小

35042 ヒロシマ
・母たちの祈り

　広島の原爆被害の実相とその後の歩み
を，その中で生きぬいてきた母の目から
描いた作品。原爆を生きぬいてきたすべ
ての母たち，それを見守り続けたヒロシ
マの山河。
　それらの広い意味での「母」たちの声
で綴られている。怒り，悲しみ，叫び行
動した「母」の祈りがあふれている。

H6 30 中

35043 小さな証言者たち 　ポーランドに侵入したナチスの暴威の
歴史を，その当時の子どもが描いた絵に
よって振り返っていく。
　ポーランド教育省によって分類された
画集の一部が，子どもの声で解説されな
がら映し出される。解説は必要 小限に
おさえられ，それが逆に見る側の心に訴
えかける。

H6 20 中

35044 ヒロシマに
一番電車が走った

　原爆投下のわずか３日後，ヒロシマの
街に路面電車が走り出した。
　「地獄に電車は走らん。だからこそ電
車を走らせる。ここは地獄じゃないこと
を，皆に知らせて欲しいんじゃ。」…こ
の言葉を胸に，車掌を努める１５才の少
女は，傷つきながらも，生き残った人々
のために，電車に乗り込んだ。
　“平和”という言葉は憧れでしかなか
ったのです。そんな時代があったことを
すべてのこどもたちに知ってほしい。

H6 30 小（高）
・中
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35045 愛華ちゃんの地球 　小学校６年生の少女，坪田愛華（１２
才）が全校で取り組んでいる環境問題の
自由研究を素晴らしい環境マンガにまと
め上げた。
　それが新聞に紹介され大反響を呼び，
ついに国連や「グローバル５００」とい
う賞まで受けた…この作品は，遺作とな
ってしまったその「地球の秘密」を，彼
女が作り出すまでの短い生涯を描いた感
動的なアニメーションである。

H6 33 小・中

35046 わすれるもんか！ 　クリスマスイブに開かれた目の不自由
な正彦のギター演奏会に集まった満員の
聴衆を感動させたものは…。
　幼稚園の元先生や元番長の健治…たち
が奏でる心温まる物語である。

H6 40 小

35047 ひとつの花 　小学校四年生国語の教科書に載ってい
る，今西祐行原作のアニメ化したもので
ある。
　昭和１９年夏，日本は太平洋戦争で食
べ物も不足していた。おなかをすかして
オニギリをねだる幼い我が子に，父はコ
スモスの花を一つ手渡して出征して行く
…。平和の尊さを訴えている。

H7 23 小

35048 チョコレート戦争 　《大石真原作の『チョコレート戦争』
の映画化》
　ショーウィンドーに，大きなチョコレ
ートの城をドーンと飾るケーキ屋は，子
どもたちみんなのあこがれだった。
　ところがある日，パシッとするどい音
をたてて，突然ショーウィンドーが割れ
た。ちょうどそこにいた二人の子どもが
犯人にされていまう。大人たちとの戦い
は，いま開始された。

H7 41 小

35049 はだしのゲン№１ 　昭和２０年８月６日，ヒロシマ，原爆
の光に焼かれた一人の少年ゲンの生き方
を通して戦争の悲しさ，恐ろしさや原爆
の悲惨さを訴えている。

H7 85 小

35050 はだしのゲン№２ 　昭和２０年８月６日，ヒロシマ，原爆
の光に焼かれた一人の少年ゲンの生き方
を通して戦争の悲しさ，恐ろしさや原爆
の悲惨さを訴えている。

H7 90 小

35051 ヒロシマのピカ 　絵本『ひろしまのピカ』のビデオ化。
　原爆の図の世界的作家，丸木俊さんの
絵，文をそのまま使ってのビデオ。平和
の尊さを考えさせられる。

H7 25 小（低
・中）

35052 クロがいた夏 　戦争という時代のなかで子猫の命を守
るために，力をあわせる子どもたちと家
族がいた。しかし，その生命を一瞬にし
て原爆が奪いさった。子どもの心に，平
和の尊さと被爆の体験を「クロ」を通し
てつたえている。

H8 80 小
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35053 初めて戦争を知った
若者たちの旅

三線（さんしん）に
「平和への祈り」
をきく

　戦争を知らない若者たちがさまざまな
戦争体験者へのアプローチと現地取材に
より初めて沖縄戦の実態を知る。作家立
松和平と平和について考えたドキュメン
トである。
　本土と違う文化をもつ沖縄，そこに残
された戦争の爪痕，濠の中の人骨。

H10 43 中

35054 はとよ
・ひろしまの空を

　太平洋戦争末期。家族とかわいがって
くれた飼い主の少年を原子爆弾で亡くし
一羽残されためすの小鳩は，やがてやさ
しいおす鳩に出会い，愛の巣をつくり共
に卵をかえそうとする。
　焼け野原となった町を必死で生き抜こ
うとした鳩の姿を通して，あらためて，
「命」とは，「平和」とは何かを問いか
ける。　　

H11 21 小　

35055 手塚治虫の世界
第１巻「鉄腕アトム」
の発見

　漫画の神様，手塚治虫はマンガ家であ
ると同時に思想家でもあった。ストーリ
ーマンガを確立し，メディアとしてのマ
ンガを芸術的なレベルまで引き上げたこ
とと，そのメッセージ性である。
　このビデオは，手塚キャラクター中，

大のヒーロー「鉄腕アトム」を手がか
りに，手塚治虫の生い立ち，その後の漫
画界への影響などを交え，手塚の魅力を
様々な方面から紹介している。

H12 41 中・高

35056 手塚治虫の世界
第２巻「火の鳥」
の発見

　漫画の神様，手塚治虫はマンガ家であ
ると同時に思想家でもあった。ストーリ
ーマンガを確立し，メディアとしてのマ
ンガを芸術的なレベルまで引き上げたこ
とと，そのメッセージ性である。
　壮大なスケールと深い精神力を持つ手
塚治虫のライフワーク「火の鳥」。この
作品を中心に手塚治虫独自の歴史観や死
生観を紹介している。

H12 41 中・高

35057 手塚治虫の世界
第３巻「ブラック
ジャック」の発見

　漫画の神様，手塚治虫はマンガ家であ
ると同時に思想家でもあった。ストーリ
ーマンガを確立し，メディアとしてのマ
ンガを芸術的なレベルまで引き上げたこ
とと，そのメッセージ性である。
　人間の生と死を凝視した傑作「ブラッ
ク・ジャック」を中心としながら，充実
した円熟期の作品群を通して，手塚マン
ガが一貫して伝えてきたメッセージにつ
いて考える。

H12 41 中・高

35058 知らんぷりの目 　それが，みんなに迷惑をかける行為だ
とわかっていても，注意する勇気がなく
つい“知らんぷり”をしてしまう例を，
私たちの身の回りでよく見かける。
　ある日の電車内で，酔っ払いが酒瓶を
投げ捨てたり，床にガムを吐き出したま
まにしたりしているのに，係わりたくな
いと“知らんぷり”を決め込んでしまう
周囲の乗客の姿をアニメーション技法で
克明に，生き生きと描き出している。

H12 18 小・
親
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35059 地球の風ぐるま

ヒロシマ・ナガサキに学
ぶ

　戦後５０年近くたった今でも，広島，
長崎の被爆の後遺症で苦しみ，亡くなる
人が後を絶たない。戦争とは，核戦争と
は，そんなに恐ろしいものだ。
　ここでは，広島，長崎に原爆が投下さ
れた当時の子どもたちの証言を通して，
はじめて子どもの目線でとらえた被爆の
実相を伝える。
　

H14 32 小（高）・中
・高

35060 ほむらいろの空

明日への伝言

　毎年，８月１日,富山県の神通川の河川
敷で花火大会がある。今，平和な日々を
送っている私達。しかし，今から６０年
前の１９４５年８月２日に当時富山の人
達には忘れてはならない悲しみの日でも
あった。その日，米軍の富山大空襲があ
り，たくさんの死傷者がでたからです。
前野トキコさんは，その空襲で３歳の時
母を失い，ふれたくない重い沈黙を破っ
て当時の事を絵本に表し出版され，今で
は「戦を語りつぐ会」のメンバーとして
，風化させてはならないことを，次の世
代に伝えられ，富山市内の小学校で活躍
せれています。

H16 25 小

35061 明日への伝言
　　　　　　　雨にぬれた碑

　高松空襲から５８年が経ち，遺族の待
ち望んだ慰霊碑が完成した。戦災の悲惨
な記憶も風化しつつある今日，この「明
日への伝言」が語り部となり，特に若い
世代が戦争の悲惨さや平和の尊さについ
て考えるきっかけになることを願って制
作されたものである。　　　　　　　　 
  「平和教育」や「総合的学習」の教材
として活用できる。

H16 23 小･中･高

35062 ＣＨＡＮＧＥ！

－新しい学習指導要領
で変わるもの－

　平成１４年度から施行された新学習指
導要領の趣旨を解説したものである。
　教育内容の厳選，新しく創設された「
総合的な学習の時間」，地域と学校との
連携などについて解説し子どもたちの「
生きる力」を育むために家庭・地域社会
と学校の関わり方について紹介する。

H15 22 教師

35063 明日への伝言　祈りかさ
ねて

神戸60年目の記憶

　神戸市内に大輪田橋という大正時代に
作られた石橋がある。その近くの薬仙寺
で，２００５年（平成１７年）３４年ぶ
りに神戸大空襲で犠牲になった人々を供
養しようと合同慰霊祭があった。
　中心になったのは，遺族の中田政子氏
である。いま風化しつつある戦争の愚か
さと怖さを今の人々に伝えようと立ち上
げた。このほかにも戦跡ウオーク等も計
画され多くの方が参加した。

Ｈ17 30 小・中
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35064 戦後60年　日韓併合へ
の道

　朝鮮通信使，雲楊号事件，江華条約，
日清，日露戦争，閔妃暗殺，朝鮮総監府
から総督府へ，その間の甲午農民戦争や
安重根による伊藤博文暗殺。そして併合
後の３・１万歳運動を契機とする抗日戦
争の過程などを現存する遺跡，資料映像
及び証言などを交えながら，歴史的事実
とその背景を明らかにしていく。東学記
念館，安重根記念館，西大門独立公園の
監獄跡など，普段我々がめったに見られ
ない貴重な映像も収録してある。日本人
があまり知らない歴史である。

Ｈ17 30 小（高）・中

35065 戦後60年　太平洋戦争
への道　中国大陸侵略

　世界大恐慌，それに付随して日本も大
不況へ。そこで軍部は資源の豊かな中国
大陸への進出に打開策を見いだそうとす
る。泥沼化する日中戦争，高まる軍国主
義や社会不安，そしてついに日本の国際
的孤立。なぜ日本は戦争に突入していっ
たのか。ニュースフイルムや，歴史の証
言者達の声でその答えを追う。日本の若
者や子どもたちは日本軍が行った南京大
虐殺や，満州事変を知らなければならな
い。このような歴史認識のなさが未だに
，日韓，日中の友好関係に水を差してい
ることを知ったうえで未来の本当の友好
善隣関係を結ばなければならない。

Ｈ17 30 小（高）・中

35066 戦後60年　太平洋戦争と
アジア

　日中・太平洋戦争の本質と軍国主義の
行動を正しく後世に伝えることは近隣ア
ジア諸国と政府との了解事項になってい
る。マレーシアの中国人虐殺で生き残っ
た人々，元日本兵の証言，アメリカ側の
記録フイルムから太平洋戦争が何であっ
たかを考え，平和教育の貴重な教材とし
たい。日本軍の目的は長引く日中戦争を
打開すべく南方に戦線を移し，皇軍の名
の下に東南アジアの資源と労働力の収奪
であった。この戦争は風化させてはなら
ない記録だ。

H17 29 小（高）・中

35067 戦後60年　太平洋戦争と
沖縄

　目を覆わんばかりの様々な戦場での体
験を生き残った人々が語っている。現在
の沖縄の姿からは，かって地獄の戦場が
あったとは信じられない。昭和１６年日
本軍はハワイ真珠湾攻撃とマレー半島に
進攻し太平洋戦争を始めた。初めこそ勝
ち戦だったが物量に勝る米軍の参戦に及
んで，日本軍は敗戦を重ね，ついに沖縄
を日本の防波堤と位置づけ闘い続けたが
，それには沖縄の民間人を巻き込んだ悲
惨な結果に終わった。私たちは決してこ
の歴史の真実から目を背けてはならない
無謀な戦争だった。

Ｈ17 35 小（高）・中
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35068 21世紀に遺しておきたい
語り部シリーズ　オキナ
ワ

    太平洋戦争で，民間人を巻き添えに激
戦地となったオキナワ。その悲惨な戦争
を経験した生存者の貴重な経験が生々し
く語られている。学童疎開船対馬丸の生
存者，鉄血勤王隊の生存者，ひめゆり学
徒隊の生存者が，それぞれの過酷な体験
を語っている。

Ｈ17 60 小（高）・中

35069 明日への伝言
　　　　　　　イタンキ浜の
夏

～室蘭・艦砲射撃の爪痕
～

　どれだけ時間が経っても，消えない記
憶がある。これは，室蘭市の受けた艦砲
射撃の被害を題材として，戦災の記憶を
平和の祈りとして明日へと伝えるもので
す。戦後６１年が経ち，特に若い世代が
戦争の悲惨さや平和の尊さを考えるきっ
かけとなることを願って制作されました
。

H18 25 小・中・高

35070 明日への伝言
　　　　　　　ふるさと・平
和への調べ

鹿児島忘れがたき空襲
の記憶

　戦後６０余年が経過し，戦火を直接体
験した方々の高齢化，戦火に関する資料
の散逸が進んでいる。これは，８回もの
大きな空襲を受け，壊滅的な被害を受け
た鹿児島市。降り注ぐ焼夷弾の雨。炎に
つつまれ，市内のほとんどが焼け野原と
なり，数多くの一般市民の命が奪われた
。戦災の記憶を語り部となり，若い世代
に伝える人々の姿を通して，平和の尊さ
を考えるきっかけになることを願い制作
されました。

H19 30 成人

35071 ２１世紀に遺しておきた
い語り部シリーズ

ヒロシマ

　昭和２０年８月６日爆心地より1.3㎞
～1.5㎞のところで被爆した３名の方が
ご自身の体験を語ります。　　　　　　 
  碑めぐりで原爆ドーム，原爆の子の像
，韓国人原爆犠牲者慰霊碑の紹介。修学
旅行でヒロシマを訪れた中学生に対して
，被爆体験を語る。被爆体験の聞き取り
調査を続けている中学校社会問題研究部
員たちへ被爆体験を語る。この３部で構
成されている。

H19 70 小・中・高・
成人

35072 ２１世紀に遺しておきた
い語り部シリーズ

特攻の町知覧

　多くの青年たちが，特攻で命を失った
。この悲劇を生き残った人々が，熱く平
和を訴える。映画「ホタル」の主人公の
モデルとなった，元特攻隊員の証言，特
攻兵として出撃した兄を見送った時の悲
しみなど，慟哭の証言が胸を打つ。

Ｈ19 90 小・中・高・
成人

35073 火の雨がふる   この作品は，福岡空襲の記録集「火の
雨が降った」をベースに，平和の尊さを
伝えるために製作された。どのような楽
しいことも，今や空気のように当たり前
のものと思われている「平和」という土
台の上に乗って初めて成り立っていると
いうことを子どもたちに伝えることがで
きる作品である。また，博多の子どもた
ちを声の出演に加える等，博多の情緒あ
ふれる風情を余すところなく表現してい
る。

H20 80 小
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

学校教育・その他

35074 おこりじぞう   昭和20年，広島の町に原子爆弾が落と
され，約14万人が死に，町は跡形もなく
焼け野原となった。それから数年後の広
島の町に「おこりじぞう」と呼ばれる，
首と胴体がつながっていないお地蔵さん
が立っていた。この首は一体どうなった
のだろうか？そして，なぜ怒った顔をし
ているのだろうか？この映画は，山口勇
子さんが書いたお話をもとに人形アニメ
ーションにしたものである。

H20 27 小

35075 ちいちゃんのかげおくり   戦争が奪った女の子の命，その悲しさ
を描いている。墓参りの後のかげおくり
，炎の渦の中を逃げまどう母子，防空壕
の中で眠るちいちゃん。叙述に沿って，
美しくしっかりと映像化したこのビデオ
は，場面の様子や人物の心情を読み取る
のに手助けになる。臨場感あふれるナレ
ーションも，作品の世界に引き込んでい
く。ちいちゃんの家族と悲惨な運命。子
どもたちは，原作から感じ取ったイメー
ジを一層具体的なものとして深い感動に
浸ることができる。

H20 14 小

35076 明日への伝言　平成20
年度版　語りつぐ炎の記
憶

私がセーラー服を着てい
た頃この町は焼け野原
になった

　戦後63年が経過し、戦争の悲惨な記憶
も風化しつつある現在、五つの空襲（青
森空襲・富山空襲・高松空襲・神戸空襲
・東京大空襲）を通して、戦争の惨禍や
空襲の悲惨な体験、また、平和の尊さを
次世代に伝えるために制作されている。

H20 30 小・中・高・
成人

35077 少年Ｈが見た戦争 　少年Ｈの目に映った戦争の記録を追っ
たベストセラー「少年Ｈ」を題材に，よ
り児童・生徒の目線に近いところから見
た戦争体験をアニメーションで伝えてい
る。授業で家庭で，子どもたちと「戦争
とは何か？」を考えさせることができる
。

H21 30 小
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

幼児教育

36001 せんせい，せんせい

－３歳児の世界－

　保育－ある幼稚園の集団生活の中で，
３歳児と先生との様子をありのままにと
らえ，３歳児保育にあたり，子供たちの
自然のままの姿の中で指導者としてどう
かかわりあっていくべきか示している。

H3 21 教師
指導者

36002 幼児とのかかわりを
考えるⅣ

－新しい生活が
　はじまって－

　新しく幼稚園の教師になった人が，自
分自身の幼児とのかかわりを振り返り，
どうすればよいかを自分で探るためのて
がかりとなるように編集されている。
　幼稚園生活をはじめたばかりの３歳児
と新任教師との様々なかかわりが取り上
げられている。園生活の中で偶発的に起
こった出来事が，それぞれの場面で取り
上げられている。

H7 20 教師・
指導者

36003 幼児とのかかわりを
考えるＶ

－せんせい，見てて－

　幼稚園の新規採用教員研修の資料とし
て，文部省幼稚園課が慣習に当たり構成
されている。
　幼稚園生活をはじめたばかりの４歳児
の新任教師とのかかわりに焦点を当て，
いつも先生を独り占めしている「甘え上
手」と自分の思いがうまく伝えられない
「甘え下手」の二人が，それぞれのに先
生とのつながりをもっていく過程をとら
えている。

H8 20 教師・
指導者

36004 幼児とのかかわりを
考える　Ⅵ

－だって
　やりたいんだもん－

　幼稚園の新規採用教員研修用の資料と
して，文部省幼稚園課が監修に当たり構
成されている。
　幼稚園生活をはじめたばかりの４歳児
と新任の先生とのかかわりに焦点を当て
一人一人の思いを受け止めながら暮らし
づくりをするための手がかりが得られる
ように構成されている。

H9 20 教師・
指導者

36005 あしたね
　

－ゆれ動く心、
　４歳児－

　初めての集団生活の中で，幼児は気の
合う友達，心惹かれる友達，ちょっぴり
気になる友達など色々な友達と出会う。
　このビデオに登場するタカシくんは，
４歳児の持つ自分探しとして揺れ動きな
がらも友達との様々な出会いを見せる。
　勿論，人として心の快適な距離も大切
だが，揺れ動く友達関係の中で自己の世
界を拡げていく幼児のすばらしさを学び
たい。　　　　　　【文部省選定教材】

H12 22 教師・
保護者

36006 ちっちゃいけどいい？

－友だちを
　求めあうなかで－

　幼児は，幼稚園生活の中でお互いの存
在を感じつつ，様々な体験を重ね，心を
動かす出来事を共有し，お互いの感じ方
や考え方に関心を寄せ，相手のよさに気
づいていく。
　夏休み明け友達を求め合う５歳児の幼
児達と教師の生活がありのままに紹介さ
れている。幼児教育に携わる方たちの幼
児理解を深める教材である。
　　　　　　　【文部科学省特別選定】

H13 22 幼児・
指導者
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分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

幼児教育

36007 迷路ごっこだよ

－伝わる喜びから
　伝えあう楽しさへ－

　幼児は，感じたことや考えたことをそ
の子なりの言葉で表現し，それが他者に
受け止められる体験の中で，表現する喜
びを感じる。
　しかし，幼児の表現は素朴であり，必
ずしも自分の思いをうまく相手に伝える
ことができるとは限らず，幼児一人一人
のその子らしい表現を受容し，共感をも
って接する教師の存在が重要になってく
る。
　この作品は，幼児教育に携わる人たち
に適した教材である。

H14 21 教師

36008 幼児理解にはじまる
　保育シリーズ　①
３歳児の世界

　このビデオは，新しく幼稚園教員にな
る人たちが幼児理解を深め，幼児一人一
人に応じる保育の基本について考え，実
践力を高めることを目的としている。
　ビデオに映し出される幼児一人一人の
表情や言葉，動きなどから，幼児の思い
や願いを捉え，幼児理解を深める教材と
して分かりやすく編集され，教職員研修
用として 適である。

H14 23 教師

36009 年長さんがつくったおば
けやしき

－生活発表会にむけて
－

　この作品は，幼稚園の生活を通して教
育の真髄である「よく遊び，よく学べ」
の持つ大切さを，今，一度，呼び覚まし
てくれる。特に子どもの持っている遊び
への意欲の高さが，学びの充実につなが
っているのが分かる。
　こうした意欲も常に教師の適切な援助
と指導があることに気づかせてくれる。
　幼児教育の教材として適切である。

H15 23 教師

36010 幼児理解にはじまる保育
②
せんせいだいすき

　幼児一人一人の表情や言葉，動きなど
から幼児の思いや願いを捉え，幼児理解
を深める教材として，わかりやすく編集
してある。
　新しく幼稚園教育に携わる人が，幼児
理解を深め，保育の基本について考え，
実践力を高めていくのに役立つ。

H15 20 教師

36011 ごめんね　また　こんど
ね

～4歳児のゆれる心～

　幼児は，初めての集団生活である園生
活の中で，友達との関係の中で戸惑いや
葛藤を体験し，そのことを通して，相手
の思いに気付き，自分の思いを主張する
事を学び自立していきます。このビデオ
は思うように自己主張のできない４歳時
のカヨ（白い長袖とう青のジーパン）の
姿に焦点をあて，カヨが自分なりのイメ
ージを持ってネコごっこをします。お母
さん役になりたいと言い出せず，惑いを
見せます。又，音楽に合わせてのショー
タイムで，自分の立場をとられ惑う。こ
のような場に教師が良きアドバイザーと
して，幼児同士の話し合いに入り，折り
合いをつけながら解決してゆく。

H16 22 教師･指導
者

VTR-278



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

幼児教育

36012 幼児理解にはじまる保育
③　ぎゅうにゅうできたよ

子どもの思い先生の願い

　ある保育園の1日の活動を通して，２
・３人の子に焦点をあて，その行動を記
録にとり反省している。例えば「めがね
」を作ろうよとした学習活動なのに，も
もちゃんという子は，牛乳ビンに作りか
えたり，「みんなの顔をかこう」とした
のにルイ君はロケットを書いたりする。
等々，幼児理解を深めるとは，幼児１人
１人の思いや心の揺れ動きにそって，共
に過す教師のかかわりの中から次第にそ
の子らしさが発揮できるようになる。そ
れには，いつも幼児との係わりを振り返
り，幼児の内面を理解することが大切で
す。

H16 22 指導者

36013 チケットつくってきたんだ
けど

～ふくらむイメージを支え
る教師～

    幼稚園教諭や保育士の保育の専門性の
向上をねらいとしています。なかなか友
達の輪の中に入っていけないひとりぼっ
ちのまゆみ。金魚屋さんの遊びに入りた
いと声をかけてみたが，断られてしまう
。
　そこでまゆみは金魚屋さんのチケット
を作って参加を試みる工夫をする。まゆ
みは先生にその思いを受け止めてもらい
自信を持つ。次の日チケットを持って張
り切って友達を集め，遊びのイメージを
ふくらませている姿があった。

H17 21 教師・保護
者

36014 幼児理解にはじまる保育
④友達と出会う

　幼稚園生活の中で新任の先生が幼児と
関わる姿をありのままに記録したもので
ある。新しく採用された幼稚園教諭が，
このビデオシリーズを活用し，幼児理解
を深め，幼児一人一人に応じる保育の基
本について考え合い，実践力を高めるこ
とを目的として製作されている。
　ビデオに映し出されている幼児一人一
人の表情や言葉，動きなどから，幼児の
思いや願いを捉え幼児理解を深める教材
として分かりやすく編集されている。

H17 22 教師

36015 幼児理解にはじまる保育
⑤

いっしょにやろうよ～伝え
合う気持ち・５歳児～

　このビデオには，２学期後半の５歳児
と先生との生活がありのままに収録され
ている。　　　　　　　　　　　　　　 
  保育を展開する中で，幼児一人一人の
思いに教師はどう応じていけばよいのだ
ろう？　　　　　　　　　　　　　　   
　グループでの遊びをすすめるとき，一
人一人の思いをどのようにつなげばよい
のだろう？　　　　　　　　　　　　　 
  一人一人の幼児の思いにずれがあると
き，幼児たちはどのように乗り越えてい
くのだろうか。　　　　　　　　　　　 
  幼児同士がぶつかり合う気持ちを教師
はどのように受け止めたらよいのだろう
？など，教師の関わりが幼児の助言にど
のような変化をもたらしているのか考え
，幼児の内面を理解する力を身に付ける
ことを目指して，編集されている。

H19 35 教員
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

市民教育

38001 おもしろ税金タイム

１．奥さん大ハッスル

　パート収入と税金，配偶者控除と配偶
者特別控除，税金のない島「楽園島」な
ど，コント山口君と竹田君のおもしろい
税金タイムで描いている。

H2 30 成人

38002 おもしろ税金タイム

２．サラリーマンさん
　ご苦労さん

　クロヨンってなに？自営業者とサラリ
ーマンとどっちが得？税の使われ方（天
気予報と税金）など，コント山口君と竹
田君のおもしろい税金タイムで描いてい
る。

H2 30 成人

38003 おもしろ税金タイム

３．なんでも税クイズ

　税金って何？ノーベル賞の賞金には税
金がかかる？などコント山口君と竹田君
のおもしろい税金タイムで描いている。

H2 30 成人

38004 おもしろ税金タイム

４．ホットな
　老後ほっと安心

　高齢化社会を迎えて，退職金・年金と
税金など老後の税金関係を，コント山口
君と竹田君のおもしろい税金タイムで描
いている。

H2 30 成人

38005 知っておきたい税情報

１．サラリーマンと税

　源泉徴収制度と申告納税制度，サラリ
ーマンの必要経費（給与所得控除），知
っておきたい税情報を描いている。

H2 30 成人

38006 知っておきたい税情報

２．相続と税

　相続税のしくみ，小規模住宅等の特例
配偶者の税額軽減など，知っておきたい
税情報を描いている。

H2 30 成人

38007 知っておきたい税情報

３．土地
　を売った時の税

　総合課税と分離課税，譲渡所得の税額
計算，マイホームを売ったときなど，知
っておきたい税情報を描いている。

H2 30 成人

38008 知っておきたい税情報

４．マイホームを
　持ったときの税

　マイホームの購入資金をもらったとき
マイホームをもったときにかかる税金，
住宅取得等特別控除等，知っておきたい
税情報を描いている。

H2 30 成人

38009 三人寄れば

－税の働き－

　教育，社会保険，ゴミ処理，下水道，
私たちが，なにげなく利用している公共
サービスや公共施設には，私たちが納め
た税金が使われている。
　コミュニティセンターで，エアロビッ
クスに汗を流す三人の主婦が，税金の働
きに目覚めていく，コミカルタッチの肩
のこらない税金ドラマで描いている。

H2 25 成人

38010 ここにも税が
生きている

　税は今，どのように生かされているか
を，生命と財産を守る消防の 新設備，
樹齢百年を誇る桜を例に緑を守り環境破
壊を防ぐ，ホームヘルパの活躍，海底の
神秘をさぐる海洋開発等，４つのセクシ
ョンに分けわかりやすく紹介している。

H3 22 成人

38011 惑星アトン１

－税の働き－

　カン太は，ユーリーに伴われて未知の
惑星アトンヘ。そこには税金のない国。
　そして学校も病院もない。困った時は
王様がなんとかしてくれる…ところが，
王様も資金がなくなってきた。そのアト
ンをブラックホールが襲う。カン太たち
の運命は？…。

H2 30 小
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番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

市民教育

38012 惑星アトン２

－税の働き－

　ユーリー姫と再会したカン太は，幽歩
博士とともに再び惑星アトンへ…。
　地球から税金のことを学んだアルモス
王は，アトン星にも税金の制度を取り入
れた。市民大臣ブリミアンは，つぎつぎ
新しい税金をつくり集めた税金を使って
立体都市「パルポノス」を建設した。
　ここでは，子供たちは皆学校へ行ける
し，病人はお医者さんにみてもらえる。
でも街の空気は汚れきり窓は閉ざされ，
なぜか国民は元気がない。カン太たちは
その原因を調べはじめた…。
　小学校６年生の社会科の学習内容に沿
って「税」を理解させる。

H3 23 小

38013 ハローＴＡＸ

－税の仕組み－

　山形弁でしゃべる楽しいアメリカ人ダ
ニエル・カール。
　彼は高校教師として３年間日本に滞在
していました。その給料も税金で賄われ
ていました。高校生の身近な生活を通し
て，「税金の働き」「予算の仕組み」「
財政の機能」といった点を，ビデオを通
して再確認させてくれます。
　高校生の社会科授業の税金教室に利用
を。

H3 24 高

38014 タックンくらしの
ＴＡＸノート

　「タックン」は税野さん一家のかわい
い猫。それに幸せを招く「招き猫」。
　福引で温泉旅行を引き当ててくれたの
で家族そろって旅行へ出発。税野さん一
家の生活を通して税金が，さまざまな場
面で役立っていることを紹介している。

H3 25 小・中

38015 信用はあなたの財産

－やさしいローン
　クレジットの
　はなし－

　世はまさにキャッシュレスの時代であ
る。
　ローンやクレジットの種類，しくみ，
金利等をわかりやすく説明し，正しく利
用する心構え等を説明している。

S63 25 成人

38016 借りすぎ
使いすぎにご用心

　 近，ローン，クレジットに関して自
己破産等が問題になっている。
　これからローン，クレジットを利用し
ようとしている若者を主たる対象として
借りすぎ使いすぎの恐ろしさを訴え，正
しい利用方をアニメで説明している。

H4 15 青年・
成人

38017 手形・小切手と
手形交換

－そのしくみと
　はたらき－

　会社や商店の取引の場合，現金にかわ
って取り扱われるのが手形や小切手であ
る。
　その手形や小切手の働きについて，解
り易く説明している。

H2 28 高・成人

38018 健太君は編集長

－著作権って
　なんだ？－

　曲をつくったりすると，他人がその曲
を演奏したり，録音したいという場合，
イエスとかノーとか言う権利である。
　それを著作権という。著作権とは人の
権利とお互いの権利を大切にすることで
ある。

S60 20 小・中
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市民教育

38019 悟空の
著作権入門

　著作権を広く，より分かりやすく説明
したアニメ作品。
　天竺への冒険の旅を終えた悟空，ハッ
カイ，サゴジョウの３人は，その旅行を
マンガ本にして売る。
　ところが本は全然売れない。ある日自
分たちのマンガがテレビで放映されてい
るのを知り，無断で人の作品を作った者
を探す宇宙への旅に出発する。

H3 23 小・中・
成人

38020 やる気を育てる

－山口良治
　後援会－

　ラグビーとの出合いを通して述べられ
ており，あらゆる人間関係において大切
なことは信頼である。
　子供との出合いの原点からやる気を起
こさせることは目標をもたせることであ
り，子供の可能性をひきだし，真剣な思
いやり，愛情がやる気を生みだすもとで
あると述べている。

S58 60 少年・
青年・
成人

38021 その日晴れやかに 　初潮の迎え方で，子供の生理に対する
考え方は違っている。お子さまが，初潮
の日を晴れやかな気持ちで迎えられるよ
う，お母さまから本当の意味での初潮教
育をしていただきたい。
　こうした主旨のもと，初潮の持つ意味
や正しい知識お子さまへの対応のあり方
等を，わかり易く描いている。

S62 15 教師・
保護者

38022 キミ，科学する？

－暮らしを変える
　先端技術－

　 先端の科学技術は，すでに日常の家
庭生活の中に利用されている。
　ナベのテフロン加工，マイクロ波利用
の電子レンジ等。さらに，ニューライフ
キッチン，カビからとったアルカリヘル
ラーゼ。プラチックや汚泥の再利用，遺
伝子の組みかえ，Ｂ型肝炎の薬やインタ
ーフェロン。
　高速増殖炉，海底探査，宇宙開発など
現状を紹介している。

H4 20 成人

38023 石油危機に備えて

－石油備蓄が
　活躍するとき－

　石油危機に備えて備蓄された石油は，
かつて湾岸戦争の折りに国際エネルギー
機関のとりくずし指示によって４ヶ月分
が放出された。
　ここでは日本の石油備蓄の現状及び緊
急放出の模様を紹介している。

H4 17 成人

38024 しっとうね博多
・福岡

　福岡は，古代から海に開かれた国際都
市だった。
　このビデオは，福岡の歴史，文化をア
ニメと写真で紹介し郷土への理解と誇り
が深まることを願って制作された作品で
ある。

H3 25 小～成人

38025 輝・翔

－とびうめ国体・福岡市
民の記録－

　平成２年，福岡で開催された第４５回
国民体育大会とびうめ国体は，数々の感
動のドラマを残して幕を閉じた。
　成功に向かって努力された市民の姿な
ど国体の記録を本市の豊かな自然や歴史
を背景に制作された記録映画である。

H3 60 小～成人
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市民教育

38026 海・人・街…
福岡８９

　市制１００周年を記念してファッショ
ンの街，味の街，博多どんたく，山笠，
よかトピア。
　そして歴史，伝統工芸など全般的に現
代福岡市を紹介している。

H1 28 小～成人

38027 ガーナと歩こう

－福岡市の
　障害福祉－

　ガーナは盲導犬である。目の不自由な
主人を案内して天神を歩く。歩道や道ば
たの荷物や看板など危ないものが目につ
く。
　さらに市内の心身障害者センター，障
害者スポーツセンターや授産施設を訪ね
手話を交えて紹介している。

H4 17 成人

38028 ときめき
フェスタ福岡９１

　平成３年１１月，福岡とびうめ国体の
あと開かれた障害をもつ人ともたない人
のふれあい，交流の記録である。
　ふれあい広場でのゲーム，バザー作品
展，体験コーナー各会場でソフトボール
，盲人バレー，ボーリング，ゲートボー
ルなどが紹介されている。

H4 18 成人

38029 ひと・あい
・ささえあい

－福岡市民福祉
　サービス公社－

　体に自由がきかなくなったらどうしよ
う。心の通い合う人と住みなれた町で暮
らしたいと高齢化の住む社会では誰しも
の願である。
　ここでは，独居老人を訪ね家事サービ
ス。入浴介助のホームヘルプ協力員等福
岡市民政福祉サービスの模様を紹介して
いる。

H4 28 成人

38030 みどりの詩

－福岡市の
　緑と公園－

　市民の，一人ひとりに“緑の親しみ”
“みどりを慈しみ”“緑を愛する”心を
育んでもらおうと緑の風景や緑とのふれ
あいを解説をいれずに音楽と映像より詞
的に映像化したもの。

H4 15 青年・
成人

38031 とんぼさんが翔んだ

－地球づくり
　奮闘記－

　町役場の企画課勤務の通称とんぼさん
が友人や地域の有志と町おこしのため町
の宝物探しをよびかける。
　また，星野村を訪ね，「星のふる里」
「お茶の文化」「星野焼」など地域作り
の試みを紹介している。　　（アニメ）

H4 25 成人

38032 和菓子

－その美と心－

　昔から日本人に深く愛され，親しまれ
世代を越えて口にしている和菓子。
　そのルーツ４つを紹介し，江戸時代に
入ってそれぞれが影響し合い，茶の湯で
磨かれ，四季折々の風物をモチーフにし
た美しい和菓子を紹介している。

H4 25 中・高・
成人

38033 フリー・トーク
・フォーラム

－第３回・企業と教育
　のあり方を問う－

　企業の教育との関わりを中心に学歴社
会の問題や家庭・社会教育の充実のため
の企業がなすべきことについて教育関係
者，マスコミ，行政関係者，主婦学生な
ど６０名により行われた活発な討議の記
録である。

H4 100 高・成人
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市民教育

38034 WELCOME　TO　GREAT
ER
HONG　KONG

－発展する
　華南経済圏－

　国際貿易として発展している香港は面
積・人口ともに東京の約半分。１９５０
年代からセントラル地区に進出している
日本企業１５００社。
　その中で中心的役割を果たしている香
港三菱商事のＰＲビデオ。

H4 17 高・成人

38035 飛鳥
　WELCOME　ABOARD
！ASUKA　CRUISE

　 近のハイテク技術を採用。日本のク
ルーズ文化の黎明期を築く豪華客船「飛
鳥」のＰＲビデオ。

H4 16 成人

38036 小切手と手形

－しくみとはたらき－

　小切手と手形のはたらきとしくみにつ
いて，小売店・工場・銀行等をとりあげ
高校生に質問形式でわかりやすく説明し
ている。

H1 30 高・成人

38037 銀行は今…

－その機能と役割－

　国際化の中で，銀行業務は急速に変わ
りつつある。
　貸し出し，預金，為替業務を軸として
活動する銀行の現状や今後の銀行業務に
ついて説明している。

H1 25 高・成人

38038 熱走！博多山笠 　７月１５日，早朝，博多山笠のクライ
マックス＜追い山＞が始まった。
　重さが１ｔの７基の山笠が５キロコー
スをまわりスピードを競う。男たちの飛
び散る汗，ぶつかり合う肉体，圧倒的な
エネルギーが爆発する瞬間。これぞ男の
世界！

H4 30 成人

38039 私たちのくらしと
環境汚染

　地球規模で広がる環境破壊と汚染問題
がクローズアップされているが，その原
因のほとんどが我々の日常生活の中から
発生されている。
　こうした環境破壊や汚染をくいとめる
には今どうしなければならないかを考え
る。

H5 30 成人

38040 日本の税の歴史 　邪馬台国の女王卑弥呼の世界から現代
まで，税は様々な形で人々の生活に深く
かかわっている。
　そこには一体どんな歴史があるのでし
ょうか？日本の税の歴史をアニメで楽し
く分かりやすく紹介している。

H5 20 小（高）
・成人

38041 成分献血入門

－これからの献血－

　輸血の歴史やわが国での血液の自給体
制の現状，血漿分画製剤の働きなどをア
ニメーションでわかりやすく説明してい
る。
　（献血についての理解と協力を得る）

H5 12 中・高

38042 なるほど
血液ゼミナール

－献血のはたらき－

　血液には赤血球・白血球・血小板・血
漿などの成分があり，この中の血小板や
血漿だけを献血し，他の成分はからだに
返す方法は献血者にとってからだにやさ
しい献血方法であり，成分献血の大切さ
を訴える。

H5 14 中
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市民教育

38043 もうがんは
こわくない！？

　がんとはどのような病気なのか，がん
は，どのようにして起こり，それを防ぐ
ためにはどうすればよいのか，ＣＧアニ
メーションなどの表現法を駆使し次第に
解明されてきた癌の本態にせまる。

H5 25 成人

38044 運転の科学シリーズ
・衝撃力

　－ヘルメットの話－

　ヘルメットの着用は法律で義務づけら
れている。
　ヘルメットの仕組みやどの程度まで損
傷を軽減できるか，衝撃吸収力を調べそ
の物理法則を考える。

H5 10 高・成人

38045 運転の科学シリーズ
・バランス

　－車の運動－

　止まると倒れてしまう二輪車はどうし
て倒れずに走ることができるのか。
　キャスター角について考え，模型や実
際のバイクで実験しながら走行時のバラ
ンスについて考える。

H5 10 高・成人

38046 運転の科学シリーズ
・エネルギー

　－低燃費への挑戦－

　エコランレースを紹介しながらエネル
ギーの効率的な使い方について考える。

H5 10 高・成人

38047 運転の科学シリーズ
・感覚

　－夜間の運転－

　明るい昼間，暗い夜間，雨，霧などの
気象条件と視覚による情報収集など運転
に必要 小限の視覚情報の入手を実験や
状況描写を例に考える。

H5 10 高・成人

38048 運転の科学シリーズ
マン・マシンシステム

　－人と車と
　　環境の調和－

　交通システムの構成要素である車と運
転者は，ひとつのマン・マシンシステム
を成している。
　トライアル車を乗りこなす例をとり上
げこのシステムを考える。

H5 10 高・成人

38049 盲導犬 　視覚障害者の社会参加に役立っている
盲導犬の訓練や活動を紹介しその理解を
深める。

H5 15 成人

38050 借りすぎ
・使い過ぎにご用心

－ローンとクレジット
　の正しい利用法－

　多重債務，自己破産の社会問題をわか
りやすく解説し，ローン，クレジットカ
ードの正しい利用法をアニメで紹介して
いる。

H5 15 高・成人

38051 地域とともに

－主婦と
　ボランティア活動－

　貴重な体験を生かし痴呆老人介護の啓
蒙という地道な活動をしている新潟県大
和町など四地域の事例を通して，地域と
のきずなを深めながら困っている人々を
支え，同時に自分を磨き，自らの人生を
豊かにする新しいタイプのボランティア
活動を描いている。

H5 30 婦人・
成人

38052 身近な
環境問題を考える

　 近では“地球環境の危機”と言う言
葉を目や耳にしない日はないほど環境の
悪化に対する関心が高まってきました。
　この作品では，私たちが直面している
地球環境問題を概観し，それぞれの問題
が，実は身近な問題であることに気づか
せることを大きなねらいとしている。

H5 30 婦人・
成人
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市民教育

38053 子供たちが
狙われている

　過去に起こった誘拐事件や未遂事件を
参考にして，誘拐の危険から児童を守る
には子供にどのようなことを教え，親や
先生，地域の人たちがどういう点に注意
を払うべきかを具体的に描いている。

H5 15 成人

38054 新しい
自分との出会い

－生涯学習－

　趣味や生き甲斐につながるもの，実務
や学業に役立つもの……等など生涯を通
じて楽しめ，情熱を傾けられるサムシン
グが見出せた人は心豊かで幸せである。
　本作品は生涯学習とは何か，様々な事
例を通して，その意義や取り組み方を考
える。

H5 34 公民館・
成人

38055 愛犬と楽しく暮らす，
５つのポイント

　犬の選び方やつき合い方，しつけ方，
食事や運動，病気の早期発見の予防法，
排泄など日常的な手入れの仕方などを５
つのポンイトとしてわかりやすくまとめ
ている。

H5 28 小・中・
高

38056 消費者教育ビデオ

・きみならどうする
　ザ・クレジツト

　クレジツト社会に，生きる消費者は，
「契約」について確かな知識をもって行
動しなくてはならない。
　ビデオは，高校卒業１年度の青年達の
体験をドラマ化し，「消費者」「信販会
社」「販売店」を結ぶ三角形の借金の関
係によって生み出されるクレジツトの魅
力と魔力を，カードマジックになぞられ
て具体的に示していく。

H6 16 中・高・
成人

38057 消費者教育ビデオ

・突撃インタビュー
　－クレジットカード
　ってなんだ－

　クレジットカードを理解するには，理
屈よりもその使われ方の実態を取材した
方がはやいのではないか？そんな理由か
ら，インタビュアーとともにカメラが都
内各所に出かけた。
　インタビューした相手は１００人あま
り。その中から２０代前半を中心におよ
そ３０人の声を厳選して構成している。

H6 25 中・高・
成人

38058 消費者教育ビデオ

・役者ピエロの怒り
　－マルチ商法－

　２０年ほど前に大きな社会問題となっ
たマルチ商法が，いま装いを替えて若者
たちの間に再び蔓延しようとしている。
　ビデオは，実際のマルチ商法体験者か
らの綿密な取材に基づいてドラマ化した
もので，巧みに若者の心をとらえるマル
チ商法の手法，マルチ商法のかくされた
本質にせまっている。

H6 22 中・高・
成人

38059 消費者教育ビデオ

・お金で買えますか？
　イングリッシュ
　－契約－

　英会話教室はいま大きなブームとなっ
ている。しかしその反面消費者と英会話
教室との間にさまざまトラブルが生じて
いる。
　ビデオはこうしたトラブル事例ををも
とに，消費者として考えなければならな
いポイントを指摘する。
　トラブル体験を愉快なコントの形で再
現しながらアメリカ人キャスターが街の
声を聞きながら問題を整理していく。

H6 20 中・高・
成人
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市民教育

38060 ボランティア
ガイドシリーズ

・高齢者編

　高齢化・核家族化など，社会が大きく
変容する中で行政側のサービスが望まれ
る一方，住民相互の助け合いがますます
必要となっていく。
　本シリーズは「高齢者・障害者・教育
環境等」に分け，「ボランティア活動を
したいのだが，何を，どこで，どのよう
になったら良いのかわからない」という
人々を対象に，ボランティアの実践的知
識や情報を提供。
　近所のお年寄りに注意を向けてみる。
そこからボランティア活動は始まる。

H6 19 成人

38061 ボランティア
ガイドシリーズ

・障害者編

　体に障害のある人の，立場に立って周
囲を見ると町は以外に不便なことが分か
る。そうした観点から見ると，自分が出
来るボランティアが見えてくる。
・肢体に不自由な人への支援
・視聴覚に障害のある人への支援
・町で障害のある人へ出会ったら
・地域の中で自立を支える活動

H6 18 成人

38062 ボランティア
ガイドシリーズ

・教育・環境
　・国際協力編

　今やボランティアは様々な分野に発展
し，地域や社会に潤いを与えている。そ
の多様な事例を紹介。
・社会・文化施設などのボランティア
・子育て・教育の分野でのボランティア
・環境保護とリサイクル活動
・国際協力の分野におけるボランティア
・ボランティア活動の新しい流れ

H6 20 成人

38063 新しい自分との出会い

－生涯学習－

　生涯学習は今や日本中に広がりつつあ
る。その実情を，個人や地域の活動を通
して描き，生涯学習の意味・活動のねら
い・取り組み方などを考える。
　人生にハリをもち，心豊かに生きてい
くためにあなたにとって生涯学習とはな
にか，様々な事例を通して，その意味や
取り組み方を考える。

H6 34 成人

38064 生涯学習Ⅱ，
創造への旅立ち

　人々の多様な学習要求に対応するため
に， 近，さまざまな学習施設などの整
備が行政によってすすめられている。
　この映画は学習者がこうした身近にふ
えている学習施設や機会・情報などを効
果的に活用し，自ら学んでいくことの大
切さを，幾つかの学習事例を通して訴え
ている。

H6 30 成人

38065 アメリカの
ボランティア活動

　ボランティア活動なしに社会生活は成
り立たないと言われているアメリカ。
　その活動の原動力は何か。この作品は
アメリカの社会に根づき，日常化してい
る様々なボランティア活動と，その特徴
を描きながら，アメリカの社会を支えて
いるボランティアの心を考える。
　ボランティアの先進国，アメリカに学
ぶ！様々な活動の底に流れる相互扶助の
心を！

H5 30 成人
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市民教育

38066 気づいたときが
変えるとき

　子育てに真剣になればなるほど陥りや
すい，過保護と過干渉。
　子育ては試行錯誤の繰りかえしです。
親は自らの誤りに気づいた時，改める努
力をすべきです。子どもは親のそうした
努力や真摯な姿にこそ，愛情や信頼を感
じ取る。子育てに決して手遅れはない。
　気づいた時が変わる時。そのことをあ
る主婦の子育ての日々を通して考える。

H6 31 成人

38067 夫の定年，妻の定年

－実りある
　老後のために－

　「夫に定年があるように，妻にも定年
がほしい」。
　この作品は，高齢化社会を迎えた今日
二人だけの人生の長い午後を有意義に過
ごすには，夫と妻はどういう関係をつく
っておかなければならないのかを考え，
そのためには，何よりも中年の早い時期
からの心の準備が必要であることを訴え
ている。
　ご注意！妻の定年宣言　夫の立場　妻
の言い分。

H6 32 成人

38068 お金は回る

－くらしと金融－

　金融のしくみについて，信用創造，信
用制度，信頼，中央銀行（日銀），自己
責任原則等の言葉をあげながらわかりや
すく説明している。
　アニメ，若いサラリーマンの鈴木大輔
とその恋人の田中陽子，謎の老人により
金融のしくみを語っていく。

H6 16 高・成人

38069 知っておきたい！

－お金とカードの
　世界－

　経済が豊かになるにつれお金を粗末に
あつかう傾向がみられる。
　クレジットカードやローンのトラブル
等，こうした中で健全な金銭感覚や生活
環境を養う一環として作成されている。
　Ｐａｒｔ１ほしいもの，買いたいもの
　Ｐａｒｔ２お金の知識（効果と紙幣，
　　　　　　契約のトラブル）
　Ｐａｒｔ３カードの知識
　Ｐａｒｔ４将来のためにしておくこと

H6 55 中・高・
成人

38070 金銭教育冊子を
活用している

－中学校を訪ねて－

　金銭教育冊子を活用した中学校の研究
授業の模様を紹介している。

H6 17 中・高・
成人

38071 阪神淡路
・大震災に学ぶ

－地震の
　知識と対策－

　平成７年度に阪神地方を襲った阪神・
淡路大震災は死者５０００人以上の被害
をもたらした。ここではその被害にあっ
た人たちのインタビューをまじえ，地震
時における対応とそれ以前における準備
について考える。
　内容については以下４つの点について
構成される。
・地震の原因
・地震のゆれについて
・消防庁安全課の話（具体的な準備，非
　常持出品等の解説を含む）
・いざ地震が起きた時の対応策。

H7 23 中・高・
一般

VTR-288
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番号
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

市民教育

38072 安心への物語

－国家石油備蓄の
　安全防災体制－

　なぜ大量に石油を備蓄しなければなら
ないのか？備蓄はどれくらい，どのよう
な方法で行われているのか？備蓄基地の
安全性や環境対策はどうなっているのか
？など備蓄に関する疑問を質問形式でわ
かりやすく解説している。

H7 14 小（高）
・中・高
・一般

38073 かぶ号は
風にのって

－株式の役割と
　株式投資－

１．株式の役割－株式とは，多くの物が
　   生産され　販売されるこの流れに沢
　　山の会社がかかわり，その中心が株
　　式会社である。
２．株主の権利－多くの人から資金を集
　　め，それに出資する人をいう。株主
　　は配当を受けることもでき，会社の
　　運営に参加することができる。
３．株式市場の仕組－株式流通市場－或
　　る一定の条件を満たした株式が取引
　　される。

H7 30 高・一般

38074 もし銀行が
なかったら？

－魔法使いサリーの
　銀行入門－

１．主に中学生以上を対象として，「も
　　し，銀行がなかったら？」という立
　　場から，銀行の役割，業務などをフ
　　ルアニメで分かりやすく説明してい
　　る。
２．銀行の三大業務　貸し出し業務，預
　　金業務，為替業務
３．銀行の機能　資金供給機能，資金仲
　　介機能，信用創造機能。

H7 18 中・高・
一般

38075 広がる緑の
ボランティア

　地球環境問題への意識の高まりととも
に，海外での植林活動にボランティアと
して参加しようという人たちが多くなっ
てきている。
　ＮＧＯ（民間の国際協力団体）の立場
から植林ボランティアを派遣している。
　このビデオは，平成７年の派遣の一端
の記録を中心に，これまでの成果等を編
集したものである。

H7 16 一般

38076 くらしに役立つ
国有財産

　国は国有財産を利用して国民のくらし
に役立つよう，様々な行政を行ったり，
不用となったものはこれを処分したりし
て一般に活用できるよう努めている。
　このビデオはそうした国有財産の制度
現状などについて，分かりやすく紹介し
たものである。

H8 17 一般

38077 銀行探偵団 　銀行の基本業務をできるだけ分かりや
すく説明したもの。
　特に，３時以降の銀行員の姿，ディー
リングルームといった，銀行の舞台裏を
描写し，一般預金者の方に理解してもら
うためのものである。

H8 26 一般

38078 Ｌet’ｓ　Ｔｒｙ
年金と保険

―主な社会保険と
　生命保険―

　公的保証である健康保険・国民健康保
険・各種共済組合の医療保険と国民年金
・厚生年金のしくみを紹介し，社会全体
で助け合うことの大切さを理解できる。
　また，私的保証である生命保険を利用
した将来の生活資金の準備方法を紹介し
ている。

H8 45 高・一般

VTR-289
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市民教育

38079 What’s　自己責任？

－貯蓄の指針
　金融商品の選び方－

　２組の対照的なカップルが織りなす資
金運用劇を通じ，金融商品選択の際のポ
イントや 低限必要なリスクマネージメ
ントの知識を深め，資産運用に対する自
己責任とはどういうことかということを
考えさせることを狙いとしている。
　「より分かり易く，より面白く」理解
するために作品進行役に風間杜夫を出演
させるなどドラマ仕立てになっている。

H9 25 一般

38080 小朝・好江師匠の
素敵にシルバー宣言！

　２１世紀は４人に１人が高齢者という
時代がやってくる。
　高齢者に，かかわりの深い問題である
「健康」「生きがい」「経済的不安」「
孤独」「恋愛」にテーマを絞り，小朝・
好江のさわやかな会話をおりまぜながら
老若男女を問わず，自分の老後を考える
きっかけとなることをねらっている。

H9 30 一般

38081 薬害エイズと闘う

－川田龍平と
　若者たち－

　自分が薬害エイズであることを知った
後，実名を公表し，製薬５社と国を相手
に闘っていく姿を追ったドキュメンタリ
ーである。
　母親とともに闘う二人の姿だけでなく
彼を支援する若者たちの友情とパワフル
な運動が，国や社会を動かすことが出き
るということを示している。

H10 27 中・高・
成人

38082 素敵なチャレンジ
ボランティア

　ボランティア活動に興味や関心を示す
人は増加しているが，実際にはどのよう
なボランティアがあって，どのように参
加できるのかがわからずスタートできな
いでいる人が多い。
　ここでは，具体的な個人の取り組みや
町を紹介しながら，ボランティアの意味
や心をわかりやすく示している。

H10 35 中・高・
成人

38083 人生を楽しく！
ふだんぎのままで

－心のふれあいを
　求めて－

　「巧く書くことを排し」「仲間とお互
いに励まし合って」「普段着のままで」
自分の身辺を語ろうというユニークな活
動を実際を通して紹介している。
　この「普段着グループ」の活動は，と
かく孤立しがちな中，高齢の方々の生き
がいを求め，人生を楽しく過ごす手だて
の一つとして提案されている。

H10 30 一般

38084 ２５分でわかる手形
・小切手のはなし

　全国銀行協会が一般の人に銀行を理解
してもらうための「理解広報」活動のビ
デオである。
　このビデオは，手形・小切手の必要的
記載事項を中心に基本的な利用方法を理
解できるよう，アニメによりやさしく解
説したものである。

H10 25 一般

VTR-290
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番号
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題　名 内　　容 年度 時間 対象

市民教育

38085 やさしいローンと
クレジットのはなし

－ＬＣｆｉｌｅ
“４Ｃの謎”－

　ローンやクレジットの仕組みや利用す
る際の注意点，多重債務問題等を「４つ
の謎」として解説している。
１返済期日を確認していなかった場合。
２返済計画を立てずにローンを利用した
　場合｡　
３不意の出費で返済計画がくるった場合
４返済のためにローンを使ってしまった
　場合｡
　つまり，「人格」，「自己管理」，
「能力」，「担保」の必要性と大切さを
説いている。

H11 20 成人

38086 ビックバンファミリー

ＶＯＬ．１　金融
ビッグバンってなに？

　マスコミ等で頻繁に使われるようにな
った「金融ビッグバン」。
　このビデオは，普通の家族が織りなす
楽しいドラマを通じて，「金融ビッグバ
ンとは」．「新たに登場する金融商品や
サービス」．「自己責任」などを家に住
み着いているＣ級天使が説明する内容に
なっている。

H11 17 一般

38087 ビッグバンファミリー

ＶＯＬ．２　金融商品・
　金融機関の選び方

　ＶＯＬ．１で金融ビッグバンの概要を
多少は学んだ家族であるが，金融商品や
金融機関を選択するポイントやどのよう
な行動をとればよいのか分からない。
　そんな状況と娘の結婚に関する事件が
錯綜し，父娘が大ゲンカになる。またも
天使の出番となり，「金融商品の性格や
選択の基準」「金融機関の経営状況をチ
ェックする方法」「金融商品の保護」な
どを解説する。ところが・・・。

H11 20 一般

38088 Ｌｅｔ’ｓ生涯学習

－子どもと話そう－

　 近の家庭では，親子の会話が減って
いる。子どもともっと真剣に接するため
には，大人自身が学習し変わる必要があ
る。文部省では，１９９７年から「子供
と話そう全国キャンペーン」を実施して
いる。
　生涯学習で，大人も子どもと一緒にな
って好きなことに集中し，そこで大人と
子どもの会話が弾めば，非行なんて起こ
らないだろう。
　子どもたちの明るい将来のためにも仕
事の他に好きなことを始めようと，訴え
ている。

H11 22 成人

38089 皇后陛下　美智子さま
【子供時代の
　読書の思い出】

IBBY（国際児童図書評
議会）第26回世界大会基
調講演　

　国際児童図書評議会第２６回世界大会
の開催に当たり，美智子皇后陛下が『子
供時代の読書の思い出』と題して基調講
演をされました。
　大会のテーマである「子供の本を通し
ての平和」について，皇后陛下ご自身の
読書体験や児童文学と平和についての考
えなどを，格調高く，内容の濃いもので
あり，多くの示唆を受ける。

H11 55 中・高・
成人
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市民教育

38090 生活習慣病から
わが子を守る

　かっては成人病と呼ばれていた病気が
悪い生活習慣に起因するものという認識
に変わり，今日では「生活習慣病」とい
われている。
　予防のためには，子供の頃からの良い
生活習慣の積み重ねが大切だが， 近，
子供の中に生活習慣病の予備軍が増えつ
つある。
　この作品は，小学生のいる家庭を舞台
に，子供を生活習慣病から守っていくた
めの方策，また実際に生活習慣病の子供
を持つお母さんに取材し，悪い生活習慣
からの脱却と良い生活習慣の獲得への道
のりも紹介している。

H12 17 小・中
・保護者

38091 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
１，旅行会社
スタッフ編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，旅行会社スタッフの様
々な仕事と，そこで働く人々のすばらし
い笑顔を紹介している。

H12 25 中・高
・一般

38092 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
２，ホテル
スタッフ編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，ホテルスタッフの様々
な仕事と，そこで働く人々のすばらしい
笑顔を紹介している。

H12 30 中・高
・一般

38093 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
３，旅館スタッフ編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，旅館スタッフの様々な
仕事と，そこで働く人々のすばらしい笑
顔を紹介している。

H12 23 中・高
・一般

38094 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
４，民宿／ペンション
スタッフ編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，民宿／ペンションスタ
ッフの様々な仕事と，そこで働く人々の
すばらしい笑顔を紹介している。

H12 24 中・高
・一般

38095 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
５，飲食／おみやげ
品店スタッフ編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，飲食／おみやげ品店ス
タッフの様々な仕事と，そこで働く人々
のすばらしい笑顔を紹介している。

H12 23 中・高
・一般
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市民教育

38096 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
６，体験型観光施設
スタッフ編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，体験型観光施設スタッ
フの様々な仕事と，そこで働く人々のす
ばらしい笑顔を紹介している。

H12 24 中・高
・一般

38097 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
７，テーマパーク
スタッフ／スポーツ
インストラクター編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，民宿・ペンションスタ
ッフの様々な仕事と，そこで働く人々の
すばらしい笑顔を紹介している。

H12 25 中・高
・一般

38098 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
８，イベント
スタッフ編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，イベントスタッフの様
々な仕事と，そこで働く人々のすばらし
い笑顔を紹介している。

H12 26 中・高
・一般

38099 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
９，ガイド編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，ガイドスタッフの様々
な仕事と，そこで働く人々のすばらしい
笑顔を紹介している。

H12 28 中・高
・一般

38100 観光ワーキング
紹介ライブラリー
笑顔の達人
１０，交通機関接客
スタッフ編

　「観光ワーキング紹介ライブラリー」
とは，様々な観光ワーキングの現場で数
多くの笑顔の達人達を取材したもので，
生の情報を収集できるように制作された
観光ワーキング情報集です。
　このビデオは，交通機関接客スタッフ
の様々な仕事と，そこで働く人々のすば
らしい笑顔を紹介している。

H12 24 中・高
・一般

38101 Α，
ボランティア・
　わっはっは

　ボランティアによる知的障害者の支援
「アジアいちご基金」によるタイの子供
達への支援について紹介している。
（平成１１年度経済企画庁ボランティア
推進事業）

H12 40 成人

38102 Β，
「スマイル
（ＳＭＩＬＥ）」　

　ダンボールを使っての遊びながらの廃
品回収，飯塚市の子供夜市，和歌山市の
チャイルドライン（子供達による子供の
ための電話相談），愛知県私立高校の名
古屋市のメインストリートでの高校生フ
ェスティバル等を紹介している。
（平成１１年度経済企画庁ボランティア
推進事業）

H12 30 小・中
・高

VTR-293



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

市民教育

38103 Ｃ，
①亀の歩みでいい
　じゃない！おんなの
　目が街を変える
②手をさしのべて
③まちを伝える人々
④１枚のＴシャツが
　ボランティア基金に

①亀の歩みでいいじゃない！おんなの目
　が街を変える（おんなの目で大阪の街
　を創る会制作）　経済企画庁長官賞・
　映像委員会賞受賞　　　　（１６分）
②手をさしのべて　　　　　　　　　　 
 （Ｆープロジェクト制作）　　　　　   
 経済企画総括政務次官賞受賞
　　　　　　　　　　　　　（３０分）
③まちを伝える人々　～まちかど案内人
　への取り組み～　（まいづる塾制作）
　経済企画庁国民生活局長賞受賞
　　　　　　　　　　　　　（２０分）
④１枚のＴシャツがボランティア基金に
　（平成楽市実行委員会制作）経済企画
　庁国民生活局長賞受賞　　（２７分）

H12 93 成人

38104 Ｄ，
①わたしがする，
　わたしたちでできる
②アジアの中の私たち
③生活情報の伝達
　から心の交流へ
④やすらぎと安心を

①わたしがする，わたしたちでできる　
（草津コミュニティ支援センター制作）
　　　　　　　　　　　　　（２１分）
②アジアの中の私たち　バヤニハン　　 
  分かち合い　　　　　　　　　　　　
（アジア・レインボーの会制作）
　　　　　　　　　　　　　（３０分）
③生活情報の伝達から心の交流へ　　　
（ゴールドリーフ・アソシエーション
　　制作）　　　　　　　　（２６分）
④やすらぎと安心をー病院ボランティア
　ー（日本病院ボランティア協会制作）
　　　　　　　　　　　　　（３０分）

H12 107 成人

38105 Ｅ，
①やったね！
　ボランティア賛歌
②誰にでもできる
　ボランティア
③街は七色～忍者街
　を走る～
　笠岡の秘宝を探せ
④い・き・い・き　
　高齢者ボランティア

①やったね！ボランティア賛歌　ーけや
　きの郷に歌声が響いたー　　　　　　
（日本青少　年音楽団体協議会制作）
　　　　　　　　　　　　　（３０分）
②誰にでもできるボランティア　　　　
（財団　法人オイスカ制作）（１５分）
③街は七色～忍者街を走る～笠岡の秘宝
　を探せ　　　　　　　　　　　　　　
（子ども劇場笠岡センター制作）
　　　　　　　　　　　　　（２９分）
④い・き・い・き　高齢者ボランティア
　（東大阪市社会福祉協議会ボランティ
　アセンターＶＴＲチーム制作）
　　　　　　　　　　　　　（２０分）

H12 94 成人

38106 Ｆ，
①地域にひらく愛　
　ー気づいたら
　ボランティアー
②思い出宅配便
③老い楽しく
　いきいき　
　人・色・心

①地域にひらく愛　ー気づいたらボラン
　ティアー　　　　　　　　　　　　　
（記録サークル・テレカメ制作）
　　　　　　　　　　　　　（１９分）
②思い出宅配便　　　　　　　　　　　
（武蔵野美術大学映像　研究会制作）
　　　　　　　　　　　　　（１８分）
③老い楽しく　いきいき　人・色・心　
（日本色彩学会映像プロジェクト制作）
　　　　　　　　　　　　　（２１分）

H12 58 成人

VTR-294



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

市民教育

38107 Ｇ，
①きこえなくても
　踊ろうよ
②９９ほっとで
　はあとな体験
  キャンプ
③さあ出かけよう
　ボランティアと
　いっしょに
④送迎サービス
　ボランティア
　グループ南の風

①きこえなくても踊ろうよ　ーゾメキの
　リズムにのってー　　　　　　　　　
（レッド・ベレーズ制作）　　　　　   
　経済企画庁長官賞・映像委員会賞受賞
　　　　　　　　　　　　　（１９分）
②９９ほっとではあとな体験キャンプ　
（東海村・那珂町・瓜連町社会福祉協議
　会制作）経済企画総括政務次官賞受賞
　　　　　　　　　　　　　（３０分）
③さあ出かけようボランティアといっし
　ょに　（交野市ボランティアグループ
　ボランティア広報「なかま」制作）
　経済企画庁国民生活局長賞受賞
　　　　　　　　　　　　　（２１分）
④送迎サービスボランティアグループ南
　の風　　　　　　　　　　　　　　　
（ボランティアフォーラムみなみ制作）
　経済企画庁国民生活局長賞受賞
　　　　　　　　　　　　　（１７分）

H12 87 成人

38108 That's預金
保険制度

改訂版

　キャストには【アリとキリギリス】の
石井正則・石塚義之を起用して，預金を
はじめとする金融商品がどのように保護
されるかを，「知らせる」だけでなく，
「理解してもらう」ことを狙いとしてわ
かりやすく制作されている。
　石井と石塚との絶妙な会話はもちろん
CGや図表，大型セットを駆使したダイナ
ミックな解説に特徴がある。

H13 17 成人

38109 あなたも木を
使ってみませんか？

～環境と人に
　優しい木の話し～

　地域材利用緊急普及及び啓発事業にお
いて，地球温暖化防止や環境型社会構築
の観点から木材の持つ特性や木材利用の
意義を分かりやすく紹介している。
　管理が行き届いた山林の木材が老人ホ
ーム，病院，学校の建築材として，また
家具などに利用され，その効用を科学的
に解説し，人に優しく，安らぎを与えて
いる事例等もあげ，木材の利用を啓発し
ている。
　平成１２年度　財団法人日本木材総合
情報センター制作ビデオ

H13 21 成人

38110 緊急リサーチ！
カード社会を
どう生きる！？

～信用と自己責任～

　情報社会の進展により私たちの生活は
大きく変化してきている。
　電子商取引の普及や様々な場面でのカ
ード利用が進むにつれ，生活を便利で豊
かなものにする反面，カードにまつわる
トラブルや問題も発生している。
　若者達が 初に直面するクレジットカ
ードやキャッシングカードを例に，その
基本的な仕組みや契約，自己責任の重要
性を，伝えることを目的に制作されてい
る。

H13 16 中・高
・一般

VTR-295



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

市民教育

38111 学び　交流
　そして喜び

～住民参画と
　公民館活動～

　生涯学習社会において，地域住民の学
習や交流の拠点として大切な役割を担う
公民館。
　時代や社会環境が大きく変化し，住民
の学習ニーズが多様化する中で，公民館
には，新たな役割や機能が求められてい
る，それらの具体的な実践例を紹介して
いる。　　　　　　【文部科学省選定】

H13 20 一般

38112 子どものいる風景

－生き方の選択－

　福岡市少子化問題社会啓発ビデオとし
て，福岡教育大学心理学教授横山正幸氏
の監修のもと制作されている。
　このビデオは，「少子化って僕たちの
生活とどんな関係があるの。」「子育て
って大変そう。」「自分のしたいことが
何もできないわ。」など，そういうあな
たに，子育てのやりがいや子どものいる
家庭の暮らしぶりについてレポートして
いる。

H13 25 成人・
一般

38113 子育てはタイヘンだ 　福岡市少子化問題社会啓発ビデオとし
て，九州大学人間環境学研究院教授野島
一彦氏の監修のもと制作されている。
　このビデオは，子どもの発育段階に応
じて，子どもたちの表情を生かしながら
サミット形式で進め，子育てのポイント
や悩みに専門家が適切なアドバイスを入
れ，イッセー尾形のナレーションで解説
している。また，子ども虐待にも触れ，
子育て相談の窓口も紹介している。

H13 43 成人・
一般

38114 お客さまの資産は
守られています！

－証券会社の
　分別保管－

　平成１４年４月１日から実施される銀
行等金融機関のペイオフ解禁を契機に，
改めて証券会社のセーフティネットの仕
組みについて分かりやすく解説したもの
である。
　万が一証券会社が破綻しても，預けた
有価証券や金銭は確実にお客さまに戻る
ように保管することが法律で義務づけら
れている。この「顧客資産の分別保管」
等を分かりやすく解説している。

H14 19 一般

38115 いっしょに考えよう
２１世紀の日本と
首都機能移転

　現在，国会に置いて検討が進められて
いる「首都機能移転」について，分かり
やすく解説している。
　三笑亭夢之助と女性キャスターのやり
取りを通して，首都機能移転とは何か，
移転の意義，効果，移転先の新都市像と
いった基本的な話から，作家堺屋太一，
建築家の黒川紀章のインタビュー，オー
ストラリアのキャンベラの事例なども盛
り込んで説明している。

H14 26 一般

VTR-296



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

市民教育

38116 むいむいはたおり教室
　　活動記録

　かって農作業が一段落する頃になると
あちこちの家から聞こえてきた機織りの
音，昭和３０年代まで，ごく当たり前に
暮らしの中にあった音である。
　「むいむいはたおり教室」は，平成２
年消えかかっていた農家の機織りを同じ
地に生きる女性として身につけ，伝えて
いこうと活動を始める。
　これは，土浦・つくば周辺に伝わる農
家の機織り技術を映像にまとめ紹介した
ものである。

H14 28 成人

38117 おしえてマリリン
ＨＯＷＴＯ資産運用

　資産運用とは何か？や，金融商品の選
び方，証券投資の特徴など資産運用の
HOWTOを基礎から分かりやすく説明す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　 
  金融自由化の波に乗り，商品も複雑に
なっている現在，「自己責任の原則」を
知るためにも参考になる。　　　　　　 
  第１部「基礎編」，第２部「投資編」
の二部から構成されている。

H15 38 一般

38118 ２０世紀
日本の地震災害

　関東大震災をはじめ，２０世紀，日本
を襲った数々の大地震は，防災上重要な
幾多の課題を私たちに投げかけた。
　明日起こるかも知れないこの災害に，
私たちは一体どう備え，対処すればよい
のか，過去の震災を振り返り，その答え
を探る。過去の災害から学んだ教訓を伝
え，２１世紀の防災の礎とする。

H15 40 小・中・高・
一般

38119 不思議な日曜日 　日常生活の中で，仮に税金がなくなっ
たら市民の日常生活はどうなるかと仮定
して考えられたアニメ。火事で被害を被
った若い母と子が高い消化にかかった費
用を請求されたり，信号機が消え交通事
故が増えたり，警察署としての公益事業
が有料化になったりと，税金が無くなっ
たら困る事を知らせる。国民に夢とうる
おいと明るさ安心をもたらす税を訴えて
いる。

H16 16 小･中

38120 ご案内します。

アナザーワールドへ

　税収不足・公債赤字…これからの若い
世代につけをまわす国の税収問題。税の
種類（消費税・所得税）。税が無いと，
学校も不公平になる。公立学校がなくな
る。年金の問題。「税金なんかなくなっ
ちまえばいい」と利己主義に考えてる人
が，税金の使途に目覚める主人公。スウ
ェーデンでは福祉の充実が伝えられてい
るがそれは，給料の50％の高負担がある
からです。豊かな日本の未来の生活を支
えるためには，それ相応の自己負担と税
の使い方を見直すべき時期。

H16 16 小･中

VTR-297



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39001 これからの
エネルギーを考えよう

　石炭の液化，ガス化，太陽エネルギー
地熱，風力，海洋，燃料電池，コ・ジェ
ネレーションなど，耳なれない言葉もあ
るかも知れませんが，近い将来，石油や
ＬＮＧ，電子力とともに，私達のくらし
を支える大切なエネルギーであることを
描いている。

S62 27 成人

39002 考えてみようエネルギー

－マリーの見た
　原子力発電所－

　他の先進諸国にくらべ，エネルギーの
供給構造が脆弱であるわが国は，石油の
代替エネルギーを開発，導入している。
　原子力を中心としたエネルギー情勢を
紹介した作品である。

H1 20 高・成人

39003 ある日の
藤城さん親子

－原子炉の
　暴走は防げるか－

　アメリカで起きた原子炉暴走事故をき
っかけに，アメリカ，日本が実験を重ね
ていき，暴走事故の原因をつきとめる。
　原子力発電所で働く藤城さんは，事故
がおこった時のことを心配する妻と娘た
ちに「よし，それなら一度，研究所を見
に来てごらん」と，自分の仕事場を案内
する。
　貴重な資料を交えながら，今，原子炉
とその安全性について問い直している。

H2 30 成人

39004 石油坊やの話

セット
（１）誕生・発明
　　・輸入
（２）製油所・
　　製品の流れ

　石油の誕生から貯蔵までを扱った「誕
生・発見・輸入」（１５分）と，石油製
品の生産から利用までを描いた「製油所
・製品の流れ」（１７分）の２部により
構成されている。

H1 32 小～成人

39005 石油坊やの話

（１）誕生・発明
　　・輸入

　私たちの身の回りには石油から作られ
たものたくさんある。石油の誕生，石油
の発見，輸入，たくわえについて解説し
ている。

S60 15 小～成人

39006 石油坊やの話

（２）製油所・
　　製品の流れ

　原油を精製する過程で温度の違いによ
っていろいろな製品がうまれる。
そして，その製品の流れを追っている。

S60 17 小～成人

39007 原油から製品まで 　石油から製品にいたるまで，目で見る
ことのできない石油精製工程を，わかり
易くアニメーションで描いている。

S62 20 小・中・
高

39008 石油の探査から
生産まで

　石油の探査から試堀，分析，そして開
発までのいわゆるアップストリー面をわ
かり易くアニメーションで描いている。

S62 20 小・中・
高

39009 新しいエネルギー
の利用

　「新しいエネルギー」開発研究は，
１９７０年代から世界各国で続けられて
いる。この「新しいエネルギー」の開発
研究の状況を，具体的かつ平易に解説し
ている。

H1 20 高・成人

VTR-298



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39010 落語家名人選
－風呂敷－

１．古今亭志ん生

　風呂敷，昔は「風呂敷の間男」といっ
た艶笑落語で戦後志ん生は少し変えて喋
っている。
　小野小町の歌を忘れるがそれを爆笑に
転じてしまう志ん生の魔力的な語り口。
　ゴミの了見，三つ目のボタンなど痛快
なギャグと洒落を聞かせてくれる。

H4 22 成人

39011 落語家名人選
－藪入り－

２．三遊亭金馬

　藪入り，昔江戸や大阪のお店奉公に出
た者が年に二回帰省するもの。
　この咄では，亀吉の奉公先も生家も東
京で三年ぶり，始めての藪入りである。
　下町を愛した金馬の熱っぽい語り口が
抱腹絶例の笑いとともに，深い感動を誘
う。

H4 26 成人

39012 落語家名人選
－花筏－

３．春風亭柳橋

　提灯屋の親方が大関花筏の身代わりに
雇われ留滑稽咄で「提灯屋相撲」ともい
う。
　巡業先で素人相撲の強豪千鳥ケ浜が江
戸の大関花筏に挑戦してくる。提灯屋は
観念して土俵に上がると，思わず南無阿
弥陀仏と唱えてしまう。これを聞いた千
鳥ケ浜は殺されるのかと冷や汗を流す。

H4 19 成人

39013 落語家名人選
－百年目－

４．三遊亭円生

　百年目，店の者にさんざん小言をいっ
て外に出た番頭は封間や芸者が待つ花見
船に消える。船中では飲めや歌えの大騒
ぎ，土手に上がり芸者たちと鬼ごっこ。
　そこへ，花見に来た大旦那と出っ食わ
す。番頭はあわてて店に帰り仮病をつか
い，布団をかぶって寝てしまう。

H4 43 成人

39014 落語家名人選
－笠碁－

５．金原亭馬生

　笠基へぼ碁同士が待ったなしでやりま
しょうと対局し挙句の果ての喧嘩別れ。
　長雨の空を眺めながら，碁敵の現れる
のを待つ心理状態咄の人物の年齢・貫禄
といったものを見事に描き切っている。

H4 30 成人

39015 行

－比叡山，千日回峰－

　千日回峰とは，１０００日もの永きに
わたって毎日４０ｋｍの比叡山を祈り歩
くという天台宗の荒行。
　この千日回峰に励む行者酒井雄哉さん
の驚嘆すべき修行を追うドキュメント。
　行者の生き方，考え方を浮き彫りにし
行と信仰の根源を探る。

H4 50 成人

39016 昭和の名演説

－激動期の
　政治家たち－

　福岡で発見された《政党各派の雄叫び
》と題するフィルムには，戦前の名演説
家として名高い永井柳太郎，中野正剛，
安藤正純ら７人の政治家たちの演説が収
められていた。
　彼らの名演説をもとに激動の昭和を肉
声でつづり，昭和初期の政治状況を思索
する。ギャラクシー月間賞受賞。

H4 65 成人

VTR-299



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39017 ２１世紀の
ブレークスルー

１，新しい素材を
　求めて

　あらゆる技術革新の基盤であり，原動
力である物質材料科学技術に焦点を当て
基礎研究で注目されるものを映像化して
紹介する。
　＜新にいものを作る＞では，高温超電
動物質，＜隠れた機能を引き出す＞では
アメーバーのように動く金の超微粒子，
強磁性非晶質の薄膜，＜機能を組み合わ
せる＞では，セラミックスと金属の傾斜
機能材料，自己修復するジルコニアのイ
ンテリジェント材料等。

H3 30 青年・
成人

39018 ２１世紀の
ブレークスルー

２，ニュー
　フロンティア宇宙へ

　世界の先進国は，宇宙空間の本格的利
用に向けて，２１世紀への雄大な計画を
発表している。わが国も次世代のスペー
スブレーンの開発，有人宇宙基地の建設
などを国産技術で自主開発しようという
壮大なビジョンを打ち出した。
　当番組では，＜宇宙を飛ぶ＞＜宇宙に
住む＞＜宇宙を利用する＞という３つの
面から宇宙科学技術に焦点を当て，わが
国のロケット開発，エンジン開発，日本
人発のスペースシャトルＰＤ毛利さんの
訓練風景，宇宙基地計画，実験棟，無重
力状態を利用した材料の開発等を映像化
して紹介する。

H3 30 青年・
成人

39019 ２１世紀の
ブレークスルー

３，空と海と陸，
　知識を知る

　オゾン層破壊，地球の温暖化，酸性雨
，海洋汚染，熱帯雨林の減少，砂漠化…
地球環境は，世界規模で新たな問題が，
表面化，それらに対応する科学技術一観
測，解明，対策が急務となっている。
　番組では，特に観測面に絞って，＜空
から＞地球観測プラットホーム衛星，熱
帯降雨観測衛星，＜海から＞深海
６５００から見た深海低，トモグラフィ
技術による防災への貢献，＜陸上から＞
地震観測網，深層観測網の整備などを立
体的に描く。

H3 30 青年・
成人

39020 ２１世紀の
ブレークスルー

４，ライフ
　サイエンスの未来

　ライフサイエンスは，エンジニアリン
グによって「観測する科学」から「操作
する科学」へ脱皮したと言われる。この
影響は医療，薬品，農林水産，センサー
技術などあらゆる分野に及んでいる。
　当番組では＜細胞の中＞＜細胞の表面
＞そして，＜生体機能を利用＞という３
本柱を立て，細胞の中での微粒子の運動
，老化に伴う脳のプロスタグラジン受容
体の減少，糖鎖工業，（がんへの応用）
，鞭毛の動きの解明など…さらにヒュー
マンフロンティアサイエンスプログラム
に焦点を当て，基礎研究の充実と国際貢
献を浮き彫りにする。

H3 30 青年・
成人

VTR-300



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39021 馬と祭り

１．東北編

　馬は，神事で使われ，また農耕で使わ
れるなど人間の生活と共にあった。特に
東北地方には多くの馬産地があったり，
南部曲屋等をみてもそのことがわかる。
　ここでは代表的な東北地方の祭りを中
心に，人間の生活と馬のかかわりの深さ
をみることができる。

H2 35 成人

39022 馬と祭り

２．関東編

　埼玉県小鹿野祭流鏑馬，山梨県市瀬の
春駒祭，栃木県小山田村の飾り馬，霞ケ
浦の馬出し祭り，横浜市本牧のお馬流し
の神事など，関東の馬が登場する祭を紹
介した作品である。

H2 34 成人

39023 馬と祭り

３．九州・四国編

　九州と四国の馬と祭りの紹介ビデオ。
愛媛多岐神社の笠鉾祭，加茂神社の御供
馬行事。宮崎田代神社の御田祭，福岡芦
屋町の八朔節句，熊本市藤崎八幡宮の飾
り馬などの記録である。

H4 30 成人

39024 広島に
川は流れる

　広島をはぐくみ守り育ててきた太田川
は，広島の歴史，文化を見つめてきた。
　四季折々の広島の姿を紹介すると共に
平和を願う世界に開かれた都市として，
今日も太田川は流れている。

S59 26 成人

39025 用土と肥料

－知っておきたい
　基礎知識－

　良い土，悪い土見分け方，用土の配合
のしかた，またチッソ，リン酸，カリな
どの肥料の種類と特徴。
　用土と肥料の選び方と実際の施し方を
示す。講師＝平城好明・柳宗民

H4 30 成人

39026 目で見る国会百年 　議会が開設されて百年の歴史を過去の
貴重な映像や歴史文書を交えて紹介する
とともに，議会開設百周年式典の様子も
紹介している。

H4 68 中・高・
成人

39027 念ずれば
花ひらく（１）

－板村真民－

　輝く詞の世界を築き，創作活動によっ
て多くの人に心の安らぎをもたらした板
付真民。その母が，折にふれ口にした言
葉が＜念ずれば花ひらく＞だった。
　真民は幾多星霜の試練を経て，ようや
く母の言う８文字１０音の意味を心中深
く理解するにいたり，これを一遍の詞と
してあらわす。
　訪問インタビュー形式によって真民の
世界に鋭く迫るとともに，真民自身が，
独創的な自作の詞を中心にしながら，仏
教について，そして人生について語る。

H4 40 成人

39028 念ずれば
花ひらく（２）

－板村真民－

　板村真民が，月に１回全エネルギーを
注いで発行している「詞国」についての
対談。
　後半は，第七番目に立てられた「念ず
れば花ひらく」の碑を訪ねて解説してい
る。

H4 40 成人

VTR-301



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39029 セット　　
・原子力と環境
・原子力発電所
　のしくみ

○原子力と環境
・酸性雨による森林破壊・二酸化炭素に
　よる地球温暖化など地球の環境問題が
　クローズアップされているなか，地球
　環境にやさしいエネルギーとは何か？
　環境保護の視点から将来のエネルギー
　を問う。　　　　　　　　（１１分）
○原子力発電所のしくみ
・ドイツのバイエルン地方で実際に稼働
　しているグンドレミンゲン原子力発電
　所を中心に原子力発電所のしくみや，
　重要性として幾重にも施されている安
　全装置に裏付けされる安全性を紹介し
　ていく。　　　　　　　　（１３分）

H5 24 小（高）
・中・高
・成人

39030 科学技術が
世界を結ぶ

－アルキメデス
　の探検－

　地球環境を守るため原子力発電その他
諸々の科学技術をわかりやすく紹介して
いる。

H5 20 中・高・
成人

39031 世界の人と馬の文化
ｼﾘｰｽﾞ6
遥かなる騎馬の民

－ハンガリー
　大平原の人と馬－

　ハンガリー，自らをマジャールスと呼
ぶ誇り高き騎馬遊牧民の末裔たちの住む
国，ブスタと呼ばれる大平原では今も牛
を飼い，羊を飼い馬を追う人々の暮らし
が残っている。
　勇壮な騎馬民族の文化と，華麗なヨー
ロッパの文化が結びつき花開いた国，ハ
ンガリーの魅力を描いている。

H6 47 成人

39032 THE　EGG　STORY

１．タマゴが食卓に
　届くまで

　卵が合理的に生産されていく過程を，
資料の安全性・効率化と鶏の改良による
性能アップ・農場の衛生管理を通し，店
頭に並ぶまでをわかりやすく紹介してい
る。

H6 15 小・中・
成人

39033 THE　EGG　STORY

２．タマゴをおいしく
　，かしこく食べる

　すべての食品にはそれぞれ栄養的な価
値があり，病気予防と健康作りのために
は，それらを満遍なく取ることが重要で
ある。
　卵もその一つで賢い組み合わせですば
らしい食品になることを説明している。
　また，卵の持つ栄養的な優位性を成人
病予防の視点を中心にコレステロール等
の誤解を招きがちな事項を正しく解説し
ている。

H6 15 小・中・
成人

39034 THE　EGG　STORY

３．タマゴの
　いろいろな利用法

　気泡性，熱凝固性，乳化性，結着性等
の卵の性質を活用した様々な料理，お菓
子，調味料などを紹介し卵に含まれてい
る成分の薬用への活用，リゾチュウム・
レシチン・その他新しい開発の可能性に
ついて解説している。

H6 15 小・中・
成人

VTR-302



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39035 THE　EGG　STORY

４．タマゴからの
　メッセージ

　卵の安さの秘密，鶏の改良，資料と設
備の改善，流通の合理化などの，生産努
力，赤玉白玉の違い，黄身の色，鮮度の
見分け方，生卵とゆで卵消化率などの疑
問に答える。
　加工品，マヨネーズ，スコッチエッグ
，カルシューム剤などについて解説して
いる。

H6 15 小・中・
成人

39036 THE　EGG　STORY

５．これは知って
　おきたいタマゴ
　料理のコツ

　「ゆでる，煮る，揚げる，炒める，蒸
す，焼く」の六つの基礎料理を解説して
いる。
　一つ一つのやさしそうに見えて，以外
と難しいタマゴの性質を捉えながら，楽
しく料理のコツを披露している。

H6 15 小・中・
成人

39037 馬と祭り

－中国・近畿編－

　馬と信仰，人と馬のかかわりや文化に
ついて，奈良の石上神宮，滋賀県多賀大
社，若宮八幡宮，島根県隠岐島の玉若酢
命神社等々の，神事や祭礼を紹介してい
る。

H6 30 成人

39038 落語特選集

１．文七元結

　昭和の名人といわれる六代目三遊亭円
生の高座。ばくち好きの長兵衛と，その
女房。娘のお久の人物描写は円生の独壇
場。娘が吉原へ身を売りそのお金を文七
という見ず知らずの商店の手代にやって
しまう。ここの場面の心理描写は円生な
らでは。
　クライマックスは聞いている人の感動
をさそってしまう。円生の話芸の奥の深
さを味わわせてくれる作品。

H7 30 小・中・
高・一般

39039 落語特選集

２．三十石

　昭和の名人といわれる六代目三遊亭円
生の高座。京都と大阪を結ぶ三十石船の
一晩の舟旅を描いた作品。
　当時の人々の生活や風俗が円生の話芸
で聴いている人の目の前にありありと再
現されてくる。船頭の歌う歌声をお得意
の声でたっぷりと聴かせてくれる。

H7 30 小・中・
高・一般

39040 落語特選集

３．文違い

　昭和の名人言われる六代目三遊亭円生
の高座。女性の心理描写を小さい部分に
至るまで，手をぬかずきちんと聴かせて
くれる。

H7 30 小・中・
高・一般

39041 落語特選集

４．淀五郎

　昭和の名人といわれる六代目三遊亭円
生の高座。歌舞伎役者淀五郎，彼がもら
った役が忠臣蔵四段目の判官。有名な判
官切腹の場面。
　しかし，どうも役作りがうまく行かな
い。歌舞伎役者の世界まで円生がわかり
やすく説明している。とてもよくできた
サゲで小気味よく演じている。

H7 30 小・中・
高・一般

39042 落語特選集

５．百川

　昭和の名人といわれる六代目三遊亭円
生の高座。江戸にあった「百川」という
料理屋の宣伝のためにできたは噺，本当
にあった話を脚色して作られた作品であ
る。

H7 30 小・中・
高・一般

VTR-303



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39043 落語特選集

６．ミイラ取り

　昭和の名人といわれた六代目三遊亭円
生の高座。色街に遊びに出たまんま帰っ
てこないある店の若旦那。
　番頭さんや出入りの大工の棟梁らが連
れ戻そうとするが，ミイラ取りがミイラ
になってしまう。 後に出てきたのが飯
たきのごんべいさん。威勢よく色街に出
て行くが…。　

H7 30 小・中・
高・一般

39044 落語特選集

７．包丁

　昭和の名人といわれる六代目三遊亭円
生の高座。友だちに自分の女房を口説か
せようとする男。
　その話に気は乗らないまでも加わる男
そうとはしらない女房。中で円生が酒に
酔いながら小唄を唄いながら口説く場面
が実にいい。

H7 30 小・中・
高・一般

39045 落語特選集

８．小言幸兵衛

　昭和の名人といわれる六代目三遊亭円
生の高座。何につけても一言文句を言わ
なければ気がすまない大家の幸兵衛さん
，長屋一回りする間に小言をまき散らし
て帰ってくる。そんな大家さんの所に家
を借りにきた。

H7 30 小・中・
高・一般

39046 落語特選集

９．後家殺し

　昭和の名人といわれる六代目三遊亭円
生の高座。非常に珍しい話，現在の落語
家さんの中ではあまりこの噺をやるかた
がいなくなってしまった。語り部円生の
話芸の広さが味わえる。

H7 30 小・中・
高・一般

39047 落語特選集

１０．蛙茶番

　昭和の名人といわれる六代目三遊亭円
生の高座。茶番というのは芝居のこと，
それも素人芝居，昔はそこここの村や町
内で自分たちが舞台を作り自分たちが役
者になって茶番を楽しんだとか，蛙だっ
て楽しみたい。

H7 30 小・中・
高・一般

39048 歌舞伎鑑賞入門

１，荒事　
－スパーマンは少年－

　日本の伝統芸能「歌舞伎」をわかりや
すく説明したものである。舞台「暫く」
を中心に説明している。
　役者「市川団十郎」「尾上松緑」「中
村歌右衛門」「尾上梅光」

H7 30 小・中・
高・一般

39049 歌舞伎鑑賞入門

２．和事　
－金も力もない男－

　日本の伝統芸能「歌舞伎」を解りやす
く説明したものである。舞台「心中天網
島」を中心に説明している。
　役者「中村雁次郎」「中村扇雀」「片
岡仁左右衛門」「片岡我童」

H7 30 小・中・
高・一般

39050 歌舞伎鑑賞入門

３．所作事　
－歌舞伎は踊りから－

　日本の伝統芸能「歌舞伎」を解りやす
く説明したものである。舞台「京鹿小娘
道成寺」（きょうかのこむすめどうじょ
うじ）を中心に説明している。
　役者「中村富十郎」「市川佐団次」長
唄「松島庄十郎」竹本連中

H7 30 小・中・
高・一般

39051 歌舞伎鑑賞入門

４．時代物　
－義理と人情の
　板ばさみ－

　日本の伝統芸能「歌舞伎」を解りやす
く説明したものである。舞台「仮名手本
忠臣蔵」を中心に説明している。
　役者「松本白鵬」「中村吉右衛門」

H7 30 小・中・
高・一般
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教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39052 歌舞伎鑑賞入門

５，世話物　
－庶民の代表選手－

　日本の伝統芸能「歌舞伎」を解りやす
く説明したものである。舞台「新版歌祭
文」ー野崎村の段ーを中心に説明してい
る。
　役者「中村勘三郎」「中村勘九郎」
「沢村籐十郎」「中村時蔵」

H7 30 小・中・
高・一般

39053 文楽鑑賞入門

１．語って弾いて
　動かして　
－大夫・三味線
　・人形の役割－

　日本の伝統芸能「文楽」を解りやすく
説明したものである。語りの太夫さん，
曲の三味線，人形を動かす人の協力によ
って文楽が成り立っていることを説明し
ている。　

H7 30 小・中・
高・一般

39054 文楽鑑賞入門

２．顔にもいろいろ
　ありまして　
－首の種類と性格－

　日本の伝統芸能「文楽」を解りやすく
説明したものである。多くの人形の首の
種類と性格の説明。　

H7 30 小・中・
高一般

39055 文楽鑑賞入門

３．泣いて，笑うて　
－人形の動きと表現－

　日本の伝統芸能「文楽」を解りやすく
説明したものである。人形の様々な動き
と表現法の説明。　

H7 30 小・中・
高・一般

39056 文楽鑑賞入門

４．すまじきものは
　宮仕え　
－武士の世界－

　日本の伝統芸能「文楽」を解りやすく
説明したものである。時代物といわれる
ジャンル，その主人公たる武士の世界の
説明。

H7 30 小・中・
高・一般

39057 文楽鑑賞入門

５．好いて，好かれて　
－庶民の世界－

　日本の伝統芸能「文楽」を解りやすく
説明したものである。庶民の世界，男と
女の心のひだにふれる世界を人形で表現
していく。

H7 30 小・中・
高・一般

39058 能・狂言鑑賞入門

１．手足こそ心

　日本の伝統芸能「能・狂言」を解りや
すく説明したものである。舞台「羽衣」
「舟弁慶」

H7 30 小・中・
高・一般

39059 能・狂言鑑賞入門

２．舞台をいろどる
　人々

　日本の伝統芸能「能・狂言」を解りや
すく説明している。舞台「翁」｢道成寺｣
「石橋」「紅葉狩」「清経」

H7 30 小・中・
高・一般

39060 能・狂言鑑賞入門

３．能面・喜怒哀楽

　日本の伝統芸能「能・狂言」を解りや
すく説明したものである。
舞台「隅田川」

H7 30 小・中・
高・一般

39061 能・狂言鑑賞入門

４．能の履歴書

　日本の伝統芸能「能・狂言」を解りや
すく説明したものである。
舞台，「猩々乱」「烏帽子折」
 　　

H7 30 小・中・
高・一般

39062 能・狂言鑑賞入門

５．笑いの本質

　日本の伝統芸能「能・狂言」を解りや
すく説明したものである。
舞台「二人大名」（大蔵流）｢棒しばり｣
（和泉流）

H7 30 小・中・
高・一般

39063 能・狂言鑑賞入門

６．わわしい女

　日本の伝統芸能「能・狂言」を解りや
すく説明したものである。
舞台「因幡堂」「手説狂言・附子」（日
本ろう者劇団）

H7 30 小・中・
高・一般

VTR-305



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39064 世界は友だち

－国際社会で
　活躍する日本人－

１，現在豊かな日本で暮らす私達は，世
　　界の人々に対して，今，何をなすべ
　　きでしょうか。
２，「人道・難民支援」｢政府開発支援｣
　　「国際　連合」「民主化支援」「平
　　和協力」「世界経済への協力」の各
　　分野で国際的に活躍する日本人の紹
　　介。
３，中学・高校の社会科や特別活動の学
　　習教材として，また一般の方々にも
　　我が国の国際協力についての問題意
　　を喚起するのに役立つ。

H7 26 中・高・
一般

39065 カード会社の
基礎知識

　クレジットカードは便利な道具である
が，同時に危険な罠でもある。カードを
「打ち出の小槌」と安易に思った瞬間，
カードは危険な罠に変わる。
　カードを利用することはお金を借りる
ことだということを理解させ，多様化す
る経済社会の中で，賢明な判断と責任あ
る意志決定のできる能力を啓発するもの
である。

H8 19 高・成人

39066 ＡＰＥＣとは何？

－ＡＰＥＣの目指す
　方向と日本の役割－

　人口で世界全体の４割，国内総生産で
５割を越えるまでになったＡＰＥＣ（ア
ジア太平洋経済協力）は，アジア太平洋
地域での経済面の協力において中核的役
割を果たしている。
　そのＡＰＥＣにスポットを当て，歴史
とあらまし，２１世紀に向けての我が国
の役割などを描いている。

H8 26 中・高・
一般

39067 レクイエム・５０

北千島 北端
・占守島の戦後

　第二次世界大戦末期占守島の守備につ
いていた日本軍兵士が終戦３日後に突如
攻め込んできたソ連軍と交戦，そのため
終戦により帰還を目前にしていた数多く
の日本軍兵士が帰らぬ人となってしまっ
た。
　それから５０年厚生省主催による日本
兵の遺骨収集と慰霊巡拝がようやくのこ
とで実現し，遺族や関係者が現地を訪れ
ることができた。その時の記録である。

H8 97 一般

39068 世界の人と馬の文化
ｼﾘｰｽﾞ9
英国王室の伝統を
守る騎兵

－トウルーピング
　・ザ・カラー－

　イギリスは世界に誇る馬の文化と歴史
の國である。そして英国王室は，現代に
おいてもこの馬の文化と深く関わってい
る。
　この馬の文化の歴史と英国王室の関わ
りを，王室近衛兵を中心に描いたもので
ある。　

H8 45 一般

39069 くらしとともに
造幣局

－造幣局の案内－

　造幣局を身近なものと感じてもらうた
めの紹介ビデオである。
１，貨幣制度の歴史
２，造幣局が果たした役割…時代と共に
　　歩んだ
３，貨幣製造の過程…五百円の製造過程
　　の紹介
４，その他の造幣局の仕事…記念貨幣の
　　製造，貨幣材料の分析
５，造幣博物館の紹介。

H9 20 中・高・
一般

VTR-306



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39070 地に山に海に

－農林水産
　リポート－

　世界の食糧事情，日本の食糧・農林水
産業の現状を知り，これからも豊かな生
活を続けていくために，地球規模で理解
し，考えていく必要があるために制作さ
れている。
　地・山・海と三部に分けて，日本，世
界の視点から，環境問題を含めて理解さ
せようとしている。

H9 60 中・高・
一般

39071 ＮＧＯ国際貢献

はばたけ！２１世紀
を担う青年たち

　オイスカが実施している海外での農業
協力・植林活動などの様子を，パプアニ
ューギニア，ミャンマーを対象に取りあ
げ，ＮＧＯの国際協力活動の一端を紹介
している。
　併せて，海外研修生受け入れ活動の紹
介を通じて，人づくり協力の重要性と，
海外と日本との関連について描写してい
る。

H9 25 高・一般

39072 世界の人と馬の文化ｼﾘｰ
ｽﾞ10悠久の大地を駈ける

－中央アジアの
　少年と馬－

　雄大な草原が続く中央アジアで暮らす
騎馬遊牧民。彼らは，遙か昔スキタイの
時代から，馬を商って，馬を使い，馬と
生きてきた。
　何世紀にも渡って続けられてきた彼ら
の暮らしは，父から息子へ母から娘へと
騎馬民族の誇り高い伝統とともに合い受
け継がれていることを美しい映像で紹介
している。

H10 45 中・高・
一般

39073 おしえて！アグリ
〔平成９年度版〕

　社団法人「農林放送事業団」が農林水
産省の委託を受け制作した作品である。
　内容は農林水産業の現状と役割を紹介
したものである。所得水準の向上と食生
活の高度化で，海外への依存度が高くな
った問題点や，水産物確保のための「Ｔ
ＡＣ制度」等々，我々の食生活のあり方
や農林水産業の問題点などをわかりやす
く描いている。

H10 45 一般

39074 脳科学への招待 　２１世紀に残された大きなフロンティ
アである脳科学研究について，現状，今
後の計画を入門的なことから専門的なこ
とまで触れ，特に，将来の研究者の卵と
まで言える高校生，大学生に対して，興
味のもてる内容になっている。
（脳を知る・脳を守る・脳を創る）
　　　

H10 24 高・一般

39075 世界の人と馬の文化
ｼﾘｰｽﾞ11
華麗なるフランス
騎兵連隊

－歴史を築く
　栄光の騎士たち－

　華やかなパリの文化，美しいノルマン
ディー地方の牧場，今も馬を大切にして
いる貴族の暮らし，世界の馬術界の頂点
に立つソミュール国立馬術学校などを描
き，フランス人と馬の文化を背景に騎兵
連隊の伝統と誇りを受け継ぐ男たちの姿
を追いかけている。

H10 45 中・高・
一般

VTR-307



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39076 世界の人と馬の文化
ｼﾘｰｽﾞ12
走れ！一家の
夢をのせて

－スイスの馬祭り－

　スイス，アルプスの高原。
　セーニュレージュ村で馬とともに暮ら
すボーム一家を中心に，２人の娘ファビ
エンヌ（１６才）とセシル（１２才）た
ちの馬とふれあう姿を心温まるドキュメ
ントとして描いている。　
  スイスでは，馬は人とともに暮らして
いくパートナーとして昔から欠かせない
存在であり，四季折々の美しい自然の中
で繰り広げられる，人と馬のドラマを追
いながら，この村の馬祭りの荷馬車レー
スをクライマックスシーンにしている。

H11 45 中・高・
一般

39077 おしえて！アグリ
〔平成１１年度版〕

　このビデオは，平成１１年度制作した
テレビ番組「おしえて！アグリ」の総集
編である。
　内容は，日本の農林水産業の現状，私
たちの食料や地球環境問題，農山村の多
面的機能，農林水産業の担い手について
新しく制定された「食料・農業・農村基
本法」の考え方に沿って紹介している。

H12 45 小・中・
高・一般

39078 世界の人と馬の文化
ｼﾘｰｽﾞ13
ジオストラの
熱い一日

－イタリア・
トスカーナの
馬上槍試合－

　イタリア・トスカーナの地方に今も受
け継がれている伝統の騎士道文化を中世
そのままに行われる馬上槍試合を中心に
人と馬とのダイナミックなドラマとして
描いたもので，社会教育の面から非常に
価値の高いものである。　

H12 45 一般

39079 おしえて！アグリ
〔平成１２年度版〕

　平成１２年度制作したテレビ番組「お
しえて！アグリ」の総集編である。
　島崎俊郎，他女性３名が農林水産業の
現地からフレッシュな話題をリポートし
ている。
　内容は，始めに「山村，農村，漁村の
役割について考える。」次に，「農林水
産業の持続的な発展について考える。」

後に，「食料の安定供給について考え
る。」という構成になっている。

H13 40 小・中・
高・一般

39080 世界の人と馬の文化
ｼﾘｰｽﾞ14
ショーロホフの春

－風に乗って駆ける
　コサックの少年－

　馬のシルクロードの要衝の地南ロシア
で，コサックであり，ロシアの文豪でも
あるショーロホフの生誕を祝って催され
る，コサックの馬の祭りを，それぞれに
出場する少年と祖父のふれあいを中心に
描いたもので，社会教育の面から価値が
高い。

H13 45 中・高・
一般

39081 おしえて！アグリ
〔平成１３年度版〕

　平成１３年度製作した番組「おしえて
！アグリ」の総集編である。島崎俊郎，
他女性３名が農林水産業の現場からフレ
ッシュな話題をリポートしている。
　内容は，「みんなで出かけよう」「グ
リーンツーリズムってな～に」「あなた
の食生活は大丈夫ですか」の３部構成で
森林，山村，農業・農村の機能について
説明し，農水産の食品生産の現状を紹介
しつつ，生ゴミのリサイクルと食生活の
無駄をなくすことを訴えている。

H14 30 小・中・
高・一般

VTR-308



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39082 世界の人と馬の文化シリ
ーズ１５
メアフェルトの風

－ドイツ・勇壮な野生馬
の祭り－

　ドイツからヨーロッパ 後といわれる
野生馬を１００年以上も守り続けてきた
男たち，その男たちと野生馬が年に一度
だけ繰り広げる勇壮な野生馬の祭りを描
いたドキュメンタリーである。
　さらに，ドイツ南部の街ランツフート
に伝わる馬上槍試合とドイツの人たちが
守り続ける，人と馬の文化，馬に寄せる
深い愛情を描いた作品である。

H14 45 中・高・一
般

39083 おしえてアグリ
［平成１４年度版］

　平成１４年度に制作したテレビ番組「
おしえて！アグリ」の総集編で，農業や
農村の役割などについて紹介する。　　 
  「たんぼへでかけよう」と私たちの食
生活に大切な「だいじょうぶ？あなたの
食生活」の二話を紹介する。　　　　　 
  このビデオは，次の世代につなぐ農業
や農村の整備事業についてまとめたもの
である。

H15 30 小・中・高・
一般

39084 世界の人と馬の文化シリ
ーズ１６
天空の秘境を駆ける

－カンゼチベット族の馬
祭り－

　純朴に暮らす遊牧民たちの楽しみは，
毎年８月に行われる，盛大な馬祭りだ。
　草原は馬と人で覆い尽くされ，華麗な
乗馬が次々と披露されていく。この作品
は，中国四川省の標高４０００ｍの高地
にある大草原で繰り広げられるカンゼチ
ベット族の馬の祭りを人々の生活ぶりと
合わせて描いたもので，人と馬との絆を
紹介したものである。　

H15 45 中・高・一
般

39085 おしえてアグリ　　　　　   
[平成１５年度版]

　私達の毎日の健康な生活を支えている
食事。ここでは「安全安心な食料供給と
命を支える食」について考えようという
内容です。例えば日頃食べている鶏の唐
揚げについても鶏肉製造加工業者を手掛
りに生産者まで追跡するシステムが作ら
れています。それをトレーサビテイ（追
跡可能性）と呼び，①食品事故が発生し
た場合の製品の回収や原因究明，②食品
の安全性や品質表示に対する消費者の信
頼確保に努めています。その他，食品の
リスク分析や，郷土の良さを見直す郷土
伝承料理講習会の様子や，食生活指針に
関する身近な10か条等が紹介されていま
す。

H16 30 小･中･高･
一般・

39086 もっと知りたい元気のもと

～食育と食生活指針～

　私たちが心も体も元気で健康な生活を
送るためには，好き嫌いをしないでバラ
ンスのよい食生活を送ることが大切であ
る。「食生活指針」を参考に自分たちの
食生活について考え，農業や食事の大切
さを学び，食について自分たちで考える
力をつける「食育」の取り組みについて
紹介している。

H17 10 成人

VTR-309



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

一般教養

39087 おしえてアグリ！　前編
　　（平成１７年度版）

　平成１７年度製作したテレビ番組「お
しえて！アグリ」の総集編である。　　 
  農林水産業の 新の情報を提供してい
る。　　　　　　　　　　　　　　　　 
  都市と農村漁村の共生・対流をテーマ
に，「みんなの里山を守れ」と「農業っ
て楽しい！」，地産地消の取組について
「地場野菜を食べよう」，食育の推進に
ついて「食育で元気あっぷ」，水産業・
漁業の多面的機能をテーマに「みんなで
海を体験しよう」，地産地消の取組につ
いて「環境にやさしい農業をエコファー
マーから」の６作品が収録されている。

H18 80 小・中・高・
一般

39088 おしえて！アグリ　後編
　　（平成１７年度版）

　平成１７年度作成したテレビ番組「お
しえて！アグリ」の総集編である。　　 
  農林水産業の 新の情報を提供してい
る。　　　　　　　　　　　　　　　　 
  情報付き農産物について「情報付き野
菜を探れ！」，地産地消について「特産
品でイメージアップ」，地域振興の取組
について「中身で勝負！楽しい農業」，
立ち上がる農村漁村をテーマに「立ち上
がれ！森林を守るために」，食育の推進
について「学校給食で食育を」，地域資
源の保全管理について「みんなで守ろう
！きれいな水」　　　　　　　　　　　
の６作品が収録されている。

H18 80 小・中・高・
一般

VTR-310



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

産業・技術

41001 精密度の追求

－ネジ・歯車
　・ベアリング－

　機械を構成する基本的要素，ネジ・歯
車・ベアリングの製造工程を紹介し，日
常用品から精度の高い製品にまで利用さ
れていることを理解させる。

H1 25 高・一般

41002 未来への創造 　企業のもつ先進性，技術力，国際性を
事業本部別にその規模，開発技術を紹介
して，世界における日本のエレクトロニ
クス技術を理解させる。

H1 29 高・一般

41003 藻場（もば）

－魚たちの
　ゆりかご－

　海底の深さや場所に応じて，色々な海
藻が育ち藻場を形成している。
　この藻場を形成する代表的な海藻の生
体を見せながら，藻場の持つ機能（魚貝
類の生活の場）を具体的に映像化してい
る。また環境破壊を防ぐための努力の姿
を描いている。

H2 30 中・高・
一般

41004 豊かな未来を創る

－若い
　エンジニアたち－

　２１世紀に向けて，開発の進む機械工
業。アメリカシリコンバレーの近くで，
進むロボット開発，アメリカ向けＩＣの
維持管理改善に取り組むＮＥＣ，総合科
学研究所の照明開発，超電導技術開発に
よるスクリューのない超高速船ヤマト１
号，日本版スペースシャトルの開発など
柔軟な思考を駆使して活躍する若いエン
ジニアの紹介である。

H2 25 一般

41005 高圧力の世界 　圧力は温度と並んで，物質を支配する
も基本的なファクターで常識では考え

られない現象が起きる。
　ここでは熱い氷，身の回りの圧力，超
高圧発生装置高圧力の効果と利用等，無
限の可能性を持つ，不思議な高圧の世界
を紹介している。

H5 23 高・一般

41006 ＴＨＥ
ＡＬＵＭＩＮＩＵＭ

－ザ・アルミニウム－

　アルミニュームは鉄に次いで身近な金
属である。その原料であるボーキサイト
の露天掘りから製造の模様，さらに強度
を増すための工程が紹介されている。
　航空機は勿論，自動車の軽量化さらに
アルミの持つ優れた特性が先端技術の分
野で脚光を浴びている。

H4 21 高・一般

41007 みらいテレビ
科学でＧＯ

　フライト・シュミレータ・コンピュー
タ・グラフイックスから噂のニューメデ
イアまでの 先端科学情報を網羅。

H5 25 中・高・
一般

41008 みえないパワー

－チェーン
　・バネ・油圧－

　機械産業広報（日本の機械工業シリー
ズ第２作）チエーン・バネ・油圧を解り
やすく紹介している。

H5 23 中・高・
一般

VTR-311



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

産業・技術

41009 自然と叡智の結晶
・塩ビ

　石油製品のプラスチックはガラスや金
属などの素材に比べ軽く腐食しにくいな
どの特徴がみられるため日常生活のさま
ざまな場面で利用されている。
　その中で塩ビ（ポリ塩化ビニル）は省
資源型プラスチックとして注目されてい
る。その塩ビについて製造法や用途例の
紹介，リサイクルなどについてわかりや
すく解説している。
　第３１回日本産業映画・ビデオコンク
ール「奨励賞」受賞

H6 20 小・中・
成人

41010 安全な道，限りなく 　工業製品の安全対策について国鉄の車
輌連結器の改善から「危険を 小限にす
る話」「システム多重化の話」「機械に
安全を作り込む話」等に分け，タイタニ
ックの事故，自動車，エレベーター，石
油タンカー原子力の多重防護等を事例に
取りミスや事故を 小限にくい止める工
夫を解りやすく説明している。

H6 16 小・中・
一般

41011 ＳＥＶＥＮ　ＩＮ
ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ

－北野博士，女性
　サイエンティスト
　と語る－

　工学博士，北野太さんが七人の女性科
学者にインタビュー。
　遺伝子・原子・海底・宇宙等の不思議
を解き明かし，日本の科学技術を支える
彼女たちのワンダーランドをのぞいてみ
る。　

H6 25 小・中・
一般

41012 石油トラベル

セット　
１誕生・発見
　・輸入備蓄　　
２精製・流通・
　環境対策有効利用

　私達の暮らしを支える石油資源をコン
ピューターグラフイックスでアニメ化し
解りやすく説明している。
１，石油誕生の秘密や輸入，備蓄につい
　　て説明している。　　　（１３分）
２，石油の精製のしくみ，環境対策，有
　　効利用を説明している。（１７分）

H6 30 小・中・
一般

41013 ルーシーの挑戦

－エネルギー
　１００万年の旅-

　約百万年前「火」の発見から現在に至
るまで，人類がどのようにしてエネルギ
ーと関わってきたのかを面白く解りやす
く紹介している。

H6 25 小・中・
高・一般

41014 橋は生きている

－児島・坂出ルート
　架橋技術－

　本州四国連絡橋公団が建設した「瀬戸
大橋」の記録映画で，長大吊り橋の持つ
柔構造-生きているかのようにしなやかに
動く鉄道緩衝桁や橋の風への対応，列車
走行試験の映像-などが見られる。

H8 34 高・一般

41015 明石海峡大橋

－１９９５年１０月－

　神戸市と淡路島を結ぶ「明石海峡大橋
は平成９年度末の完成を目指して急ピッ
チで建設が進められている。
　潮流がとても激しい上，多数の船舶が
行き交う厳しい建設条件で，完成すれば
世界一の吊り橋となる工事の様子を紹介
したものである。

H8 21 高・一般

41016 日本の
機械工業シリーズ

超精密加工　　

　日本の機械工業の 先端の超精密加工
の技術をミクロからマクロまでを具体的
に，削る，磨く，切るといった分野を説
明している。

H8 21 高・一般

VTR-312



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

産業・技術

41017 無限の可能性を
求めて

　これは新エネルギー・産業技術総合開
発機構（ＮＥＤＯ）の事業紹介である。
　新エネルギー，産業技術総合開発は，
第２次石油危機直後に設立された特殊法
人である。
　近年，エネルギー問題，地球環境問題
に世界レベルで高い関心を集めている現
状であり，新エネルギーや産業技術の中
核的推進母体としてＮＥＤＯに対する期
待も高まっている。　

H8 19 一般

41018 海運の工夫
・技術シリーズ　１
豊かさを運ぶ海の道

―エネルギー資源―

　日本の海運が，世界でもトップレベル
の船隻を保有し，高度な運行技術で物資
を大量に運び，世界の貿易を盛んにする
と共に経済の発展に貢献している。　　 
  この日本の海運がトップクラスを維持
しているのは，絶えず運行のための工夫
と技術の革新を行っているからである。
　それとオイルタンカー，ＬＮＧの航海
する過程を通して，工夫と技術の革新を
紹介している。

H8 20 一般

41019 ベイエリアの
新しいモニュメント

－鶴見つばさ橋－

　鶴見つばさ橋には我が国の架橋技術の
粋が結集されている。
　さまざまな制約を伴う海上での長大橋
の建設記録を通して，台風や地震に強い
鶴見つばさ橋の特徴を紹介している。

H9 24 高・一般

41020 日本の
機械工業シリーズ

大きな精密機械
－エンジン－

　大きな精密機械であるエンジンは常に
重要な動力機械として開発が進められて
いる。
　「早い，強い，高い効率」を目標に，
社会のニーズにこたえるべく，たえず研
究・開発が行われていることをゼットエ
ンジン，自動車のエンジン等を例にとり
詳しく説明している。

H9 23 一般

41021 日本の
機械工業シリーズ

機械の感覚器官
－センサー－

　機械産業広報“日本の機械工業シリー
ズ”第１６作。
　「センサー」が私たちの生活を豊かに
していることや未来の私たちの生活をど
う変化させるかなどを具体的な活用事例
でわかり易く紹介している。

H10 22 中・高・
一般

41022 日本の
機械工業シリーズ

－未来につなぐ
　名工の技－

　いい機械を作りたい， 高級の製品を
作りたい｡その実現には，研ぎすまされた
熟練技術者の経験と勘だけが頼りの手作
業しか残されていない。
　長い経験と勘に裏付けられた名工たち
の姿，そして，未来の名工をめざす新し
い世代への職人技の伝承について紹介し
ている。

H11 23 中・高・
一般

VTR-313



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

産業・技術

41023 ２０世紀の科学技術
を振り返って
“不思議”がひらく
科学のとびら

　２０世紀，人類はかってない科学技術
の進歩を遂げた。
　新世紀のみならず，新たな千年紀を迎
える今，こうした科学技術の成果を具体
的に映像で紹介しているので参考になる
と考える。
　科学者が抱く旺盛な好奇心と疑問から
始まり，「なぜだろう，不思議だな」と
いう素朴で純粋な驚きと興味である。
・イントロダクション
・駆け足で見る２０世紀の科学
・地球をさぐる
・医療・生命での成果
・先端科学の成果
・宇宙への飛翔
・月を知ることの意味
・２１世紀の青少年へ送るメッセージの
　内容になっている。

H11 40 中・高・
成人

41024 日本の機械工業
シリーズ

環境との共存を
めざして

　世界的に頻繁化している異常気象の
大の原因と考えられる地球温暖化。また
酸性雨，砂漠化，オゾン層破壊，公害問
題など，我々の周りには解決しなくては
ならない環境問題が数多くある。
　そのため，世界的レベルで地球環境保
全に取り組んでいる。日本の産業界でも
製品作りからサービスに至るまで，あら
ゆる面で努力している。
　本ビデオでは，環境を守り，かけがえ
のない美しい地球を次の世代に引き継ぐ
ため，企業が自らの理念として，環境と
の共存というテーマに真剣に取り組んで
いる姿を紹介している。

H12 20 小・中・
高・成人

41025 日本の
機械工業シリーズ

ものづくり
フロンティア

　今，私たちの前にものづくりのフロン
ティアが広がっている。
　ユーザーの立場で加工を行っている製
造現場，女性デザイナーや若手技術者，
福祉食器具メーカーやロボットメーカー
の従業員，おもちゃを修理する「おもち
ゃの病院」の人々，ものへの愛情を育て
技術を高めている工業高校の生徒たちの
姿を通して，ものづくりの魅力，大切さ
そして，新しいものづくりについて紹介
している。

H13 22 中・高・
一般

41026 日本の機械工業シリーズ
はかる

未知なる世界との対話

　長さ，時間，重さ…等，様々なものを
「はかる」行為が私たちの生活を空気の
ように包み込む形で存在している。　　 
  そして，「はかる」という行為は現在
でも極限を目指し，日々進化を続けてい
る。　　　　　　　　　　　　　　　　 
  ある限界をクリアすると，次なるオー
ダーへの挑戦が始まる…それを繰り返し
ながら，気の遠くなるような限界に挑戦
することを使命として各分野で働く技術
者たちを紹介する。
　　　　　　　　　　　　　

H14 23 高・一般

VTR-314



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会教育・その他

42001 おまえの名は
サラブレッド

　名馬に育てたいという願いは，サラブ
レット生産者すべての夢である。
　一頭のサラブレットに，どれだけの歴
史と人間の情熱が注がれているかを，モ
ンテプリンス，サーペンプリンスの関係
者を中心に描いている。

S62 35 一般

42002 北の牧場 　日本在来馬の一種である｢北海道和種｣
の牧場と呼ばれる馬の生態を，放牧中に
四季を通し記録したものである。

S62 30 一般

42003 アクアの肖像

－横濱水道物語－

　日本における近代水道は横浜に始まっ
た。開発当時，横浜には水がなく，井戸
水は塩分を多量に含み使いものにならな
くなった水を，日本で初めて近代水道が
誕生するまでの苦労がドキュメンタリー
形式で描かれている。

S62 30 高・一般

42004 ＮＯ！というのも
親の愛

　親の顔が見たいと思うような青少年の
事件が頻発しているが，それは何故か。
　三遊亭円楽の辛口家庭教育論をベース
に，子供の真の幸せとは何か，立派に育
てるために親は何をなすべきか。
　本当の意味の親の愛情とは何かを問い
かけている。

H5 30 中・
ＰＴＡ・

一般

42005 親の目子の目

－ふうちゃんの
　お弁当－

　民間放送教育協会制作・文部省協力番
組「親の目子の目」の平成４年度文部大
臣賞作品は「ふうちゃんのおべんとう」
に決定した。
　高校生，ふうちゃんの役割，お弁当作
りや掃除を通してふうちゃん一家の家庭
生活や高校生の考え方，生き方を紹介し
ている。

H6 30 高・一般

42006 明日への学び

－生涯学習社会を
　めざして－

　生涯学習という言葉は，一般の人々の
間でも広く使われるようになり，さまざ
まな活動も現在活発に行われている。
　この作品は，生涯学習という概念の正
しい理解と，人々が生涯自由に学習の機
会を選択して学ぶことができ，その結果
が適切に評価されるような事例を具体的
に構成して，その健全な育成に役立つ教
材としてまとめたものである。

H7 21 一般

42007 居るだけで
ボランティア

　「あと何年たつと，老人の割合が何人
に一人になる」とか，とかく暗いイメー
ジで語られがちな「高齢化社会」。
　そうした考えの裏には，それだけ高齢
者が増えると福祉の対象者が増えて大変
だ…という考えがあるのではないでしょ
うか。
　しかし，はたしてそうでしょうか。こ
のビデオは，今まで福祉の対象と思われ
ていた高齢者の役割にスポットを当て，
ボランティア活動の在り方やその存在の
意義を考えさせる。

H7 25 一般

VTR-315



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会教育・その他

42008 名刺のいらない
仲間たち

－サラリーマンの
　ボランティア活動－

　今日，サラリーマンのボランティア活
動への関心が高まっているといわれる。
　しかし，積極的な参加意識を持ってい
る人はごく少数にすぎない。そのほとん
どが時間的，精神的に余裕ができたら…
という条件が付く。
　この作品では，現在，企業人として社
会の第一線で働いている人々のボランテ
ィア活動を通して，仕事，地域，そして
個人の関わりをもう一度見直させる。

H7 30 一般

42009 子どもの本音
聞こえていますか

　親の理想を押しつけられ，その価値観
の違いに戸惑い，苦しみ，反発し，やが
て家庭の中に居場所を見失う子供たち。
　各地に設けられた｢子供の電話相談室｣
にはそのような子どもたちの悲痛な叫び
が多数寄せられている。
　彼らの「訴え」を通して親子の信頼の
絆を築き上げるためには，私たちは日常
どうあるべきかを考えさせる。

H7 28 一般

42010 明日は我が身

－老人介護と
　助け合い－

　健康で健やかな老後を送りたい。だが
現実はどうか。高齢化社会に向かいつつ
ある今日，介護を受ける老人，それを支
える家族。明日は我が身を考えお年寄り
を大切にすることは当然のことである。
　老いを自分自身の問題として受け止め
若者も，子供も，みんなで手を取り合い
お年寄りにいたわりと思いやりをもてる
人間関係こそ我々がなすべき課題ではな
いかを考えさせる。

H7 30 一般

42011 友ある老後 　孤独は人生 大の敵といわれるが，特
に高齢者には肉体的・精神的に様々な問
題を引き起こす。それを打破するために
全国各所で色々な角度から友を得ようと
いう活動が起こっている。
　そうしたケースを描き，人間が友を持
つことの意味を考え，高齢期に人と交わ
ることの大切さを強く訴える。
　孤独は高齢者の 大の敵。それを追放
するにはどうすべきか。その方策を考え
させる。

H7 30 一般

42012 私たちの戦後５０年

－激動の
　時代に生きて－

　私達が生きてきた戦後５０年は，敗戦
の混乱から奇跡の発展，高度成長のひず
みの克服そして経済大国に対する期待の
高まりとそれへの対応など，激動の時代
であった。
　しかし「去るものは日々疎く」のたと
えのように，その激動の時代の多くは，
忘却の彼方に追いやられているかに見え
る。
　この映像資料は，自分史を充実し確か
なものにすると共に，激しい変化の中で
生きる力を支えたものは何であったかの
再確認をする。

H7 40 一般

VTR-316



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会教育・その他

42013 あなたと私，
対等なパートナー

－セクシャル
　ハラスメント
　を起こさない
　ために－

　「男女雇用機会均等法」が施行され８
年を経た今，女性の社会進出は目覚まし
いものがある。
　このビデオは，これまで言葉が先行し
内容が十分理解されていなかったセクシ
ャル・ハラスメントについて，その定義
を解りやすく説明し，それが生まれる要
因，全国の取り組みの様子，企業におけ
る予防対策などを紹介したものであり，
男性と女性が対等なパートナーとして，
共に生き生きと働ける職場環境を願って
制作されたものである。

H7 24 一般

42014 「女＆男」

－自分らしく
　生きるために－

　現在，社会一般に見られる性別役割分
担や男女が同じ窓口をもてない社会のし
くみでは，これからの時代は生きていけ
ない。
　性別を問わず，より多くの人に女性問
題を知ってもらうための啓発ビデオであ
る。

H8 15 一般

42015 頑張れ！お父さん

－パパたちの
　子育て奮戦記－

　現代社会の多忙の中で見失っていた夫
婦の協力した子育て，父親の影響力につ
いて考える。
　実際に子育てを経験した方々の，それ
ぞれの子育て奮戦記は，様々な家族の姿
を浮き彫りにすると同時に，育児に悩む
お父さん，お母さんを励ます。　　        
      　　　　　　　　家庭教育ビデオ１

H11 16 成人・
ＰＴＡ

42016 子どもとしつけ

－ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ
　＆テディ－

　子どもに，やってはいけないことや間
違った行いをしっかり正すこと，自分の
行いに責任があることに気づかせること
など，しつけについてお父さん，お母さ
んに気づき，理解し，自信をもって指導
する示唆をあたえている。
　また，ハワイと日本の子どもの架け橋
となるべく，様々な取り組みを楽しく紹
介している。　  　　 家庭教育ビデオ２

H11 16 成人・
ＰＴＡ

42017 ゆっくり，ゆったり

－７人の専門家に
　聞きました
　子育ての極意－

　平均値や相対的な順位にとらわれず，
子どもの個性の成長にしっかりと目を向
け，伸ばしていこうとする姿勢が，子育
てに求められている。
　では，子どもにどう接すればいいか，
様々な分野の専門家がそのコツを伝授し
ます。
　司会　川口和久（元ﾌﾟﾛ野球選手）　
大東恵（タレント），高橋悦次郎（小児
科医），香山リカ（精神科医），藤原雅
彦（数学者），河合隼雄（臨床心理学者
），藤永 保(発達心理学者)，秋山仁（数
学者），山谷えり子（生活ジャーナリス
ト）　　　　　　　　家庭教育ビデオ３

H11 17 成人・
ＰＴＡ

VTR-317



分類

番号

教科

題　名 内　　容 年度 時間 対象

社会教育・その他

42018 飲酒・ひき逃げ
の波紋

　飲酒運転は車を凶器に変えてしまう。
ドライバーは初心に返り,責任と自覚を持
ってハンドルを握ることを肝に銘じ，安
全運転を心がけねばならない。
　この映画は,あるドライバーが飲酒運転
の末に死亡事故を起こし,その後ろめたさ
からひき逃げをするに至り,この事故をき
っかけに被害者の家庭ばかりか，自らの
家庭までもが崩壊していく悲劇を描き,飲
酒運転の怖さを訴えている。

H13 29 一般

42019 職場での
メンタルヘルス
第３巻　働く女性の
メンタルヘルス

　女性の社会進出に伴って，ストレスを
感じる女性も増加している。特にキャリ
ア指向の女性や女性管理職にその傾向が
顕著に見られる。
　その要員である，昇進の問題やセクシ
ャルハラスメントなど，女性を取り巻く
職場環境は十分とは言い難い。
　働く女性のストレスと女性にとって働
きやすい職場づくりについて考える。

H13 30 高・成人

42020 家庭教育手帳
（エル・ネット家庭
教育セミナー解説
ビデオ）

　「エル・ネット　家庭教育セミナー」
で放映した「家庭教育手帳・ノート」シ
リーズの１５回をもとに「家庭教育手帳
」解説ビデオとして編成・制作されたも
のである。
　内容は，家庭教育手帳・ノートについ
て，家庭のコミュニケーション，しつけ
って何？，ルールを作る，家族で育む思
いやり，夢は人を育てる，遊びが子供を
大きくする，が解説されている。

H13 70 一般

42021 家庭教育ノート
（エル・ネット家庭
教育セミナー解説
ビデオ）

　「エル・ネット　家庭教育セミナー」
で放映した「家庭教育手帳・ノート」シ
リーズの１５回をもとに「家庭教育ノー
ト」解説ビデオとして編成・制作された
ものである。
　内容は，家庭の在り方，家庭のコミュ
ニケーション，しつけへの姿勢，子供の
非行，家庭でのルール，思いやり，個性
を伸ばす，不登校やいじめなどの対応，
が解説されている。

H13 75 一般

42022 情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策ﾋﾞﾃﾞｵ
虚構からの誘惑

ハイテク犯罪から
自分を守れますか。

　年々増加するハイテク犯罪を防ぐため
に財団法人警察協会が警察庁の協力を得
て製作した情報セキュリティ対策ビデオ
である。
　主人公が小さなきっかけから，インタ
ーネットの世界で次々と犯罪を重ねてい
く。名誉毀損，オークション詐欺，コン
ピュータ・ウイルス，不正アクセス禁止
法違反等インターネットという虚構の世
界で行われるハイテク犯罪に対する様々
な取り組みを紹介している。

H13 35 中・高
・成人
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42023 Welcome　Baby

新米ママ&パパへ
　贈るメッセージ　　　　

　初めて親になる人は，期待や喜びとと
もに，不安もでてくる。
　そんな新米ママ・パパに向けて，現在
子育て進行中の先輩たちの経験から生ま
れた温かいメッセージを紹介している。
　子育ての答えはひとつだけではなくマ
ニュアルにこだわらず，それぞれに合っ
た子育てが大切であり，子どもだけが成
長するのでなく親も共に成長していくこ
とを解説している。

H14 21 成人

42024 公務員の不祥事防止シ
リーズ
「酒」で人生棒に
　　　ふるべからず

－事故の引き金・
　　家庭崩壊－

　酔った勢いで引き起こされる犯罪，酔
いが覚めてみると「なぜこんなことを」
「何であの人が」というおきまりのセリ
フが繰り返される。　　　　　　　　　 
  しかし，例え酔った上でのこととはい
え，犯罪を犯したという事実はもう取り
返しがつかない。　　　　　　　　　　 
  アルコールが引き起こす様々な犯罪。
そして大きな代償。自分や家族の人生を
も棒にふってしまいかねない様々事例を
提示して警告する。教職員研修に 適で
ある。　　　　　

H14 17 教師・
成人

42025 公務員の不祥事防止シ
リーズ
「犯罪」で人生棒に
　　　ふるべからず

－痴漢・万引
・ストーカー－

　多発する公務員の不祥事には収賄など
公務員の立場を利用した犯罪だけでなく
痴漢や強盗，売春といった犯罪を犯した
事件も増えている。　                         
「興味本位」でとたいした罪の意識もな
く引き起こされる犯罪。しかし，それが
重大な結果を招くケースは決して少なく
ない。そのような公務員に社会人として
の自覚欠如を促す。教職員研修に 適で
ある。

H14 17 教師・
成人

42026 公務員の不祥事防止シ
リーズ
「借金」で人生棒に
　　　ふるべからず

－ギャブル・カード
・多重債務－

　借金が原因で引き起こされる公務員の
不祥事の数々。町にあふれる消費者金融
の店舗，便利なクレジットカード，まさ
に現代は「ローン天国」。しかし，天国
という言葉とは裏腹に，いま膨れ上がる
借金におわれる公務員が急増している。
　借金がもとで，汚職をはじめ，各種ロ
ーンやクレジットカードに手をだし落と
し穴にはまっていく事例を紹介していく
。教職員研修に 適である。

H14 17 教師・
成人

42027 許されない運転

－飲酒運転は
　社会的犯罪である－

　近年「酒酔い」「酒気帯び」運転の違
反や事故は後を絶たない。飲酒運転によ
る事故は，死亡事故につながる確率が非
常に高く，更に飲酒していることを知ら
れることを恐れ゛ひき逃げ″という悪質
な行為につながってしまうことも多い。
　ここでは，飲酒運転がいかに危険であ
るかということを実際に飲酒運転の事故
例を再現し，アルコールが運転手にどの
ような影響を与えるかを科学的に分析し
追求してドライバーに警告する。教職員
研修に 適である。

H14 26 教師・
成人
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42028 公務員倫理
　ー疑惑や不審を
　　招かないためにー

第１巻

　近年，公務員の不祥事が多発し，社会
の目が公務員に対し厳しく向けられてい
る。平成１２年に施行された国家公務員
倫理規定の内容に基づいて，どのような
状況で，どのような対応をすれば不祥事
が防げるのか。ここでは「自己の費用を
負担して行う行為に関する規制」・「供
応接待に関する規制」等を事例にデイス
カッション・タイムを設けて考えモラル
を高めていく。教職員研修に 適である
。

H14 22 教師・
成人

42029 公務員倫理
　－疑惑や不審を
　　招かないために－

第２巻

 　公務員を取り巻く環境の中には，ほん
の些細な出来事が大きな問題へと発展し
，国民・住民の疑惑や不審を招き，公務
への信頼を失ってしまうケースが多くみ
られる。　　　　　　　　　　　　　    
第２巻では，これらをヒントに「贈与等
に関する規制」，「講演等出版物への寄
稿等に関する規制」等を事例に第１巻と
同様，デイスカッション・タイムを設け
て考えモラルを高めていく。教職員研修
に 適である。　

H14 21 教師・
成人

42030 親しまれる公務員の接遇
　第１巻
　面接応対の基本

　

　公務員は，全体の奉仕者としての立場
を自覚し日々の職務を行う必要がある。
しかし，公務の特性から時には，態度や
言葉使いが悪い，不親切といった印象を
与えたり批判されたりすることがある。 
第一巻では，「応対の仕方によって，そ
の場の雰囲気が変わる」「自分と相手と
の関係をよくする基本ルール」等，直接
応対した場合の様々な事例を通じて，望
ましい応対の仕方を学ぶ。教職員研修に

適である。

H14 22 教師・
成人

42031 親しまれる公務員の接遇
　第２巻
　電話応対の基本

　

　公務員は，全体の奉仕者としての立場
を自覚し日々の職務を行う必要がある。
しかし，公務の特性から時には，態度や
言葉使いが悪い，不親切といった印象を
与えたり，批判されることがある。　   
第二巻では「電話の受け方」「電話のか
け方」「文書による対応」等を中心に相
手が直接みえない場合の応対の仕方につ
いて，多くの事例を通して望ましい公務
員の接遇について学ぶ。教職員研修に
適である。

H14 22 教師・
成人

42032 飲酒運転の報い　破滅
への道

 交通ジャーナリストの回想。まじめな家
族が父親の勤め先で，仕事を頼まれ飲酒
していたにもかかわらず，酔いを覚まし
てから行くと答える。同僚は止めるが彼
は行った。そして事故。こわくなった彼
は逃げたが自首。懲役５年の刑に服す。
賠償金は１億５千万円。家族は乱れ，妻
は鉄道自殺を図る。本当の勇気は何か。
それは酒を飲んだらハンドルを握らない
。その勇気さえ会ったら彼の家族は幸福
だったのに。

H17 27 成人
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42033 悲しみは消えない

－飲酒運転の代償－

　サラリーマンの山崎は，仕事もバリバ
リとこなし，郊外に買ったマイホームで
は，妻と二人の子供が待ち，幸せな人生
を順調に進んで行くはずだった。仕事で
大口の契約を取った山崎は，部下に誘わ
れるままに祝杯を挙げに行く。飲み歩き
遅くなって，タクシー乗り場に行くが，
長蛇の列だったため，マイカーに乗って
しまう。飲酒運転の山崎は赤信号を見落
とし，横断歩道を渡っていた自転車の男
性をはねてしまう。お金では買えない，
戻ってこない命。いくら謝っても謝りき
れない。子供も「人殺しの子」といじめ
られ，学校に行きたくなくなる。妻は思
いあまって自殺しようとする。飲酒運転
によって引き起こされた一つの事故が，
加害者被害者はもとより，その家族や周
りの人たちまでも巻き込み，いかに多く
の人たちを悲しませ，苦しませているか
が描かれ飲酒運転による事故の恐ろしさ
，悲惨さを訴えてる。さだまさしの「償
い」を挿入歌としている。実話に基づき
交通事故で人の命を奪ってしまった青年
の償いの日々を歌い上げた名曲である。

H16 32 成人

42034 飲酒運転の恐怖

－貴方が犯罪者にならな
いために－

　飲酒運転は大事故になりやすく，ひき
逃げの主要な原因ともなっている。悪質
な事故が起こる中，刑法が改正され「危
険運転致死傷罪」の新設，道路交通法の
改正により飲酒運転に関する罰則が強化
されました。ここでは悪質な運転に対す
る厳罰化を求め，立ち上がった被害者，
遺族の心情を通してその意味を理解して
もらえるように描いている。

H17 24 成人

42035 死亡事故多発　飲酒運
転　罪と罰

　飲酒運転がなぜ危険なのか。ドライバ
ーが実感できるよう，分かりやすい実験
や検証を交えて解説している。又，飲酒
運転死亡事故をドキュメントし，飲酒運
転に関する過信がいかに大きな悲劇を生
んでしまうのかを描いている。更に，罰
則強化についても解説している。

H18 15 一般

42036 終わりなき償い

～飲酒運転撲滅のため
に～

　今も飲酒運転による悲惨な事故が絶え
ない。被害にあった人々や残された遺族
の悲しみと心に残された傷は癒えること
がない。飲酒による運転は，飲酒の量に
関わらず大変危険である。「少しだから
」「たった一杯だから」，そうした気の
ゆるみが重大事故に繋がっている。「飲
んだら乗るな，乗るなら飲むな」の言葉
の意味を再度確認し，徹底させるための
二つの事故事例を取り上げている。

H18 25 一般
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42037 なぜ起きる命にかかわる
交通事故

～ヒューマン・エラー～

　交通事故がなくならないのは，ドライ
バーの人的過誤，いわゆる「ヒューマン
・エラー」があるためといわれている。
ヒューマンエラーとは，人間のちょっと
した認識と行動の誤りによって大事故に
繋がることをいう。
ここでは，ヒューマンエラーを起こす背
景にスポットを当てドライバーの怒り，
焦り，急ぎ，慣れ，甘え，がどうして事
故に結びつくのか，事例を紹介しながら
検証していく。小さなエラーやミスが命
にかかわる交通事故に繋がらないよう訴
えている。

H18 29 一般

42038 二つの崩れた家族

飲酒が車を凶器に変え
た

　この作品では，40代のサラリーマン男
性が飲酒運転に対する甘い意識が引き金
となって死亡事故を起こし，一変して幸
せだった加害者，被害者の家族が崩れて
いく姿を描いている。
   又，飲酒運転する事が分かっているの
に酒をすすめた周辺の人々に対しても教
唆幇助罪がかかってくることも取り上げ
ている。

H19 30 成人

42039 飲酒ひき逃げ事故

－あと絶えぬ家族の悲し
み－

　なくなることのない交通事故。なかで
も 近，悪質ドライバーによって引き起
こされる「飲酒運転，ひき逃げ事故」が
急増し死亡する被害者が後を絶たない。
この作品は「飲酒運転・ひき逃げ事故」
の撲滅を切に願う被害者遺族を取材し製
作された。
・同乗者に「飲酒運転ほう助罪」が適用 
  された事故の場合
・飲酒前と後の運転のシュミレーション 
  比較で明らかになった危険性について
・はしご酒でひき逃げ死亡事故の場合
・交差点の死角「左折巻き込み事故」の 
  場合について
被害者遺族の「飲酒運転・ひき逃げ」撲
滅への祈りを込めた声を伝えている。

H19 25 成人

42040 飲酒運転　悲劇の連環(
字幕入り）

　飲酒運転。それは自分だけは大丈夫と
いう過信が生み出す心の罠。一度事故を
起こし，それが死亡事故になったとき，
どんな悲劇が待ち受けているか。この作
品は飲酒運転による，死亡事故が加害者
，及びその家族，そして加害者が勤務す
る会社の社会的責任（CRS）へと波紋の
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き，飲酒運
転に警鐘を鳴らしている。

H19 27 成人

42041 信頼－国民の期待に応
えて－

　様々な事例を挿入しながら，いま問わ
れている「倫理とは」「信頼とは」等，
公務員倫理の基本に立ち返って考えさせ
る構成となっている。

H20 20 成人
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42042 事例研究・公務員倫理第
1部

日曜日のロックバンド

  休日に入場料を取ってロックバンドで
演奏している山田君の行動の是非から，
公務員の服務，積極的な勤務への心構え
と言った公務員倫理全般を考えさせる内
容となっている。

H20 16 成人

42043 事例研究・公務員倫理第
2部

割り勘のつもりが

  飲食をめぐって主人公の行動を討議す
ることを通して，行動の是非から公務員
の服務，積極的な勤務への心構えといっ
た公務員倫理の全般を考えさせる内容と
なっている。

H20 16 成人
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