
13 

 

【ＳＮＳ対応】 

ちょっと待って、ケータイ２ －ルールとマナーをまもろう－（子ども向け） 

ケータイに潜む危険２ －子どもをケータイから守るために－（保護者向け） 

ケータイ依存、個人情報の流出、コミュニティサイトの危険性、ネットいじめの４つの事例

を子どもの目線と保護者の目線から、それぞれ６～７分のドラマ形式で構成し、解説を加えた

２枚組ＤＶＤです。 

教材番号【２１１１１】 ＤＶＤ（各３２分） 中高生一般、成人一般 

５、飲酒運転・交通事故防止 

 

【自動車運転】いのちを守る！運転者の責任 

 ドライバーの不注意によって引き起こされた２つの交通死亡事故事例をもとに、安全運転の

あり方を考えます。事故を起こしたドライバーが負う法的・社会的責任がどのようなものかを

学ぶことを通してドライバーの責任と義務を考えることができます。また、交通事故遺族の方

の思いやメッセージも紹介されています。 
 

教材番号【Ｒ０３１４】 ＤＶＤ（２０分） 成人一般 

 
【自動車運転】めざそう ZERO ～従業員の交通事故を防ぐ心得～ 

 一人の従業員が出勤から退勤までの間に自動車を運転する様子をドラマ化し、運転操作や運

転時の心得を見直す教材です。マイカーでの出退勤時や社有車での外出時に気をつけることを

具体的に示しています。 

 

教材番号【Ｒ０３２０】 ＤＶＤ（２３分） 成人一般 企業教育 

 

【自動車運転】夢を奪ったハンドル ～飲酒・居眠り・ながら運転の悲劇～ 

飲酒・居眠り・ながら運転の具体的な事例を示し、被害者家族の苦しみや悲しみを表してい

る。また、加害者も自分の過ちに苦しみ、事故を後悔する日々を送っています。このように、

被害者家族と加害者の声をもとに自動車運転への注意を促します。 

 

教材番号【Ｒ０２２８】 ＤＶＤ（２６分） 成人一般 

 

【自動車運転】見直そう！あなたの運転 ～事故を防ぐための運転操作～ 

本教材は、実際の事故事例に学びながら、今一度自身の運転を見直すことを目的とする。ま

ず、アクセルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故を例に、このような事故がなぜ起きる

か専門家が対策を解説。さらに、実際に起きた高速道路の事故、カーブの事故、飛び出し事故

の事例を基に、それらの事故はどうすれば防げたのか、事故の現場映像やドライブレコーダー

の映像、ＣＧ映像も交えながら検証し、安全運転のポイントを学ぶ。 

教材番号【Ｒ０１２５】 ＤＶＤ（２０分） 成人一般、企業教育 

 

【自動車運転】「自分ルール」を見直す～初心に返って安全運転～ 

ドライバーに、もう一度初心を思い出し、日頃の自分の運転が「自分ルール」になっていな

いかを見直しながら、安全運転の基本を再チェックする内容となっている。 作品の前半では、

特に注意が必要とされる場面での安全運転のポイントについて考え、後半では絶対にしてはい

けない危険運転について、その危険性や防止策を取り上げている。［飲酒運転］［あおり運転］     

教材番号【Ｒ０１２６】 ＤＶＤ（２０分） 成人一般、企業教育 
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【自動車運転】交通事故は防げる！ 事故映像から検証する安全運転のポイント 

交通事故を防ぐにはどうすればよいのでしょう。本作品では、２４時間体制で取材した交通

事故の現場映像、ドライブレコーダーが捉えた事故の瞬間の映像、及び最新のＣＧ映像を交え

て、安全運転のポイントを検証していきます。事故事例として特に多い、追突事故や出会い頭

の事故、右左折時の事故について、それぞれ気を付けるべきところを解説しています。 

教材番号【３００３１】 ＤＶＤ（１８分） 成人一般、企業教育 

 

【自転車運転】知ってほしい、自転車加害事故の現実 

         ～自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ～ 
自転車通学をする生徒・学生を対象にした自転車事故防止の教材です。実際に発生した事故

の記録をもとに事故の経緯や高額の賠償例を示し、自転車事故の加害者が如何に大きな責任を

負わなければならないかを知ることができます。そして、安全な自転車運転の仕方を学ぶこと

ができます。 

教材番号【Ｒ０３０５】 ＤＶＤ（１８分） 成人一般  

 

【自転車運転】その自転車の運転危険です！ 交通事故を検証する 

本作品では、自転車スマホの危険性を再現映像や実験でわかりやすく示し、自転車を安全に

乗るために設けられたルール（道路交通法、自転車安全利用五則）や、違反者への措置内容を

紹介します。自転車スマホが引き起こす事故の恐ろしさと正しい自転車の乗り方の理解を促し

ます。 

教材番号【２８０３９】 ＤＶＤ（１８分） 中・高等学校全般、青少年、成人一般 

 

【飲酒運転防止】アルコールについての正しい知識を！ 

―本当にわかっていますか？飲酒運転の危険性― 

 飲酒運転は一瞬にして重大事故を引き起こし、加害者と被害者の人生を変えてしまいます。

「ちょっとくらいのお酒なら」「自分は大丈夫だから」という安易な気持ちにならないためにア

ルコールの特質や運転に与える影響を学ぶことができます。２つの事例をもとに飲酒運転防止

を考える教材です。 

教材番号【Ｒ０３１３】 ＤＶＤ（２３分） 成人一般 

 

【飲酒運転防止】切り裂かれた未来 ～飲酒運転の代償～ 

飲酒運転による事故は、多くの人に悲しみと苦しみをもたらします。悔やんでも悔やみきれ

ないのが飲酒運転による事故なのです。飲酒運転による交通事故が、波紋のように周囲に悲し

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ます。 

 

教材番号【３００１９】 ＤＶＤ（２６分） 成人一般、企業教育 

 

【飲酒運転防止】終わりなき悔恨 ～飲酒運転の果てに～ 

飲酒運転を原因とした悲惨な交通事故は後を絶ちません。飲酒運転による交通事故で起こる

悲劇を、被害者、加害者、その周囲の立場から丹念に描き、二度と起こらないようにと願いを

込めて制作したドラマです。（自動車運転死傷行為処罰法；平成 26年施行に対応） 

 

教材番号【２６０１９】 ＤＶＤ（２８分） 成人一般、企業教育 
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【飲酒運転防止】飲酒運転 許されない犯罪 

飲酒運転がもたらす悲劇をドラマ化したものです。家庭も仕事も順風満帆な主人公が、一瞬

の気の緩みから飲酒運転を起こしてしまい、転落の一途をたどります。反省では済まされない

重い犯罪である飲酒運転は、絶対にしてはなりません。心に迫ってくる内容です。 

 

 教材番号【２４０４５】 ＤＶＤ（２３分） 成人一般、企業教育 

 

【飲酒運転防止】飲酒運転 ひき逃げ事故 －あと絶たぬ家族の悲しみ－ 
なくなることがない交通事故。中でも悪質なドライバーによる飲酒、ひき逃げ事故が急増し、

被害者が後を絶ちません。突然命を絶たれた被害者の無念。いつまでも悲しみの癒えない遺族。

飲酒運転事故の撲滅を切に願う被害者遺族に直接取材し、ドキュメンタリータッチで描いてい

ます。 
 

 教材番号【２２０５９】 ＤＶＤ（２５分） 成人一般、企業教育 

６、防犯・防災 

 
【防犯】性被害、一人で苦しんでいませんか？  

～自分のからだを守るヒント～ 
  子どもが性被害にあわないための具体的な手だてを学ぶことができる教材です。悪い人が

子どもを誘う手口について紹介し、その場合はどのようにすれば被害を避けることができるの

か教えています。ネット使った誘う手口やだまして画像を送信させる手口についても解説して

います。 
 

  教材番号【Ｒ０４１４】 ＤＶＤ（１８分） 小学校中学年、小学校高学年 

 
【防災】災害から一人の命も取り残さないために 要配慮者の備えと避難行動 

毎年のように災害が発生しています。要配慮者の中には避難したくても動けない人たちや情

報の入手が困難な人たちなどがいます。要配慮者の命を守るために、どう備え、どう行動すれ

ばよいのかということが大きな課題と言えます。本作品は当事者の方への取材を交えながら、

自助・共助の両面から具体的な方策を探っています。 

教材番号【Ｒ０４１６】 ＤＶＤ（２７分） 成人一般 

 【防災 地震】迫り来る大地震に備える 

～そのとき、その場所に合った身の守り方をするために～ 

地震への日常の備えと発生時の対応について解説した教材です。備えとしては、家具の転落

防止や持出品の紹介をしています。また、発生時の行動としては、実写映像をもとによりよい

避難の仕方を説明しています。 
 

教材番号【Ｒ０３２５】 ＤＶＤ（２６分） 成人一般 

 

【防災】地震・水害から命を守る 生き抜くための自助・共助 

地震や水害の被害を減らすためには「自助」「共助」が大切なことを説明した教材です。自助

では家具の転倒防止・防災用品の準備など日頃の備えを示しています。共助では住民同士の助

け合い・地域の自主防災組織の結成などを示しています。 

 

教材番号【Ｒ０２０８】 ＤＶＤ（２４分） 成人一般 
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【防災 大雨】助ける、助かる 検証 西日本豪雨 

西日本を襲った「平成３０年７月豪雨」では、土砂崩れや河川の氾濫が広い範囲で同時多発

的に発生し、２００人以上の死者を出す未曾有の災害となった。本教材では、集中豪雨や台風

の仕組み、ハザードマップの活用の仕方を説明している。また、いざという時の身の守り方や

日頃の準備の仕方を紹介している。 

教材番号【Ｒ０１１９】 ＤＶＤ（２２分） 成人一般 

 

【防災 地震】熊本地震から学ぶ こんな対策があなたを救う 

平成２８年４月に発生した熊本地震では二度にわたる震度７の揺れが熊本県を中心に九州北

部を襲いました。多くの建物が損壊し、負傷者・避難者が発生しただけでなく、貴重な人命も

数多く失われたのです。今回のような内陸直下型の地震は日本のどこでいつ起こっても不思議

ではありません。熊本地震の大きな特徴を５つ挙げ、そこから学ぶことのできる教訓を紹介し

解説しています。 

教材番号【２９０２０】 ＤＶＤ（２６分） 成人一般、教職員 

 

【防災 火災】放火を防ぐ第一歩 放火させない環境づくり 

火災原因で一番多いのは、放火です。放火は延焼が広がりやすく発見が遅れてしまうからで

す。放火対策には、個人としての対策に加え、放火を許さない街づくりのための地域全体での

取組みが必要になってきます。本教材では、放火の実態と特徴、個人の放火対策、地域の放火

対策を紹介し、地域で取り組む安全な街づくりの大切さを訴えています。 
教材番号【２８０４１】 ＤＶＤ（１９分） 成人一般、教職員 

 

【防災 大雨】気象災害から命を守る 『想定外』は、いま起きるかもしれない 

近年、想定を越える規模の気象災害が多発しています。防災啓発の重要性が高まっています。

本教材では、局地的豪雨（いわゆるゲリラ豪雨）とそれに伴う災害を中心に取り上げ、気象に

関する正しい知識と命を守るすべを伝えます。お天気キャスターの森田正光さんがナビゲータ

ーとして登場し、気象に関する重要な部分をわかりやすく解説します。証言集２８分も収録さ

れています。 

教材番号【２７０２４】 ＤＶＤ（２１分） 小学校全般、中学校全般、成人一般、教職員 

 

【防災 大雨・竜巻・大雪】深刻化する気象災害 どう身を守る？ どう備える？ 

近年、集中豪雨や土砂災害、竜巻などの気象災害が頻発しています。本作品では、集中豪雨、

土砂災害、竜巻、大雪など、それぞれの気象災害がなぜ発生するのか、実験やＣＧを用いて解

説し、災害から身を守るためにはどうすればよいかを示しています。そして、「自分の命と財産

は自分で守る」ことを伝えています。「竜巻」の内容が含まれています。 

教材番号【２６０３３】 ＤＶＤ（２５分）  成人一般 

 

【防災 大雨】温暖化時代の豪雨災害 その時 あなたは身を守れるか？ 

近年、温暖化現象とも考えられる局地的な集中豪雨が頻発し、いつ経験のないレベルの豪雨

に見舞われるかもしれない危険な時代になっています。特に最近では、地下室浸水による重大

事故という新たな形態の災害も発生しています。都市化の進行が著しい現代、より真剣に都市

型災害への対策が必要です。どう命を守るかを説いています。 

教材番号【２３０２８】 ＤＶＤ（２０分）  成人一般 
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【防犯 誘拐】親や先生が知らない！子供防犯スクール 連れ去り・誘拐編 

登下校時に突然現れる変質者による連れ去りや誘拐。子ども達を襲う魔の手は年々増加して

います。一方で、「うちの子はしっかりしているから」と甘く考えてはいませんか？本作は、専

門家が近年発生した犯罪被害の原因と防止方法について、わかりやすく解説します。子ども達

と保護者・教員が一緒になって学ぶことができる防犯教材です。 
 

教材番号【２９０１５】 ＤＶＤ（２４分） 中学校全般、教職員、ＰＴＡ関係 

７、健康・安全・メンタルヘルス 

 
【熱中症対応】熱中症対策 ２巻 熱中症を防ぐテクニック 

熱中症の危険性とその対策を紹介する教材です。本巻では「予防」に焦点を当て、体づくり

や水分補給の仕方・高齢者や子どもが特に注意したいポイント、ペットの熱中症対策などを解

説しています。 

 

教材番号【Ｒ０３２２】  ＤＶＤ（２８分） 成人一般  

 【熱中症対応】熱中症はこわくない！ ～予防対策１０か条～ （アニメ） 

 熱中症の危険と正しい体調管理、応急措置の方法を、アニメで分かりやすく説明している。

全員向けと管理職向けの２編があり、各編に５～６つの事例が収められているので、短時間の

研修にも使用できる。また、熱中症予防対策を１０にまとめ、紹介している。 

教材番号【Ｒ０１３１】 ＤＶＤ（全員向け・３０分 ／ 管理職向け・３５分） 

成人一般、企業教育 

 

【熱中症対応】熱中症から子どもを守れ！ 救命救急センターからの警告 

熱中症により救急搬送される子どもが激増しています。熱中症になる原因を知らずに日常生

活や運動を行うなど、無理と無知から熱中症を防げなかったケースが後を絶ちません。熱中症

の特徴的な症状、熱中症が起こる要因や仕組み、環境条件に応じた熱中症の事例紹介、応急処

置や救助の求め方など、熱中症の予防と対策をわかりやすく解説しています。 

 

教材番号【２６０２５】  ＤＶＤ（２０分） 成人一般、教職員 

 【メンタルヘルス】職場のメンタルヘルス対策シリーズ 

第１巻 セルフケア 全員編  

  セルフケアの基本は気付きとセルフコントロールです。ストレスへの気付き方、具体的な

対処方法について、事例をもとに学べる教材です。主な内容は、「セルフケアとは」「ストレス

とは」「６つのストレス対処法」「リモートワークでのストレス対処法」です。  

 

 教材番号【Ｒ０４０７】 ＤＶＤ（３６分） 企業教育、成人一般 

 

【メンタルヘルス】教員のためのメンタルヘルス① 上手なセルフケアのヒント  

今日的課題である教員のメンタルヘルス対策です。自分を追い込まない心のもち方、自分自

身で心身の変調にいち早く対応するためのポイントをケースドラマをもとに学びます。主な内

容は、「プロローグ」「ケースドラマ（異動したベテラン教師）」「適応障害とその要因」「セルフ

ケア（心のもち方など）」「エピローグ」です。 

 教材番号【２５０４５】 ＤＶＤ（２３分） 教職員 
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【メンタルヘルス】こころの病と向きあう 

うつ病や統合失調症など、心の病は誰でもかかる可能性があります。しかし、これらの病気

に対する偏見はなお根強いものがあります。その偏見は患者や家族を社会から阻害し、適切な

治療ができないことで、さらに病状が悪化する場合があります。本作品は、心の病に罹患した

人々や、周囲の人々の日常をドキュメント化し、心の病に対する偏見を問い直し、人権とのか

かわりを考えさせます。 

 教材番号【２４０１４】 ＤＶＤ（２５分） 成人一般、企業教育 

 

【メンタルヘルス】働き盛りを襲う“うつ病” 職場の中での自殺対策 

うつ病患者が年々増えています。本作品では、これから企業がうつ病に対して、どのように

取り組むべきかを専門医の話や企業のうつ病対策、自殺予防対策などの取材、再現ドラマを交

え、詳しく解説しています。企業教育に好適です。  

 

 教材番号【２４０４３】 ＤＶＤ（２５分） 成人一般、企業教育 

 

【メンタルヘルス】新・メンタルヘルス セルフケア① 

ストレスにちょっぴり強くなるために 

セルフケアのための４つの「知る」を通して、「自分の見つけ方」と、上手な「自己表現法」

を解説します。 

○ストレスを知る   ○自分のストレスパターンを知る  

○ストレス病を知る  ○自分がどんな人間なのかを知る 
 教材番号【２０１０３】 ＤＶＤ（２５分） 成人一般、企業教育 

 

【メンタルヘルス】新・メンタルヘルス セルフケア②        

         ストレスをためない１０の方法 

様々な状況と一人ひとりのタイプに合った、ストレス解消法・回復法の色々を紹介します。 

○ネガティブ思考を口に出すな    ○イライラ日記を付ける  

○目標をかなえて自分にごほうびを  ○趣味～子どもの頃に好きだったことを思い出して 
 教材番号【２０１０４】 ＤＶＤ（２６分） 成人一般、企業教育 

８、コンプライアンス 

 

【コンプライアンス】組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリーズ  

第 1巻：新入社員・若手社員編  

連日報道されるコンプライアンスに関する不祥事、違反事例は立場や職務によって様々です。

本シリーズは、職務や立場で起こしやすい違反例を取り上げ、改善点を分かりやすく説明して

います。１巻は新入社員・若手社員が違反しそうな事例を収めており、若手社員の研修教材と

して活用できます。 

教材番号【Ｒ０３１５】 ＤＶＤ（２０分） 成人一般、企業教育 

 
【コンプライアンス】組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリーズ  

第５巻：公務員編 

コンプライアンスに関する不祥事、違反事例は立場や職務によって様々です。本編は公務員

を取り上げ、ケースドラマ形式で兼業や情報漏洩などの信用失墜行為の事例や改善点を分かり

やすく説明しています。公務員の研修教材として活用できます。 

教材番号【Ｒ０３２９】 ＤＶＤ（２３分） 成人一般、企業教育 
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【新人研修】初級ビジネスマナー 2巻 ビジネスマナーを身につける 

ビジネスマナーは動作を覚えるだけでなく、なぜ必要とされるかを理解してこそ身につき応

用できます。動作のポイントと意味をわかりやすく説明しており、新入社員の研修に役立つ教

材です。相手を不快にさせないポイントを学ぶことができます。 

 

教材番号【Ｒ０２３３】 ＤＶＤ（２４分） 成人一般 

 

【情報漏洩】すぐにできる情報セキュリティ対策 第 1巻 全社員編 

取り扱っている情報の管理が適切であるかを見直し、情報を守るという意識を高める教材で

す。情報漏洩を防ぐためには組織の一人一人が情報漏洩に対する意識を高めると共に知識を身

につけておかなければなりません。教材を通して改めて情報セキュリティ対策を考えることが

できます。  

 

教材番号【Ｒ０２３２】 ＤＶＤ（３８分） 成人一般 

 

【コンプライアンス】私たちのコンプライアンスⅢ 

       「知らない」ではすまされない！社会人の責任 

コンプライアンス違反の内容は多岐にわたります。法律や社会の規則に違反していなくても、

“社会人としての常識・良識”から外れる言動もコンプライアンス違反になります。本作品は、

コンプライアンス教育にとどまらず、社会人としての正しい考え方・行動も学びます。以下、

９つの内容から構成されています。 

１.「会社のため」ってどういう意味？  ２.社員の権利って？ 

３.ハラスメントってどういう意味？   ４.求められるうつ病への理解 

５.いろいろな働き方がある       ６.メールを間違って送ってしまった！ 

７.ＳＮＳが原因でトラブルに…     ８.個人の判断でクレームに対応した 

９.法律違反に巻き込まれそうに… 

教材番号【３００２４】 ＤＶＤ（９０分） 成人一般、企業教育、教職員 

 

【コンプライアンス】アニメで再現 不祥事の未然防止・再発防止シリーズ 

第１巻 盗撮・ストーカー・飲酒運転・危険ドラッグ編 

繰り返される不祥事事件、どうして不祥事は減らないのでしょう？事例毎にアニメーション

で再現し、監修者から刑事・民事・服務上の責任等、不祥事による大きな代償について解説し

ます。この作品では、「盗撮」「ストーカー」「飲酒運転」「危険ドラッグ」の四つを取り上げて

います。風通しのよい職場風土作りに努めることについて説明していきます。 

 

教材番号【２９００９】 ＤＶＤ（２８分） 成人一般、企業教育、教職員 

 

【社会人としてのマナー】「心が伝わる」ビジネスマナーの基本 

       社会人としての心くばり、思いやりとは 

「コミュニケーションが苦手」「うまく伝えられない」という人が増えています。接遇におけ

るビジネスマナーと共に、思いやり、心配りについても扱っています。 

主な内容は、「①企業人・社会人として働くということ」「②笑顔、挨拶、言葉遣い」「③電話の

受け方、かけ方の基本」「④携帯電話、メールの基本」「⑤他社を訪問する時の基本マナー」「⑥

お客様をお迎えする時の基本マナー」です。 

 

教材番号【２９０１３】 ＤＶＤ（８８分） 成人一般、企業教育、教職員 
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９、薬物乱用防止 

 【薬物乱用防止】薬物乱用はなぜいけないのか 

青少年の薬物乱用を防止するための、ドラマ教材です。本教材では、大麻を始めとした危険

な薬物の種類とその有害性を紹介し、薬物乱用が引き起こす問題点を示しています。また、喫

煙・飲酒の害や医薬品の乱用の危険性についても解説しています。 

 

教材番号【Ｒ０２１１】 ＤＶＤ（１９分） 中学校全般、高等学校全般、成人一般 

 

 

【薬物乱用防止】薬物汚染を許さない！ 未来の日本のために 

覚せい剤事犯の検挙人数は年間１万人を超えています。さらに、若年層を中心に、大麻の検

挙人数が増加傾向にあります。薬物汚染の実態を「大麻乱用」「ネット密売」「運び屋を使った

密輸」の３つのストーリーから探ります。 

Case１「大麻の誘惑」  Case２「ネットが薬物を広める」 

Case３「“運び屋”にされた彼女」  （公益財団法人 警察協会寄贈） 

教材番号【３０００６】 ＤＶＤ（４０分） 中学校全般、高等学校全般、成人一般 

 

【薬物乱用防止】薬物はすべてを壊す 規制薬物と危険ドラッグ 

長期にわたり心身を蝕み、人を不治の病“薬物依存症”にしてしまう「規制薬物」。少量使用

しただけで、時に死を招くような重大な症状を引き起こす「危険ドラッグ」。…その恐ろしさを、

二つのドラマで提示します。薬物の恐ろしさを実感してください。 

（公益財団法人 警察協会寄贈） 

 

教材番号【２８００４】 ＤＶＤ（４０分） 中学校全般、高等学校全般、成人一般 

 

【薬物乱用防止】危険な脱法ハーブ 中・高校生に拡がる違法ドラッグ 

脱法ハーブを使用し、交通事故を起こす事件が頻発し、大きな社会問題になっています。違

法ドラッグは「覚せい剤や大麻とは違い、逮捕されない」という誤った考え方が拡がっている

実態があります。この作品では、脱法ハーブ等の違法ドラッグが身体にどんな影響を与えるの

か、危険性を科学的に検証し、違法薬物に対する正しい知識を身に付ける内容となっています。 

 

教材番号【２６００５】 ＤＶＤ（２０分） 中学校全般、高等学校全般、成人一般 

１０、ＬＧＢＴs 

 

【人権教育 LGBTs】LGBTSと社会 ①職場 ～声に出せないハラスメント～  

職場で無自覚に発せられる言葉がＬＧＢＴＳ当事者を傷つけ、勤労意欲を低下させたり、メ

ンタルヘルスを悪化させたりする原因にもなります。就職活動の困難やトイレを使用する際の

問題など職場で起こりうる様々な事例を描き、その課題解決のためのヒントを学べる教材です。 

                 

教材番号【Ｒ０４１３】 ＤＶＤ（２５分） 企業教育、成人一般 
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【人権教育 LGBTs】LGBTsの子どもの命を守る学校の取組 ② 

当事者に寄り添うために～教育現場での落とし穴～ 

教師が LGBTsの知識や意識を高めたり、児童生徒に LGBTsの指導をしたりする上で参考とな

る教材です。LGBTs児童生徒への配慮の仕方、LGBTsの授業の仕方、カミングアウトがあった場

合の対応例などを示しています。 

 

教材番号【Ｒ０２２９】 ＤＶＤ（３８分） 教職員 
 

 【人権教育  LGBTs】気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ④ 

誰もがその人らしく －ＬＧＢＴ－  

ＬＧＢＴの人たちに対する理解は以前に比べて深まってきているが、未だに偏見があるのは

現実である。作品を通してＬＧＢＴの問題は当事者だけの問題ではなく、誰もが自分らしく生

きていくことを考える上で、全ての人に関わる問題であることを考える。ストーリーが４つの

チャプターから構成され、チャプターごとに振り返り解説が入る。 
 

教材番号【Ｒ０１１１】 ＤＶＤ（２０分） 中・高校全般、成人一般、企業教育 

 

【人権教育  LGBTs】みんなで考える LGBTs②いろいろな性～心の性・表現する性～ 

体の性と心の性が異なるトランスジェンダー、男でも女でもないと自認するＸジェンダー、

自身の性自認に揺れ動くクエスチョニング・・・、心の性、表現する性は実に多種多様である。

近年は学校でも多目的トイレの設置や男女共用制服の整備など、徐々に対応がされている。そ

のような中、自分が何者であるのかと戸惑う主人公の姿を見て、心の性や表現する性について

考えることができる教材である。 
教材番号【Ｒ０１１７】 ＤＶＤ（１９分） 中・高生全般、成人一般、企業教育 

 【人権教育  LGBTs】みんなで考える LGBTs ③性的指向と性自認（解説編） 
人口の約８％前後が LGBTsであると推定されており、３０人のクラスの中では１～２人の生

徒が LGBTs に該当するといわれている。LGBTs に対しては学齢期の早い段階での教育が望まれ

ていながら、正確な知識や理解が追いついていないという現状がある。本巻では、性の多様性

を解説し、LGBTsを取り巻く社会の動きなども紹介し、LGBTsへの理解を深めていく。 

 
教材番号【Ｒ０１１８】 ＤＶＤ（２２分） 中・高生全般、成人一般、企業教育 

 

【人権教育  LGBTs】見過ごしていませんか 

性的少数者（ＬＧＢＴ）へのセクシュアルハラスメント 

２０１７年１月施行「改正男女雇用機会均等法」で、性的少数者に対するセクハラを防止す

るために、事業主の措置義務が法律に明記されました。性的マイノリティの問題は、テレビの

中の話でも、外国の話でもありません。身近な話なのです。では、どうして性的少数者が今、

職場で取り上げられるのでしょうか？この教材を通して、きっと皆さんにも大切な気付きがあ

るはずです。 

教材番号【２９０１１】 ＤＶＤ（２９分） 成人一般、企業教育、教職員 

 

【人権教育  LGBTs】考えよう！ハラスメント VOL.２ ＬＧＢＴを知ろう 

ＬＧＢＴを含むセクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の人達は、３～１０％存在する

といわれています。文部科学省はＬＧＢＴの子ども達への配慮を求めるパンフレットを全国の

教育機関に配布し、２０１７年度からは高校の教科書にも盛り込まれました。ＬＧＢＴをめぐ

る社会の動きは今、大きく変わりつつあります。まず私達が多様な性のあり方を正しく理解し、

認め合っていく社会にすることが大切です。 

教材番号【２９０１２】 ＤＶＤ（２０分） 成人一般、企業教育、教職員 
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１１、子育て  

 
【虐待予防】子どもの虐待死をゼロに‼ ～４つの事例を検証する～ 

児童福祉従事者・関係者、教育関係者向けの教材です。多胎児のケース、ＤＶと児童虐待が

同時に行われたケース、母親一人で子育てをしていたケース、無理心中を図ったケースの４つ

の事例をミニドラマで伝えています。事例の検証を通して、虐待死を防ぐための子どもと家庭

を守る体制づくりの重要性を訴えています。 
 

教材番号【Ｒ０４１５】 ＤＶＤ（２４分） 成人一般、専門教育、教職員 

 
【虐待予防】君が、いるから 

作品のテーマは「子ども・若者の人権」。母親から生き方を制限され、心理的虐待に悩む主人

公がコンビニエンスストアでのアルバイトを通して、多く人と関わり少しずつ変わっていく。

子どもや若者が社会的に成長し自立していくために、人と人とが関わり支えあいながら希望の

種をまき、自己実現をめざす人権啓発ドラマです。 

 
教材番号【Ｒ０１１５】 ＤＶＤ（３３分） 成人一般 

 
【虐待予防】あたたかい眼差しを 

児童虐待が社会問題としてクローズアップされ、児童相談所等の扱いも急速に植えている。

虐待死も後を絶たない。なぜ増えるのか、どうすれば防げるのかをケーススタディドラマや関

係者の話などで探り、解決の方向性を示す。 

 

教材番号【２４０４８】 ＤＶＤ（２２分） 成人一般、 

 

【基本的な生活習慣習得】はみがきしようね ハローキティといっしょ （アニメ） 

幼児の基本的な生活習慣の習得を促す教材。 

①はみがきしようね  ②げんきにあいさつ  

③だいすきおふろ   ④ひとりできがえ、４話。 （しつけＤＶＤ）  

 

教材番号【Ｒ０１２３】 ＤＶＤ（４０分） 幼児一般 

 

【基本的な生活習慣習得】がまんできるよ ハローキティといっしょ （アニメ） 

幼児の基本的な生活習慣の習得を促す教材。 

①がまんできるよ   ②ごめんねいえる  

③なかよくあそぼう  ④きちんとしょくじ、４話。 （しつけＤＶＤ） 

 

教材番号【Ｒ０１２４】 ＤＶＤ（４０分） 幼児一般 

 

【絵本読み聞かせ】絵本読み聞かせ  おうちで実践編１  

たっぷり！読み聞かせの楽しみ方 

読み聞かせに興味のある方、実践上の悩みなど、読み聞かせを楽しみながら行うためのヒン

トがいっぱいあります。読めばあなたの読み聞かせに対するドキドキが、ワクワクに変わりま

す。  

教材番号【２５０３８】 ＤＶＤ（３５分） 成人一般 
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【絵本読み聞かせ】絵本読み聞かせ  おうちで実践編２  

ぴったり！絵本の選び方 

年齢によってどんな絵本を選んだらよいか、選び方のノウハウやおすすめの絵本をいっぱい

紹介します。絵本を通して子どもと楽しいひと時を過ごしましょう。 

 

 教材番号【２５０３９】 ＤＶＤ（３５分） 成人一般 

 

【子どもが描く絵の見方・とらえかた】子どもの絵 ０歳からの絵の特徴とその意味 

子どもの絵には、一人ひとりの成長があらわれています。そこに描かれているのは、楽しか

ったこと、うれしかったこと、時には悲しかったことなど、まだ言葉では十分に伝えることが

できない子どもの思いが込められているのです。 

 教材番号【２１０３１】 ビデオ（２０分） 成人一般 

１２、アニメーション  

 ズッコケ三人組の自転車教室 安全な乗り方を身につけようの巻    

ズッコケ三人組が自転車に乗って道路を走行する際に、いくつもの危険な場面に遭遇しま

す。どのようにすれば安全に走行できるのか一つ一つ確認していきます。左側通行、白線があ

る道路の走り方、横断歩道の渡り方などを学べます。 

 

教材番号【Ｒ０４０９】 ＤＶＤ（１４分） 幼児一般、小学校低学年 

 うしわかまるのウイルスなんかには負けないぞ！ 

 この教材では、牛若丸と一緒にクイズを解きながら、感染症について学びます。また、感染

症から身体を守るために、正しい手洗いの仕方やマスクの着用について学びます。そして、感

染症にかかった友達を仲間外れにしないという人権上の配慮についても学びます。   

 

教材番号【Ｒ０４２１】 ＤＶＤ（１０分） 幼児一般、小学校低学年 

 
うしわかまるのクイズでまなぶ 火事だ！どうする？  

牛若丸たち３人が火遊びをしたことからお堂が火事になり、３人は大慌てします。牛若丸た

ちは火事の恐ろしさを知ることになりました。本教材は、子どもたちに火事の恐ろしさを伝え

るとともに、もし火事に気付いたらどのように行動すればよいのかクイズを通して学ぶことが

できる内容です。 

         

教材番号【Ｒ０４２０】 ＤＶＤ（１０分） 幼児一般、小学校低学年 

 ミヤモトムサシのこうつうあんぜん 五輪の書 

 幼児・小学校低学年向けの交通安全教材です。 剣豪ミヤモトムサシが書き残したとされる

「こうつうあんぜん五輪の書」をもとに、道路の歩き方・横断歩道の渡り方・信号の見方など

をタクアン和尚に教えてもらいながら学んでいきます。 

 

教材番号【Ｒ０３２１】 ＤＶＤ（１４分） 幼児一般、小学校低学年 

 



24 

 

 

王さまでかけましょう 

王さまがつばめに頼んでアフリカに連れ行ってもらおうとするお話です。絵本としても多く

の子どもたちに読まれています。アニメーションとしても子ども達に大人気の作品です。 

 

教材番号【Ｒ０３２７】 ＤＶＤ（１２分） 幼児一般、小学校低学年 

 ハムスター倶楽部②  仲良くなろうよ、えんどーくん 

【５話収録】⑥仲良くなろうよ、えんどーくん ⑦三匹目のハムスター  

⑧ハムスターを飼いたい ⑨しげっちの大冒険 ⑩えんどーくんが大変だ 

 視聴しながら、ハムスターの生態や飼い方を学ぶことができます。 

 

教材番号【Ｒ０２４１】 ＤＶＤ（５０分） 幼児一般、小学校低学年 

 

 
ハムスター倶楽部① ドリームスカイ 

【５話収録】①ドリームスカイ ②ようこそ我が家へ ③しげっちの食べる寝る遊ぶ  

④イタズラっ子VSハムスター ⑤恋するえんどーくん 

 視聴しながら、ハムスターの生態や飼い方を学ぶことができます。 

 

教材番号【Ｒ０２４０】 ＤＶＤ（５０分） 幼児一般 小学校低学年 

 

 げんきげんきノンタン 「おばけむらめいろ」 

【５話収録】①おばけむらめいろ ②いもうといいな ③こちょ こちょ こちょ  

④おやすみなさい ⑤ふわふわタータン 

 ５つのお話のあとにそれぞれ「しりとり」や「あしじゃんけん」などの遊びを紹介してい

ます。 

 

教材番号【Ｒ０２３９】 ＤＶＤ（３２分） 幼児一般  

 トムとジェリー ジェリー街へ行く 

【８話収録】①ジェリー街へ行く ②あべこべ物語 ③お掃除はこうするの ④西部の伊達

ねずみ ⑤ジェリーの日記 ⑥ごきげんないとこ ⑦淋しがりや ⑧こわいお手伝いさん 

 

 

教材番号【Ｒ０２３８】 ＤＶＤ（６０分） 幼児一般、小学校全般 

 

 心あたたまるなつかしいお話しシリーズ ひみつの花園 

多くの子どもたちが知っている童話を３話収録。 

①ひみつの花園 ②ピーターパン ③オズのまほうつかい 

１作品が１５分程度で行事やお楽しみ会で活用できる 

 

教材番号【Ｒ０２３５】 ＤＶＤ（３４分） 幼児一般、小学校低学年 

 


