
　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

  

DVD 児童・指導者 学校図書館活用のための学習用ＤＶＤ 15 1 平20 宇都宮市学校図書館支援センター 図書館の使い方・司書の仕事、図書館を活用した授業例の紹介。

DVD 総合 折って・切って・広げてびっくり！　切り紙遊び 40 1 平23 （財）全日本社会教育連合会
切り紙遊びを通じて、心身等の活性化を図り、相互理解を深めることを
目的とした教材。

DVD 総合 元気に遊ぼう！　リズムでゲーム 53 1 平21 全国視聴覚教育連盟
筋力を向上させる「トレーニング」。反射神経を鍛える「リズム」。協調性
を育む「ゲーム」。

DVD 総合 忍者になって　ホップ！ステップ！ジャンプ！ 17 1 平22 （財）全日本社会教育連合会 「忍者の動き」を参考に、楽しみながら体力づくりができる教材。

DVD 総合
平成18年度　総務省メディアリテラシー教材
「私たちのメッセージを伝えよう　～公共広告をつくる～」

27 1 平20 早稲田大学川口芸術学校
①共広告ってなに? ～身の回りのものを防炎品に～　②子ども･若い人
たちが作った公共広告　③私たちのメッセージを伝えよう ～公共広告
をつくる～

DVD 総合 見て　学んで　考える　WEB教材 14 1 平27 全国視聴覚教育連盟 子どもたちに「介護」について、楽しくわかりやすく学んでもらう教材。

DVD 総合 みんなが主役！人形劇で遊んじゃおう 40 1 平23 全国視聴覚教育連盟
人形劇を演ずることで「表現力」を身につけるとともに、役割分担の重
要性や協調性、コミュニケーション能力を成長させることができます。

DVD 総合 みんなでおどろう！よさポップ 26 1 平22 全国視聴覚教育連盟
「よさこい」をモチーフにした踊り「よさポップ」をとおして表現力と創造性
を身につけ、最近の子どもたちに見られる「表現や意思伝達の乏しさ」
を補えます。

DVD 総合 みんなでおどろう！レッツ ヒップ ホップ 55 1 平20 全国視聴覚教育連盟
ヒップホップダンスの踊り方紹介。気軽に楽しむダンスなので細かい所
にはこだわらず、音楽に合わせて楽しく体を動かすことから始められま
す。

DVD 総合 みんなに元気をあげよう！チアロビクス 58 1 平23 全国視聴覚教育連盟
応援スタイルのコミュニケーション運動を体験できます。上達度に応じ
たメニューを選択し、効率よく運動できます。

DVD 総合 ようこそ！エネルギー図書館へ 43 1 平21 (財)ＮＨＫインターナショナル
暮らしとエネルギー問題や地球温暖化問題との関わりを知った上で、
実験の仕方や体験学習のﾋﾝﾄなどを内包し、将来を担う子供たちが楽
しく学習できる。

CD-ROM 総合 糸で広がる楽しい世界　あやとりで遊ぼう　　※パソコンのみ再生可 － 1 平19 日本視聴覚教育協会 ひとりから多人数でできるあやとりを紹介。

CD-ROM 総合 おりがみでゆめをひろげよう!!　　※パソコンのみ再生可 － 1 平17 日本視聴覚教育協会
折り紙のひみつ、ユニット折り紙と題した特集で構成、５１作品の折り方
を紹介。また、１３の折り紙遊びも併せて紹介。

CD-ROM 総合 けん玉で楽しく遊んでみよう　　※パソコンのみ再生可 － 1 平17 日本視聴覚教育協会
①基本　②持ち方③遊び方　④基本的な練習法　⑤１１の基本わざ
⑥けん玉事典

CD-ROM 総合 作って遊ぼう！リサイクル工作　　※パソコンのみ再生可 － 2 平17 日本視聴覚教育協会
①リサイクルってなあに？　②材料と道具を用意しよう！　③作って遊
ぼう！④どんな音になるかな？　⑤リサイクルカードゲーム　⑥もっとリ
サイクル工作をしたい！

CD-ROM 総合 光のマジック　かげ絵で遊ぼう！　　※パソコンのみ再生可 － 1 平19 日本視聴覚教育協会
①かげｄｅクイズ　②かげ絵を作ってみよう　③みんなでチャレンジ！
④いろいろなかげ絵

 ◆０００　小学校教育　※１　総合的な学習（調べ学習・食育・英語など）　２　学校運営・指導方法など

  ００ 小 学 校 教 育  
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

CD-ROM 総合 ぼらんてぃあ探検隊　　※パソコンのみ再生可 － 1 平17 日本視聴覚教育協会
子どもたちは自分の興味のあるボランティア活動に関する情報を詳しく
知ることができます。 「インタビューゲーム」「マナーゲーム」などのゲー
ム形式で紹介。

 ◆０２０　小学校社会

［わたしたちのまち　学校のまわり・市のようす］

DVD 小 下水道はエネルギーの宝庫 10 1 平27 齋藤英夫（佐野市）

低学年には関心をもってもらいたい。高学年、特に４年生・５年生は社
会科や総合的学習の時間に見学が実施されているが、ビデオ教材の
活用により、さらに再生エネルギーの学習に幅を広げ、学習効果の向
上を図ってもらいたい。

DVD 小3 宇都宮のようす　Ｓ６１ 22 3 昭61 自作教材を参照

DVD 小3 宇都宮市のようす　Ｈ６ 15 3 平6 自作教材を参照

DVD 小3 市のうつりかわり　Ｈ１ 20 3 平１ 自作教材を参照

DVD 小3 商店街・オリオン通り　S59 12 3 昭59 自作教材を参照

DVD 小3 スーパーマーケットをたずねて　Ｈ５　※県コンクール奨励賞 11 3 平5 自作教材を参照

DVD 小3 たんけん公民館　Ｈ７　※県コンクール奨励賞 20 3 平7 自作教材を参照

DVD 小3 町に残る古いもの調べ　Ｓ５９ 16 3 昭59 自作教材を参照

DVD 小3 湯西川　Ｓ６３ 21 3 昭63 自作教材を参照

DVD 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　市内たんけん　Ｈ１６　※県コンクール優秀賞 10 3 平16 自作教材を参照

DVD 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　市内たんけん２　Ｈ１７　※県コンクール優秀賞 9 3 平17 自作教材を参照

DVD 小4 土地の低い所に住む人々の暮らし－小山市生井地区－　Ｈ１３ 12 3 平13 自作教材を参照

DVD 小4 那須野が原　Ｓ６０ 51 3 昭60 自作教材を参照

DVD 小5 番組はどうやってつくるの 13 3 平11 自作教材を参照

DVD 小6 古墳　Ｈ２ 14 3 平2 自作教材を参照

DVD 小6 男体山　Ｈ３　※県コンクール奨励賞 9 3 平3 自作教材を参照

DVD 小～一般
まちは大きな博物館-探してみよう身近にある古いもの‐
Ｈ１３　※県コンクール最優秀賞

12 3 平13 自作教材を参照

DVD 小～一般
まちは大きな博物館２（中心部地区の文化財など）
Ｈ１５　※県コンクール優秀賞

12 3 平15 自作教材を参照
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種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 小～一般
まちは大きな博物館３（南東部～南西部地区の文化財など）
Ｈ１６　※県コンクール優秀賞

8 3 平16 自作教材を参照

DVD 小～一般 まちは大きな博物館４（東部地区の文化財など）　Ｈ１７　※県コンクール優秀賞 12 3 平17 自作教材を参照

DVD 小～一般 まちは大きな博物館５（北部～北西部地区の文化財など）　※県コンクール最優秀賞 12 2 平19 自作教材を参照

DVD 小～一般
まちは大きな博物館６（河内地区の文化財）
 ※県コンクール優秀賞／H20全国視聴覚教材コンクール入選

9 3 平20 自作教材を参照

DVD 小3～一般 まちは大きな博物館７（上河内地区の文化財）　※県コンクール優秀賞 12 2 平20 自作教材を参照

DVD 小～一般
みんながくらしやすいまちに -バリアフリーについて考えよう-
Ｈ１４　※県コンクール最優秀賞

12 3 平14 自作教材を参照

［人びとのしごと］

DVD 小3
おいしいなしをつくるために
※H9県コンクール最優秀賞／H15全国視聴覚教材コンクール入選

14 3 平9 自作教材を参照

DVD 小3・小4 焼き物づくりのさかんな町－益子－　Ｈ１２　※県コンクール優秀賞 12 3 平12 自作教材を参照

DVD 小5 栃木県の伝統的な工業　Ｈ３ 17 3 平3 自作教材を参照

DVD 小5 ニュースを伝える　Ｈ１０　※県コンクール優秀賞 15 3 平10 自作教材を参照

［安全なくらしをまもる　火事・交通事故］

DVD 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　消防署たんけん　※県コンクール最優秀賞 14 2 平18 自作教材を参照

DVD 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　けいさつしょたんけん　※県コンクール最優秀賞 12 2 平20 自作教材を参照

DVD 小4 火事をふせぐ　Ｈ２ 21 3 平2 自作教材を参照

DVD 小4 交通事故を防ぐ　Ｈ４　※県コンクール奨励賞 16 3 平4 自作教材を参照

［みるみる社会科DVD］

DVD 小3・4 みるみる社会科DVD②　安全・健康なくらしを支える　全６タイトル 54 1 平25 東映
①警察　②消防署　③ダムと取水ぜき　④浄水場　⑤下水処理場
⑥清掃工場

DVD 小3・4 みるみる社会科DVD③　エネルギーと環境　全５タイトル 60 1 平26 東映
①火力発電所　②原子力発電所　③ガス会社　④かんのリサイクル
⑤びんのリサイクル　⑥ペットボトルのリサイクル

DVD 小5 みるみる社会科DVD④　食料生産にたずさわる人びと　全４タイトル 47 1 平25 東映 ①米　②キャベツ　③なし　④酪農⑤漁港
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種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 小5 みるみる社会科DVD⑤　工業と情報通信　全６タイトル 59 1 平26 東映
①製鉄所　②自動車工場　③お菓子工場　④トラック輸送　⑤ニュース
番組制作　⑥新聞社の仕事

DVD 小6 みるみる社会科DVD⑥　政治のはたらき　全３タイトル 35 1 平26 東映
私たちの暮らしのあらゆる場面に必要な「市役所」、もっとも身近な政治
の中心「市議会」、また「私たちのくらしと憲法のかかわり」を紹介。

［健康なくらしをまもる　水道（下水）］

DVD 小4 みんなをまもる水の旅　～宇都宮市の水道・下水道～ 17 3 平18 宇都宮市上下水道局 ①宇都宮市の水道の歴史　②水道事業　③下水道事業

DVD 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　水道水たんけん旅行　 ※県コンクール優秀賞 12 3 平19 自作教材を参照

DVD 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　宝木用水探検旅行　Ｈ１５　※県コンクール最優秀賞 10 2 平15 自作教材を参照

DVD 小4 市民の水　Ｓ６１ 20 3 昭61 自作教材を参照

DVD 小4 宝木用水　Ｓ６２ 20 3 昭62 自作教材を参照

［健康なくらしをまもる　ごみ］

DVD 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　ごみ処理場見学　※県コンクール優秀賞 12 5 平21 自作教材を参照

DVD 小4 ごみのしまつ　Ｓ６０ 14 3 昭60 自作教材を参照

DVD 小4 ごみをへらすくふう－資源物のゆくえ－Ｈ８　※県コンクール最優秀賞 15 3 平8 自作教材を参照

 ◆０４０　小学校理科 　 　

DVD 小4 DVD小学理科　４年   　※学習指導要領準拠 33 1 平25 東映
①あたたかい季節の生きもの　②さむい季節の生きもの　③人の体の
つくりとうごき　④天気のようすと気温の変化　⑤すがたを変える水
⑥月の動き　⑦星の動き

DVD 小5 DVD小学理科　５年①　※学習指導要領準拠 29 1 平25 東映
①種子の発芽に必要なもの　②植物の成長に必要なもの　③花のつく
りと花粉のはたらき　④メダカのたまごの成長　⑤メダカの食べ物　⑥
人のたんじょう

DVD 小5 DVD小学理科　５年②　※学習指導要領準拠 29 1 平26 東映
①流れる水のはたらき　②川のようす　③雲の働きと天気の変化　④天
気の予想と台風

DVD 小6 DVD小学理科　６年①　※学習指導要領準拠 30 1 平25 東映
①呼吸のしくみ　②消化と吸収　③血液の流れと心臓　④植物がつくる
養分　⑤植物の体の水の通り道　⑥水　⑦空気　⑧食べ物と生物のか
かわり

DVD 小6 DVD小学理科　６年②　※学習指導要領準拠 30 1 平26 東映
①地層の観察　②水のはたらきでできた地層　③花粉のふん火ででき
た地層　④火山の活動や地震による土地の変化　⑤月の形が変わるし
くみ　⑥月と太陽の観察
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種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 小 アルコールランプ・ガスバーナーの使い方　Ｓ６０ 12 3 昭60 自作教材を参照

DVD 小 草花っておもしろい　みんなもできるよ自由研究　Ｈ１６　※県コンクール優秀賞 11 3 平16 自作教材を参照

DVD 小 調べよう水の中の小さな生き物　Ｈ１３　※県コンクール最優秀賞 10 3 平13 自作教材を参照

DVD 小 みんなの理科室　Ｈ１４ 11 3 平14 自作教材を参照

DVD 小１，２ 田んぼまわりの生き物調査　 H23県コンクール応募作品 15 1 平24 齋藤英夫（佐野市）

子どもたちが川に存在している生物を「生き物調査」を行った様子を映
像化してあります。コイやフナ、ザリガニなどに触れ、自分で捕まえたこ
とに身体全体で喜びを表す子どもたち。教室では観察したことを発表し
たり絵を描いたりする学習の様子を映像再現しました。

DVD 小3 いろいろなこん虫　Ｈ８ 19 3 平8 自作教材を参照

DVD 小3 学校で見られるこん虫たち(夏)～みんなでさがそう～　※県コンクール優秀賞 12 5 平20 自作教材を参照

DVD 小3 調べよう，うつのみやのこん虫　 ※県コンクール最優秀賞／H13全国視聴覚教材コンクール優秀賞 12 3 平12 自作教材を参照

DVD 小4 宇都宮の星　※Ｈ28県コンクール優秀賞 7 3 平28 自作教材を参照

DVD 小4 タンポポ～身近な自然を探る～Ｈ１１　※県コンクール奨励賞 13 3 平11 自作教材を参照

DVD 小5 宇都宮の川　※H29県コンクール奨励賞 10 3 平29 自作教材を参照

DVD 小5 川のはじまりを探そう　H２１ 　※県コンクール奨励賞 10 3 平21 自作教材を参照

DVD 小5 気象台の仕事　Ｈ７　※県コンクール優良賞 10 3 平7 自作教材を参照

DVD 小5 気象台の仕事　Ｈ１８　※県コンクール奨励賞 7 2 平18 自作教材を参照

DVD 小5 雲の動きと天気の変化　Ｈ２３ 8 1 平23 自作教材を参照

DVD 小5 調べてみよう雲の不思議　Ｈ１５　※県コンクール優秀賞 13 3 平15 自作教材を参照

DVD 小5 森林はなぜ大切なの -足尾の緑化活動から考える-　Ｈ１４　※県コンクール優秀賞 10 3 平15 自作教材を参照

DVD 小５ 流れる水のはたらき　Ｈ１７　※県コンクール優秀賞 9 3 平17 自作教材を参照

DVD 小5 流れる水のはたらき　Ｈ２４　※県コンクール優秀賞 10 3 平24 自作教材を参照

DVD 小5 わたしたちの気象台　※県コンクール優秀賞 7 1 平25 自作教材を参照

DVD 小6 宇都宮の化石　H２７　※県コンクール最優秀賞 9 3 平27 自作教材を参照

DVD 小6 宇都宮の地層　H５ 11 3 平５ 自作教材を参照

DVD 小6 宇都宮の地層　H２２  ※県コンクール優秀賞 11 3 平22 自作教材を参照
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 小6 川の生き物から水質を調べよう　Ｈ４ 10 3 平4 自作教材を参照

DVD 小6 再生可能エネルギー　Ｈ２６　※県コンクール優秀賞 10 1 平26 自作教材を参照

DVD 小6 栃木県の地層　Ｓ６３ 15 3 昭63 自作教材を参照

DVD 小6 流れる水のはたらき　Ｈ２　※県コンクール優良賞 14 3 平2 自作教材を参照

DVD 小6 ヒトとかんきょう －森林と私たち－　Ｈ９　※県コンクール優秀賞 11 3 平9 自作教材を参照

DVD 小6 ヒトとかんきょう２ －かんきょうを調べる　Ｈ１０ 10 3 平10 自作教材を参照

DVD 小6 ヒトや動物の体　Ｈ６　※県コンクール優良賞 15 3 平6 自作教材を参照

DVD 小6 身近な地層　Ｓ６２ 15 3 昭62 自作教材を参照

DVD 小～中 自然とともに生きる ～環境の調べ方～　Ｈ１９　※県コンクール優秀賞 9 5 平19 自作教材を参照

 ◆０５０　小学校音楽

DVD 小 小学校音楽鑑賞用教材集　①　世界の音楽　１ 68 1 平23 ＮＨＫソフトウェア 歌劇・ミュージカル・交響曲・吹奏楽曲

DVD 小 小学校音楽鑑賞用教材集　②　世界の音楽　２ 76 1 平23 ＮＨＫソフトウェア 管弦楽曲1

DVD 小 小学校音楽鑑賞用教材集　③　世界の音楽　３ 80 1 平23 ＮＨＫソフトウェア 管弦楽曲2

DVD 小 小学校音楽鑑賞用教材集　④　世界の音楽　４ 84 1 平23 ＮＨＫソフトウェア 協奏曲・室内楽曲・合唱曲

DVD 小 小学校音楽鑑賞用教材集　⑤　世界の音楽　５ 67 1 平23 ＮＨＫソフトウェア 器楽曲

DVD 小 小学校音楽鑑賞用教材集　⑥　日本の音楽 71 1 平23 ＮＨＫソフトウェア 日本人の音楽と楽器

DVD 小 小学校音楽鑑賞用教材集　⑦　日本の民謡・芸能 125 1 平23 ＮＨＫソフトウェア 芸能　都道府県の民謡・芸能（全県対応）

DVD 小 小学校音楽鑑賞用教材集　⑧　世界の民謡・芸能 59 1 平23 ＮＨＫソフトウェア 民族の音楽・芸能と楽器

 ◆０７０　小学校保健・体育　　※性教育やたばこの害など含む 　

DVD 小 ＮＨＫ　ＤＶＤ教材つくろう！元気なカラダ！　良い姿勢と運動器 23 1 平 ＮＨＫエンタープライズ

①「運動器」って何?・良い姿勢も運動器から・良い姿勢を覚えよう！
②大丈夫ですか？あなたの運動器　③試してみよう!かんたん運動器
チェック　④やってみよう・ストレッチング！良い姿勢と運動器をつくる生
活リズム

DVD 小 げきたい！インフルエンザ　～かからないために、うつさないために～ 17 1 平22 東映
インフルエンザにかからないために、うつさないためにはどうすれば良
いのかを、紹介する教材。
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 小 小学校体育シリーズ　鉄ぼう運動 15 1 平15 学研 ①体ほぐし運動　②上がる技　③下りる技　④回転する技　⑤技の発表

DVD 小 小学校体育シリーズ　とびばこ運動 15 1 平15 学研
①体ほぐし運動　②開きゃくとび　③かかえこみとび　④台上前転
⑤首はねとび　⑥技の発表

DVD 小 小学校体育シリーズ　マット運動 15 1 平15 学研 ①体ほぐし運動　②前転　③後転　④倒立回転　⑤倒立　⑥技の発表

DVD 小 モーくん＆アワちゃん　手洗い教室 25 1 平21 牛乳石鹸共進株式会社
正しい手洗いの方法などについて楽しく学べるよう、アニメやクイズ、手
洗い歌などで紹介。

DVD 小～一般 ちゃんと人とつきあいたい　子ども編 27 1 平25 アローウィン
日常よく見かける問題行動の事例を紹介し、何が問題で、社会的スキ
ルを獲得するためにはどうしたらよいのか、どう指導したらよいのか、
監修者による説明と対応例で解説。

DVD 小～一般 ちゃんと人とつきあいたい　青年・成人編 23 1 平25 アローウィン
日常よく見かける問題行動の事例（14事例）を紹介し、何が問題で、社
会的ｽｷﾙを獲得するためにはどうしたらよいのか、どう指導したらよい
のか、監修者による説明と対応例で解説。

DVD 小～一般 発達障害へのアプローチ　第１巻 45 1 平25 アローウィン
子どもたちの行動を注意深く見つめることから始め、映像ならではの臨
場感で発達障害の全体像の理解を促します。発達障害のある子の実
際の行動への対応を交えながら、障害の特徴と具体的な指導を解説。

DVD 小～一般 発達障害へのアプローチ　第２巻 43 1 平25 アローウィン
子どもたちの行動を注意深く見つめることから始め、映像ならではの臨
場感で発達障害の全体像の理解を促します。発達障害のある子の実
際の行動への対応を交えながら、障害の特徴と具体的な指導を解説。

 ◆０９０　道徳・特別活動

DVD 小 あさりちゃんと学ぶ　地震への備え 10 1 平24 教配
・机の下などに隠れる・家具を固定しておく・非常食・保存水・懐中電灯
などの準備・防災マップで危ない場所を確認 など。地震への備えを項
目ごとに紹介。

DVD 小 あさりちゃんの自転車安全教室 10 1 平23 教配
テンポよく展開するあさりちゃんとタタミちゃんの自転車安全教室に子ど
もたちも自然と引き込まれ、楽しく自転車の交通ルールを学べる。

DVD 小 あさりちゃんの火の用心 10 1 平23 教配
ライターなどによる火あそびの怖さ、煙の怖さ、大切なものが一瞬にし
てなくなってしまう悲しさを子どもたちの心に訴えます。火災が起きた場
合の対処について紹介。

DVD 小 １ねん１くみシリーズ　４話入り 51 1 令1 東映 ワンパクな子を周囲が温かく見守る、心の触合いを描いた物語。

DVD 小 おじゃる丸 ちっちゃいものの大きなちから 11 1 令1 東映株式会社
「他の人とのかかわり」　おなじみ「シャク」を狙うアカネ達だが、作戦に
失敗し丸太の下敷きになり動けなくなった。そこへおじゃる丸に助けら
れたアリが仲間をつれてやってきて…。

DVD 小 おれたち、ともだち！ 52 1 平30 東映
1時間100円で『ともだちや』をはじめたキツネ。でも、ともだちって、お金
で買うものなの？キツネはオオカミと楽しく遊んだ後にお代を請求しま
すが…。キツネとオオカミのゆかいでかわいい友情物語。

DVD 小 こころを育てる映像教材集　おはよう！ゴミありませんか？ 14 1 平30 東映株式会社
清花は団地に住む小学2年生。ある朝、ゴミ出し途中で疲れて階段に
座り込んだ、上の階に住む原田さんを見つけます…。
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 小 くぅとしの ‐あなたがそばにいるだけで‐ 12 1 令3 東映

DVD 小 ココロ屋 25 1 平26 東映
先生に「心を入れ替えなさい」と叱られたヒロキの前に現れたのは、い
ろいろな心に取り替えてくれる「ココロ屋」だった。心をテーマに自分とは
何かを考えさせる。

DVD 小 子てんぐこたろうの守ろう！交通ルール 12 1 平23 ドラコ
元禄時代の絵巻物から飛び出し、現代にやってきた子天狗小太郎が、
道路の歩き方、渡り方などの交通安全のポイントを学んでいく。

DVD 小 子てんぐこたろう誘拐から身を守るお約束 11 1 平23 ドラコ
元禄時代の絵巻物から飛び出し、現代にやってきた子天狗小太郎が、
誘拐されないためのお約束を学んでいく。

DVD 小 サル太郎　地震には負けないぞ！　地震への備え大作戦 15 1 平23 映学社

「地震はこわい」という恐怖心だけを植えつけるだけでなく、子どもの大
好きな動物たちを主人公にしながらストーリーを展開し、歌などを交え
ながら、子どもたちが豊かな想像力を活かして自分の命を守る方法を
考えられる教材。

DVD 小 サル太郎はとびださない！　歩行者・自転車のこうつうルール 15 1 平23 映学社
こどもたちに道路では様々な危険があることを理解させ、交通ルールを
きちんと身につけることが大切であることを訴えます。

DVD 小 小学生の自転車の安全な乗り方 16 1 平24 東映
小学生の自転車安全のためには「なぜ危険なのか」「どうしたら安全な
のか」を子どもたち自身に理解させることが大切です。子どもたちに質
問を投げかけ、考えさせることで理解をうながす交通安全ビデオ。

DVD 小 ズッコケ三人組のいじめをなくす作戦 15 1 令3 映学社

DVD 小 ズッコケ三人組のぼうはん教室 ‐ゆうかい・連れ去りから自分を守る‐ 17 1 令3 映学社

DVD 小 ズッコケロボの自転車の交通安全 51 1 令1 株式会社ドラコ
子ども達に自転車の交通ルールをわかりやすく伝えます。また、ルール
を無視した時にどのような危険があるかを、3DCGのキャラクターで再
現することによって、理解を促す。

DVD 小 道徳・名作シリーズ①小学校低学年向け　二わのことり 6 1 平28 映学

ヤマガラは小鳥たちをお誕生日会に呼びますが、みんなはウグイスの
家へ行ってしまいました。ミソサザイはひとりぼっちのヤマガラが気に
なって…。ミソサザイの心の葛藤を描き、友だちを思いやる気持ちにつ
いて考えます。

DVD 小 道徳・名作シリーズ②小学校低学年向け　まめたろうがんばれ 7 1 平28 映学
畑にまめがまかれ、土の中に閉じ込められたまめたろう。地上に芽を出
すまでの一週間、まめたろうの不安な心の動きを描き、がまんして頑
張ったあとに訪れる喜びを表現しています。

DVD 小 道徳・名作シリーズ③小学校中学年向け　月の峰の狼 11 1 平28 映学
月の峰に住む狼の群れのリーダー、ドンとダン。兄・ドンが新しい峰を
探しに出かけている間、弟・ダンは群れを守ります。責任感を持つこと
や、自己犠牲の尊さなどをダンの行動から訴えます。

DVD 小 道徳・名作シリーズ④小学校中学年向け　ふりだした雨 9 1 平28 映学
雨が降り出しそうで早く帰りたいのに、やらなくてはいけないことを思い
出して…。困難な状況にあっても、役割を成し遂げることの意味、そし
て、達成したときの喜びや満足感を表現しています。

DVD 小 道徳・名作シリーズ⑤小学校高学年向け　トロヤを自分の手で 12 1 平28 映学

世界の考古学史上最大の発見とも言われている、トロヤ遺跡の発掘。
それは、ジュリ－マンが８歳の頃から抱き続けた夢を実現するため、努
力をした結果でした。夢をあきらめないこと、不断の努力の意味につい
て考えさせます。

8



　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 小 道徳・名作シリーズ⑥小学校高学年向け　野ばら 11 1 平28 映学
国境の石碑を守る、２つの国の兵士たち。２人にはいつしか友情が芽
生えますが、国同士が戦争を始めて…。「友情とは何か」というテーマと
共に、戦争で奪われる命について、子供たちに問題を投げかけます。

DVD 小 忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ 30 1 平30 東映株式会社
漁船から魚を受け取るというお使いに出発した忍たま三人組は、道中、
老女や少年と出会い、あたたかな心遣いや、親切を学んでいきます。

DVD 小 ねぎぼうずのあさたろう 巻之一　2話入り 51 1 令2 東映株式会社
あさつき村で生まれ育った葱坊主・あさたろうは、暴れ者から故郷の畑
を守るため東海道の旅に出立。必殺技のねぎ汁で悪者たちを懲らしめ
る。

DVD 小 ねぎぼうずのあさたろう 巻之二　4話入り 102 1 令2 東映株式会社
ふらり旅の途上で雨が降り出し、古屋敷に飛び込んだにんにくにきちと
あさたろう。すると稲光と共に、障子に化け猫の姿が浮かび上がり…。

DVD 小 ねずみくんのきもち 12 1 平30 東映 人権啓発のテーマを幼児向けに分かりやすく織り込んでいます。

DVD 小 ハチドリのひとしずく…　私にできること 19 1 平30 有限会社アニメーション画房わ組

南米アンデスに伝わる金の鳥、クリキンディーの「ハチドリのひとしずく」
のお話。地球温暖化という地球全体の大きな問題に対して、ひとりひと
りの小さな私たちにできることは？自分自身の心に、静かに問いかけ
たくなる物語。

DVD 小 はなかっぱの交通安全ケーキを求めて右・左・右 13 1 平27 東映
楽しい物語を通じて交通ルールを解説し、なぜ交通ルールを守らなけ
ればならないかを理解できる構成になっています。

DVD 小 福島県塙町の創作民話　かっぱのすりばち 20 1 令2 エクラアニマル
片貝川に住む子ガッパのかんきちは、村の子どもたちと仲良くなり、遊
びながら素潜りを教えていた。しかしある日、泳ぎが苦手な床屋の息子
じんろくが溺死してしまい…。

DVD 小 むしむし村の交通安全 12 1 平24 東映
幼児の交通事故の多くが飛び出しであることを考慮し、特に飛出し防止
に関して重点を置いた内容

DVD 小 むしむし村の仲間たち みんないいとこあるんだよ 13 1 平29 東映
お互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやること。そして仲間と助け
合っていくこと。そんなことを、子供達が楽しく学んでいける

DVD 小 むしむし村の防災訓練 12 1 平24 東映 地震が起きた時の行動や避難の仕方を解説。

DVD 小 名探偵コナン　防犯ガイド 26 1 平22 東映
☆あとをつけられたら、・友達がつかまったら、等の７つの場面を、コナ
ンと仲間たちがＱ＆Ａ形式で解説。

DVD 小 やめて！ライター遊び　どうぶつ村の消防隊　出動 14 1 平23 映学社
ライターによる火災が相次いでいることから、火の扱い方、恐ろしさを
知ってもらうため、「火遊びは絶対やめよう」と強く訴える。

DVD 小 忘れないで　５つのポイント　自転車の交通ルールとマナー 18 1 平23 映学

「なぜ一時停止しなければならないのか」「なぜ安全確認が必要なの
か」を考えさせて、自転車安全利用五則を軸に、自転車の正しい交通
ルールやマナーを身につけさせることを目指しています。ヘルメットを着
用する重要性にも触れ、ヘルメットを正しく着用することの大切さを訴え
る。

DVD 小～一般 オルシペ　スウォプ （アイヌのお話アニメ） 24 1 平25
寄贈　財団法人アイヌ
文化振興・研究推進機構

①６０のゆりかご　②ハツカネズミが酒をつくった（ハンキリキリ）　③ポ
イヤウンペとルロアイカムイの戦い
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