
　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

　

　

 ◆３１０　公共活動 　

DVD 一般 築こう！安全・安心なまちを　－手をつなぎあう住民たち－ カラー スタンダード 24 1 平20 日本視聴覚教育協会

身近な場所で、子どもが犯罪に巻き込まれる事件が跡をたちません。
こどもたちを守り、安心して生活できる環境を築くにはどうすればよいで
しょうか。
埼玉県上尾市のボランティアグループ「大石北小学校防犯連絡協議
会」ほかの実践を紹介しています。

 ◆３２０　社会生活　　1．祭りなど風習や風俗　　２．現代の防災・防犯（応急手当） 　

DVD 小５．６ 子どもでもできる応急手当 カラー ワイド 40 2 平26 映学社

頻繁に地震、気象災害などが発生する昨今、災害・事故・急病などに
遭遇した場合、どのように応急手当や救命処置をしたらよいのか？小
さなケガの応急手当から、心肺蘇生法やＡＥＤの使い方までを身につ
けることができるように、解説

DVD 風習 上河内の民話　「昔語り　語っぺよ」 カラー スタンダード 30 1 平20 宇都宮を映す会
①銭神岩　②稚児が渕　③ダイダラボウシ　④浮島地獄　⑤矢白峠の
きつね

DVD 交通 運転マナーが大切 ～思いやり・ゆずり合いの心が事故を防ぐ～ カラー ワイド 22 1 令1 東映株式会社

あおり運転」をしないための心構えや、「あおり運転」に遭遇した時の対
処法を解説。そして「急な進路変更」や「一時停止を守らない」といっ
た、相手の危険な運転が主な原因となる事故事例を、ドライブレコー
ダーの映像を使って検証し、安全運転のポイントを紹介。

DVD 交通 もし　やり直せるなら　グッドドライバーへの道 カラー ワイド 22 1 平24 東映
危険予測の心構えや危険予測の方法、死角によって生じる危険回避
など、基本的な安全運転の方法だけでなく、高齢ドライバーの特性、事
故発生時の救急救護について。

DVD 防災 稲むらの火 （国定教科書・小学国語読本巻のアニメ化） カラー スタンダード 16 1 平25 学研
1854年の安政南海地震津波に際しての出来事をもとにした物語。地震
後の津波への警戒と早期避難の重要性、人命救助のための犠牲的精
神の発揮を説く。

DVD 防災 改訂版　大地震発生！東日本大震災・阪神淡路大震災から学ぶ カラー スタンダード 18 1 平23 東映
迫り来る地震や津波にいかに備えるか。大地震を体験した被災者の話
から教訓を学び、耐震補強と危機意識、コミュニティ活動や情報の確保
の大切さを伝える。

DVD 防災 熊本地震から学ぶ こんな対策があなたを救う カラー ワイド 26 1 令1 東映株式会社
熊本地震の大きな特徴を５つ挙げ、そこから学ぶことのできる教訓を、
被害に遭われた方のインタビューや資料映像に加え、各分野の専門家
による解説を交えて紹介。

DVD 防災 [ビジュアル版]　幸せ運ぼう　～阪神・淡路大震災から学ぶ～ カラー スタンダード － 1 平20 「幸せ運ぼう」制作委員会

CD-ROM 防災 [ビジュアル版]　幸せ運ぼう　～阪神・淡路大震災から学ぶ～　　※パソコンのみ再生可 カラー ― － 1 平20 「幸せ運ぼう」制作委員会

DVD 総合 地震への備えが命を守る カラー ― 21 1 平23 映学社
クイズ形式で「こんなときどうする？」とう場面で考えながらストーリーを
展開。緊急地震速報への対応も収録し、あくまでも子供目線で自身に
どう備えたらいいか考える。

DVD 総合 知って防ごう熱中症 カラー ワイド 21 1 平23 映学社 クイズ形式で熱中症のしくみや対処法を学ぶ。

DVD 総合 知ってよかった応急手当　～災害・事故・急病から命を救う～　＜ガイドライン2010対応＞ カラー ワイド 43 2 平26 映学社
小さなケガの手当から心肺蘇生やAEDの使い方を身につけるよう解
説。

DVD 総合 熱中症から子どもを守れ！ カラー ― 20 1 平23 映学社
子供が熱中症にかかりやすい身体的要因・熱中症の兆候・応急処置
の仕方・普段からの心構え。

DVD 一般 あなたの運転再チェック！　-危険です、しているつもりの安全運転- カラー ワイド 25 1 平26 斉藤プロダクション
ドライバーの意識と、実際の運転ギャップと盲点を解説し自身の運転を
見直し改善点を発見して事故防止に役立てる。

阪神・淡路大震災の記録を伝えるとともに、新潟県中越沖地震や能登
半島地震などの最近の災害の他、将来への備えに役立つ内容を加
え、防災意識を高める新聞記事・写真・資料を収録。

  ３０ 社 会 科 学 
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種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 一般 あなたの備えは大丈夫？－宇都宮市の防災対策から－　Ｈ１２　※県コンクール優秀賞 カラー スタンダード 14 2 平12 自作教材を参照

DVD 一般 今に伝わる雅と絆　～飛騨山車まつり～　※Ｈ24県コンクール奨励賞 カラー ワイド 14 1 平25 佐野ビデオクラブ 飛騨山車祭りの準備・祭りの様子の紹介

DVD 一般 おじいちゃんが残してくれたもの　～燃えても燃えない？燃えにくい！～ カラー スタンダード 10 1 平27 日本防炎協会
このＤＶＤでは燃えにくい素材を使用した「防災品」を取り上げ、防災品
とはどのようなものか、どれくらい燃えにくいものなのかを紹介。

DVD 一般 救助の使命感に燃えて　～救助訓練と防災フェア～　Ｈ22県コンクール カラー スタンダード 10 1 平23 齋藤龍雄 ①救助ヘリの防災訓練　②中里地区防災フェア

DVD 一般 交通死－癒されぬ悲しみ カラー スタンダード 25 1 平28 新生映画株式会社
交通遺族の深い悲しみ、怒り、苦しみを、ドキュメンタリー構成で描き、
すべてのドライバーに安全運転を訴える。

DVD 一般 就職に悩んだときには　Ｈ21県コンクール カラー スタンダード 6 1 平23 糀谷龍雄 ハローワークの利用方法。

DVD 一般 スマホの落とし穴　親子・地域で考えよう カラー スタンダード 34 1 平27 日本視聴覚協会
小中学生のスマートフォンに関係する問題を題材に、６編のドラマで構
成。

DVD 一般 伝統を今も－宇都宮の蔦木造り－　Ｈ１０　※県コンクール最優秀賞 カラー スタンダード 15 3 平10 自作教材を参照

DVD 一般 東北六魂祭　～今こそ、魂のチカラを～ カラー ワイド 25 1 平25 宇都宮を映す会（佐藤龍雄）
①秋田・傘燈まつり　②福島 わらじまつり　③福島 平成わらじ音頭　④
宮城 仙台七夕まつり　⑤宮城 すずめ踊り　⑥岩手 盛岡 さんさ踊り
⑦青森 ねぶた祭り

DVD 一般 ともに生きる カラー スタンダード 15 3 平11 自作教材を参照

DVD 一般 ドライブレコーダーは見た！危険予測で大切な命を守る【通常編/冬道編】 カラー ワイド 26 1 平27 東映
ドライブレコーダーと再現映像でドライバーの心理にちゃくもくしつつ危
機管理の方法を探る。

DVD 一般 舞継ぐ四百年の獅子　～文挟流手岡獅子舞～　※Ｈ24県コンクール奨励賞 カラー ワイド 15 1 平25 佐々木正春（日光市） 八朔風祭りで行われる文挾流手岡獅子舞の練習と祭りの様子

 ◆３３０　福祉・ボランティア・ＮＧＯ（国際協力）

DVD 一般 2018年度 ユニセフDVD学習教材 カラー ワイド 40 2 令3 公益財団法人 日本ユニセフ協会

DVD 一般 2019年度 ユニセフDVD学習教材 カラー ワイド 35 2 令3 公益財団法人 日本ユニセフ協会

DVD 一般 2020年度 ユニセフDVD学習教材 カラー ワイド 50 2 令3 公益財団法人 日本ユニセフ協会

DVD 一般 2021年度 ユニセフDVD学習教材 カラー ワイド 53 3 令3 公益財団法人 日本ユニセフ協会

 ◆３４０　高齢者・青少年・女性の諸問題 　

DVD 一般 項目別介護予防の口腔ケア口腔機能向上 カラー ワイド 25 1 平27 デジタルメディア企画
食物摂取に支障を及ばさない口腔内の清潔を維持するためのケ
アから、入れ歯の手入れ、嚥下障害を予防する上で有効な顔面
体操。3つの改善の柱を中心とした構成。

DVD 一般 高齢期は食べ盛り　～正しい知識で老化を防ぐ～ カラー ワイド 36 1 平26 寄贈　人間総合大学人間科学部

DVD 一般 高齢者の心のケア第１巻【理論編】 カラー ワイド 44 1 平27 新宿スタジオ

①学習・記憶能力は必ずしも衰えない　②基礎体力は維持され、大き
な低下は認められない　③性格は基本的に変わらない　④エイジズム
⑤介護者ストレス（専門介護者、在宅介護者）　⑥痴呆性老人の問題
行動と介護負担

DVD 一般 高齢者の心のケア第２巻【実際編】 カラー ワイド 45 1 平27 新宿スタジオ
①心のケアを重視し、適切な介護をめざす高齢者福祉施設　②地域ケ
ア・在宅健康高齢者の社会参加活動

DVD 一般 配偶者からの暴力の根絶をめざして～配偶者暴力防止法のしくみ～ カラー ワイド 35 1 平21 内閣府男女共同参画局
配偶者からの暴力の根絶をめざして、「配偶者暴力防止法」のしくみ等
について紹介
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http://www.ucatv.ne.jp/~u_avl/jishuseisaku_pdf/shakaiseikatsu_99.pdf
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DVD 一般 三遊亭小遊三の高齢者の交通安全 カラー ワイド 17 1 平27 東映 高齢者が事故に遭わない行動をと自転車の運転ルールを紹介。

DVD 一般 転落へのクリック－え？まさか犯罪者に－ カラー ワイド 48 1 平27 寄贈 公益財団法人警察協会 ①「戻れない」アクセス　②ふたり「だけ」の秘密　③「無料」の償い

DVD 一般 なぜ伝わらないのか、どうしたら伝わるのか　児童編 カラー スタンダード 32 1 平25 アローウィン
①ミニドラマ　②主な「発達障害」についての解説　③コミュニケーション
が成り立つ要件　④対話をする際の配慮すべき点と工夫のポイント
⑤家庭で良いコミュニケーションをとるための工夫例

DVD 一般 なぜ伝わらないのか、どうしたら伝わるのか　成人編 カラー スタンダード 28 1 平25 アローウィン
①ミニドラマ　②コミュニケーションが成り立つ要件　③コミュニケーショ
ンの障害とは　④対話をする際の配慮すべき点と工夫のポイント　⑤は
たらく人々

DVD 一般 何をしたか、思い出せない ～認知症をよく知り、早めの備えを～ カラー ワイド 20 1 令1 株式会社 映学社
認知症の症状、早期発見するためには、どのような点に注意したら良
いのか。実際の検査の様子、専門家の解説、患者さん家族の話を通し
て紹介。

DVD 一般 林家たい平の高齢ドライバーの交通安全 カラー ワイド 21 1 平28 東映
高齢ドライバーの交通ルールと加齢に伴う身体的・精神的特性を紹
介。

DVD 一般 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 カラー ワイド 29 1 平３０ 株式会社自己啓発協会・ＨＥＡＤ
①性的少数者とは？　②合性的少数者が職場で抱える問題　③もしも
職場でカミングアウトをされたら

DVD 一般 薬物はすべてを壊す　規制薬物と危険ドラッグ カラー ワイド 40 1 平27 寄贈 公益財団法人警察協会 ①規制薬物　②危険ドラッグ　③インタビュー

DVD 一般 ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？　～働くオトコたちの声～ カラー スタンダード 27 1 平20 内閣府男女共同参画局
「仕事」と「生活」を調和させる社会の実現を目指す企業や、仕事と家
庭の理想的なバランスを実践する人々の姿をドキュメンタリータッチで
紹介。

 ◆３８０　人権教育（平和・同和） 　

DVD 平和 アゲハがとんだ―1945.3.10東京大空襲― カラー ワイド 20 1 令1 東映
太平洋戦争末期の昭和20年の日本を舞台に大空襲に巻き込まれ、悲
惨な体験する子供たちを描くアニメ。

DVD 平和 しょうけい館（戦傷病者資料館） カラー ワイド 12 1 平20 しょうけい館 戦傷病者資料館「しょうけいかん」の施設紹介

DVD 平和 夏服の少女たち カラー スタンダード 34 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
原爆によって命を奪われた13歳の少女たちのつかの間の青春の日々
を描いたアニメーションと、残された家族の深い悲しみをドキュメンタ
リーで収録。

 ◆３９０　視聴覚教育関係

DVD 一般 中・高生が知るべき！デジタル時代の著作権　指導者編 カラー スタンダード 17 1 平25 東映

①誰でももっている著作権　②著作物の使用条件　③レンタル商品の
私的使用　④パソコンソフトも著作物　⑤利益を守る著作権法　⑥ホー
ムページ上での著作権　⑦著作権の保護期間　⑧著作権との上手な
つきあい方

DVD 一般 中・高生が知るべき！デジタル時代の著作権　生徒編 カラー スタンダード 17 1 平25 東映

①誰でももっている著作権　②著作物の使用条件　③レンタル商品の
私的使用　④パソコンソフトも著作物　⑤利益を守る著作権法　⑥ホー
ムページ上での著作権　⑦著作権の保護期間　⑧著作権との上手な
つきあい方
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