
【社会】 他５作品 【理科】　 他１７作品

教材番号：Ｄ０６４６ 時間： ２７分 教材番号：Ｄ０６５０～Ｄ０６５９

対　　　象： 時間：各巻約７５分 対象：小学校全般

【体育・スポーツ】　 他２作品 【保健・衛生】 他２作品

教材番号：Ｄ０６７０ 時間： ８３分 教材番号：Ｄ０６６２ 時間： １５分

対　　　象： 対　　　象：

【総合的な学習】　 【道徳・特別活動】　 他４作品

教材番号：Ｄ０６７７ 時間： １６分 教材番号：Ｄ０６７５ 時間： ２３分

対　　　象： 対　　　象：

【交通安全】　 【防災・防犯】　 他２作品

教材番号：Ｄ０６７３ 時間： １５分 教材番号：Ｄ０６８３ 時間： ２２分

対　　　象： 対　　　象：

【児童劇・一般劇】 【アニメーション】 他３作品

教材番号：Ｄ０６８９ 時間： ４７分 教材番号：Ｄ０６８１ 時間： １０５分

対　　　象： 対　　　象：

方は、交通事故の原因となり、重大な事故につながる恐れがありま
す。交通ルールと正しい乗り方が何故大切なのか、ドライブレコー
ダーの映像も見ながら自転車の交通安全ルールを学びましょう。

この作品では、実際に起きた事例を再現映像で検証しながら、その
理由を考え、対策を明らかにしていきます。

やがてコスモスは高齢の初産に挑み、仔馬を産み落とす。そして少
女と馬の関係が少しずつ変わっていった…。

内　　　容：盲目のサラブレッド、タカラコスモ
ス。馬術界では誰もが憧れた名馬だった
が、病に冒され失明してしまう。走れなくなっ
たらその命を終えてしまうはずの馬を引き
取ったのは、北国青森の農業高校。そこで
世話を任されたのは馬の事など全く知らな
い新入生の女子馬術部員。気位の高い名
馬は彼女を翻弄し続けた。

内　　　容：交通事故で父親をなくした小学
校６年生のユウタは、夏休みに一人、父親
との思い出の場所、山奥のダムへ向かう
が、三十年前にダムに沈んだはずの村に１
カ月間タイムスリップしてしまう。かけがえの
ない仲間たちと過ごす最高の日々。それは
ユウタにとって、かけがえのないもう１つの
夏休みのはじまりだった……。

一般 一般

教材題名：

内　　　容：山形県酒田市で米づくりに取り
組む岡部さんの一年を通して、米ができる
までのようすや、おいしい米をつくるための
さまざまな工夫や努力を紹介します。また、
農業試験場など、米づくりを支える仕組み
や人々の努力を解説します。

内　　　容：ダンス経験のない教師や、教師
を希望する学生が、自信を持って「現代的
なリズムのダンス」の授業を展開できるよう
になることを目的としています。生徒の自由
な動きを引き出す「現代的なリズムのダン
ス」の授業をはじめましょう！

内　　　容：いじめによる中学生の自殺報道
が相次ぎ、全国的に子どもの命や尊厳を守
るための取り組みが必要とされています。ド
ラマ形式でいじめのメカニズムや対策を自
分の身に置き換えて考えることができるも
のになっています。

内　　　容：遊びの中で乗り方を覚えていく自
転車。しかし、自転車に乗る事が出来ても
【正しい交通ルール】や、【自転車はクルマ
と同じ車両の仲間】ということは知っていま
すか？交通事故を防ぐために重要なのが
交通ルールです。自分勝手な自転車の乗り

現代的なリズムのダンスの教え方
生徒の「自由」を引き出す「カタチ」

教材題名：
歯周病菌が身体を蝕む
対策は歯磨き生活習慣改善

いじめられっ子の立場だけでなく、傍観してしまっている生徒たちが
如何にして、クラスの「いじめ構造」を崩せるかという視点を中心に、
いじめ問題全体について話し合うために活用頂けます。

恐ろしさだけが強調され、正しい姿が見えなくなることもあります。小
学生向けに、放射線のことをもう一度みんなで考え、理解することの
大切さ、冷静に判断していくことの大切さを訴える作品です。

内　　　容：2011年3月11日、東日本大震災
によって発生した福島第一原発事故。それ
まで放射線は、私たちに豊かな暮らしをもた
らしてくれるイメージの強いものでしたが、
一転、健康への影響や危険性が問題とされ
ました。このような原発事故が発生すると、

教材題名：
ねらわれています！あなたも
多発する振り込め詐欺

内　　　容：自分は騙されないと思い込んで
る高齢者が、新たな被害者となるケースが
増えています。被害者のほとんどが振り込
め詐欺についての知識を持ちながらも、詐
欺の被害は後を絶ちません。それは、いっ
たいなぜなのか、どうすれば防げるのか。

平成２６年度新規追加教材（ＤＶＤ）一覧

青年・一般 少年・青年

教材題名：盲目の名馬タカラコスモス 教材題名：虹色ほたる～永遠の夏休み～

一般・高齢者

少年

教材題名：しらべてみよう放射線

少年・青年

小学校全般

教材題名：
いじめと戦おう！　～もしもあの
日に戻れたら～

教材題名：
自転車の交通ルールを覚えよう
～小学生の交通安全～

教材題名：
でんじろう先生の日曜実験室ラ
ブラボ！　全１０巻

内　　　容：米村でんじろう先生が実験や解
説を通して、分かりやすく「科学のおもしろ
さ」を紹介します。各巻とも３つの実験が収
録されており、１つの実験が約２５分で構成
されています。

内　　　容：歯周病は口の中の問題だけでは
なく、全身の病気（動脈硬化、心筋梗塞な
ど）にも深く関わっています。歯周病の予防
と対策をわかりやすく描き、毎日の歯磨きと
生活習慣の改善が、全身の健康にもつなが
ることを強く訴える内容です。

教材題名：

小学校５年生

わくわく日本列島　食料生産シリーズ
おいしい米をつくる－庄内平野の米づくり－



【社会】

登録番号 時間（分）

D0643 16

D0645 25

D0646 27

D0647 17

D0648 27

D0649 17

【理科】

登録番号 時間(分)

D0650 第１巻 73

D0651 第２巻 77

D0652 第３巻 77

D0653 第４巻 74

D0654 第５巻 74

D0655 第６巻 74

D0656 第７巻 74

D0657 第８巻 75

D0658 第９巻 77

D0659 第１０巻 75

D0660 26

D0661 40

D0662 21

D0663 20

D0664 21

中学校理科ＤＶＤ
⑮雲のでき方と水蒸気

中学校理科ＤＶＤ
⑪動物のからだのつくり
とはたらき

中学校全般

唾液によるデンプン溶液の変化を調べる実験や、肺の模型をつくって動か
す操作、メダカの血液の流れの観察などを通して、消化・吸収、呼吸、血液
循環などのはたらきについての理解を深めます。また、刺激に対する反応
についての観察や、骨と筋肉の関係についての観察も収録しています。

中学校理科ＤＶＤ
⑫動物の分類・生物の変
遷

中学校全般

魚類・両生類・ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類といったセキツイ動物の特徴を
紹介し、セキツイ動物の分類についての理解を深めます。また、節足動物
や軟体動物といった無セキツイ動物についても紹介し、特徴を捉えさせま
す。

中学校理科ＤＶＤ
⑰生物の成長と生殖

中学校全般

タマネギの根の観察などから、細胞分裂のようすについて捉えさせ、生物
の成長と細胞分裂との関係についての理解を深めます。また、植物の受粉
や、動物の受精・発生のようすを示す映像も収録しており、生物の生殖につ
いて理解を深めます。

わくわく日本列島　食料
生産シリーズ
おいしい米をつくる－庄
内平野の米づくり－

小学校５年生

山形県酒田市で米づくりに取り組む岡部さんの一年を通して、米ができるま
でのようすや、おいしい米をつくるためのさまざまな工夫や努力を紹介しま
す。また、農業試験場など、米づくりを支える仕組みや人々の努力を解説し
ます。

小学校全般
○不思議なガラスのパワー（25分）　○空中に浮こう（25分）　○遊園地（25
分）

小学校全般 ○科学でポカポカ（25分）　○くっつきの科学（26分）　○ろうそく（26分）

小学校全般
○電子レンジ（25分）　○不思議なウール（25分）　○科学で魔球に挑戦（25
分）

小学校全般
○空気のチカラ（25分）　○ペットボトルロケットで遊ぼう！（25分）　○花火
の不思議（24分）

小学校全般 ○超低温の世界（25分）　○水蒸気（25分）　○水の上を歩こう！（24分）

○火を起こしてみよう！（24分）　○真空の科学（25分）　○光の性質（25分）

中学校理科ＤＶＤ
⑭天気の変化

中学校全般

気象観測の方法や、観測装置などを示す映像を通し、気象に対する関心を
高めます。温暖前線や寒冷前線といった前線についても、その構造を説明
する映像を収録しており、前線通過にともなう天気の変化についての理解
も深めます。日本の天気の特徴についても、季節ごとの映像でまとめてい
ます。

でんじろう先
生の日曜実
験室ラブラ
ボ！

埼玉県東松山市の子育て支援センター「ソーレ」と、富山県富山市を走る路
面電車「ライトレール」を紹介。
市民の思いや願いと、市の政治の働きとの結びつきを見ることができます。

わくわく日本列島　工業
生産シリーズ
さぐろう！　自動車をつく
る工業

小学校５年生
自動車工場や部品工場をたずねて、自動車づくりにはげむ人々の努力や
工夫を紹介します。また、環境や人にやさしい自動車づくりを紹介しなが
ら、これからの自動車生産について考えさせます。

わくわく日本列島　食料
生産シリーズ
水産業をささえる人々－
とる漁業と育てる漁業－

小学校５年生
静岡県を中心に水産業がさかんな地域を訪ねて、かつお漁をはじめ、いろ
いろな漁業のようすや、日本の水産業が抱える課題などを解説しながら、
水産業を支えるさまざまな人々の努力や工夫を紹介します。

中学校全般

露点を計測する実験や、簡易真空容器を使って雲を発生させる実験などを
通し、霧や雲が発生する原因についての理解を深めます。また、さまざまな
雲のようすを捉えた映像や、地球上で水がどのように循環するか示した映
像なども収録しており、天気の変化をもたらす雨や雲に対する関心を高め、
理解を深めます。

小学校全般 ○音の科学（26分）　○切断の科学（26分）　○赤外線の科学（25分）

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

小学校社会ＤＶＤ
⑨情報化した社会とわた
したちのくらし

小学校全般

テレビ局でのニュース番組づくりと、病院の医療情報ネットワークを紹介。
放送局に従事する人々の工夫や努力と、情報ネットワークの活用による医
療サービスの向上に触れ、情報化の進展と自分たちの生活とのかかわり
について考えることができます。

わくわく日本列島　工業
生産シリーズ
考えよう！　日本の工業
の特色

小学校５年生
代表的な工業地域を訪ねて、中小工場で働く人々の努力を紹介しながら、
日本の工業の特色をとらえさせます。また、横浜港のようすなどをとおして、
日本の工業を支える貿易の特色や課題について考えます。

小学校全般 ○磁石で遊ぼう！（25分）　○カルシウム（26分）　○船の科学（26分）

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

小学校全般

実験や解説を通して、分かりやすく「科学のおもしろさ」を紹介する。出演は
科学の不思議を楽しく、分かりやすくひもといてくれる米村でんじろう、人気
お笑いコンビ、スピードワゴンと鶴木陽子アナウンサー（中京テレビ）がでん
じろう先生の助手を務める。　○空気砲（24分）　○ゴムの不思議（24分）
○視覚の不思議（25分）

小学校社会ＤＶＤ
⑱わたしたちの生活と政
治

小学校全般

小学校全般
○電池のマル秘大実験（24分）　○超音波の科学（25分）　○紫外線の科学
（25分）

小学校全般



【理科】

登録番号 時間(分)

D0665 130

D0666 150

登録番号 時間(分)

D0677 16

【体育・スポーツ】

登録番号 時間(分)

D0670 83

D0671 44

D0672 43

【保健・衛生】

登録番号 時間(分)

D0667 17

D0668 14

D0682 15

【性教育】

登録番号 時間(分)

D0669 19

【道徳・特別活動】

登録番号 時間(分)

D0675 23

D0676 19

D0686 30

D0687 25

歯周病対策シリーズ
歯周病菌が身体を蝕む
対策は歯磨き生活習慣
改善

一般

歯周病は日本人の半数、30歳以上の80％がかかっているといわれていま
す。最近の研究では、歯周病は口の中の問題だけではなく、全身の病気
（動脈硬化、心筋梗塞など）にも深く関わっていることがわかってきました。
全身を静かに蝕む歯周病とはどのうようなものか、歯周病の予防と対策を
わかりやすく描き、毎日の歯磨きと生活習慣の改善が、全身の健康にもつ
ながることを強く訴える内容です。

小学生のための性教育
シリーズ　生殖編
⑤いのちを伝える
⑥受精から誕生へ

小学校全般

⑤生命がいかにして自分たちの命を伝え発達して来たか様々な映像で紹
介します。
⑥卵子が受精し、人間の形に成長していく様子を顕微鏡写真や超音波映
像で再現します。

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

中学校保健体育ＤＶＤ
③武道３　剣道Ⅰ（基本
編）

中学校全般

剣道の歴史と特性から、剣道の用具についての解説、剣道の準備運動と
体ほぐし運動、剣道の基礎動作、素振りと竹刀への打ち込み、剣道具を着
けての基本打ちについてを分かりやすく解説します。監修・指導：山神眞一
（香川大学教育学部教授　剣道教士八段）

ＤＶＤ宇宙大百科コンプ
リートコスモス
第１集　太陽系の神秘

小学校全般
中学校全般

太陽系の全ての惑星に関する情報を４つのテーマに分けて収録していま
す。また、言語（解説・字幕）は７カ国語に対応しています。
１．太陽系の中心部　２．地球と月　３．火星と生命　４．太陽系の外縁部へ

ＤＶＤ宇宙大百科コンプ
リートコスモス
第３集　天空への道しる
べ

小学校全般
中学校全般

地球上のあらゆる地域から見た星空のガイドです。星空の動きや見方、１
年を３ヶ月ごと時期に分けて、それぞれ北半球、赤道付近、南半球の地域
から見る北と南の星空について解説しています。言語（解説・字幕）は、日
本語と英語の２カ国語を収録しています。

しらべてみよう放射線 少年

2011年3月11日、東日本大震災によって発生した福島第一原発事故。それ
まで放射線は、私たちに豊かな暮らしをもたらしてくれるイメージの強いもの
でしたが、一転、健康への影響や危険性が問題とされました。このような原
発事故が発生すると、恐ろしさだけが強調され、正しい姿が見えなくなるこ
ともあります。小学生向けに、放射線のことをもう一度みんなで考え、理解
することの大切さ、冷静に判断していくことの大切さを訴える作品です。

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

現代的なリズムのダンス
の教え方
生徒の「自由」を引き出
す「カタチ」

一般

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

【総合的な学習】

本教材は、ダンス経験のない教師や、教師を希望する学生が、自信を持っ
て「現代的なリズムのダンス」の授業を展開できるようになることを目的とし
ています。ダンス指導テクニックと共に、生徒の主体的な取り組みや動きを
引き出すための接し方や言葉がけの方法もご紹介します。本教材を活用し
て、生徒の自由な動きを引き出す「現代的なリズムのダンス」の授業をはじ
めましょう！

中学校保健体育ＤＶＤ
①武道１　柔道Ⅰ（基本
編）

中学校全般
柔道の歴史と特性にはじまり、柔道衣の着方や柔道の礼法、柔道の基礎
動作に通じる準備運動、基本動作や柔道の導入に使えるゲームを紹介し
ます。監督・指導：野瀬清喜（埼玉大学教育学部教授　講道館柔道八段）

対　　象 内　　　　容

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

健康な心とからだシリー
ズ
たばこ

小学校全般
かっこよさそう、周りにつられて。子どもたちは軽い気持ちでたばこを吸い始
めてしまいます。たばこの有害性を、小学生にも分かりやすく科学的に説明
し、未成年の喫煙防止を強く訴えます。

内　　　　容

健康な心とからだシリー
ズ
アルコール

小学校全般
飲酒すると体にどんな変化が起こるのか…？アルコールが体に及ぼす悪
影響を小学生の視点からも分かりやすく科学的に説明し、未成年の飲酒防
止を強く訴えます。

教　材　題　名

「いじめ」の早期発見と対
策シリーズ
第２巻　中学校教諭編

一般
ネットを使って壮絶な「いじめ」を受ける女生徒。「犯人さがし」ではなく「いじ
め」撲滅に向けて動き出す教師、保護者の行動を追う。

いじめと戦おう！
～もしもあの日に戻れた
ら～

少年
青年

いじめによる中学生の自殺報道が相次ぎ、全国的に子どもの命や尊厳を
守るための取り組みが必要とされています。ドラマ形式でいじめのメカニズ
ムや対策を自分の身に置き換えて考えることができるものになっています。
いじめられっ子の立場だけでなく、傍観してしまっている生徒たちが如何に
して、クラスの「いじめ構造」を崩せるかという視点を中心に、いじめ問題全
体について話し合うために活用頂けます。

教　材　題　名 対　　象

マザーズハンド
～お母さんの仕事～

少年
青年

ある家族の姿を描くことによって、身近にある偏見や差別に目を向けてもら
い、人権への理解を深めると共に、誰もが幸福に生きていく権利を持ってい
ることを知ってもらうことを目的に制作されました。

「いじめ」の早期発見と対
策シリーズ
第１巻　小学校教諭編

一般
児童への「いじめに関するアンケート」では把握できなかった「いじめ」。児
童からのサインに気がついた教師が同僚、保護者と真剣に話し合い、情報
を共有して「いじめ」解決に踏み出す。



【道徳・特別活動】

登録番号 時間(分)

D0688 26

【交通安全】

登録番号 時間(分)

D0673 15

【防災・防犯】

登録番号 時間(分)

D0674 14

D0683 22

D0684 15

【家庭・生活（家庭一般）】

登録番号 時間(分)

D0685 26

【環境】

登録番号 時間(分)

D0644 44

【児童劇・一般劇】

登録番号 時間(分)

D0689 47

【アニメーション】

登録番号 時間(分)

D0678 102

D0679 52

D0680 49

D0681 105

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

トムとジェリー
花火はすごいぞ

幼児・少年
〇花火はすごいぞ　〇逃げてきたライオン　〇素敵なおさがり　〇勝利は我
に　〇ただいまお昼寝中　〇パパは強いな　○パパの教育

虹色ほたる
～永遠の夏休み～

少年・青年

交通事故で父親をなくした小学校６年生のユウタは、夏休みに一人、父親
との思い出の場所、山奥のダムへ向かうが、三十年前にダムに沈んだはず
の村に１カ月間タイムスリップしてしまう。かけがえのない仲間たちと過ごす
最高の日々。それはユウタにとって、かけがえのないもう１つの夏休みのは
じまりだった……。

ねぎぼうずのあさたろう
巻之二

少年
御主と拙者は出会ったときから闘う運命だったのだ……
其之三「謎のゆうれい屋敷」　其之四「おまんじゅうは恋の味」　其之五「弁
天様のくれた赤ん坊」　其之六「きゅうべえと磯菊の花」

ミッキーマウス
ミッキーのゴルフ

幼児・少年

特典映像としてミッキーの初カラー短編アニメを収録！
〇ミッキーのゴルフ　〇プルートの魔法のランプ　〇プルートのユートピア
〇プルートの誕生祝い　〇プルートのクリスマスツリー　〇プルートの悩み
〇プルートの南米旅行　〇スペシャル特典：ミッキーのアカデミー候補者パ
レード

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

ドライブレコーダーは見
た！シリーズ
自動車の交通ルールを
覚えよう
～小学生の交通安全～

小学校全般

遊びの中で乗り方を覚えていく自転車。しかし、自転車に乗る事が出来ても
【正しい交通ルール】や、【自転車はクルマと同じ車両の仲間】ということは
知っていますか？交通事故を防ぐために重要なのが交通ルールです。自
分勝手な自転車の乗り方は、交通事故の原因となり、重大な事故につなが
る恐れがあります。交通ルールと正しい乗り方が何故大切なのか、ドライブ
レコーダーの映像も見ながら自転車の交通安全ルールを学びましょう。

内　　　　容

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

あっ地震だ　津波は？
じぶんの命はじぶんで守
る

幼児・少年

大地震、大津波は、いつ、どこで起こるか分かりません。でも、幼い子供た
ちには、そのことを伝えて「不安にさせる」のではなく、「行動すること」の大
切さを教えることが、まず何よりも重要です。子供たちが親しみのもてるサ
ルの兄妹を主人公に、幼稚園や学校、自宅にいる時、外出している時な
ど、様々な場面で大地震や大津波が発生したら、どのような行動をとれば
よいか、災害から生き抜く力を具体的に、分かりやすく描いています。

最期の願い
どうする自宅での看取り

一般

パソコンとインターネットの普及に伴い、匿名性が高く不特定多数を相手に
できるサイバースペースを利用した犯罪が増えています。パソコンや携帯
電話を利用していて被害にあった事例をあげ、情報技術を悪用する「サイ
バー犯罪」の危険性を再認識する。

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

団塊の世代の高齢化が始まり、急速に多死社会を迎える日本。今、大きな
課題となっているのは、「どこで安心して最期を迎える」かです。岐阜県養老
町で在宅医療を支える、あるクリックの活動を捉え、尊厳のある生き方・死
に方とは何か考えていきます。

ねらわれています！　あ
なたも
多発する振り込め詐欺

一般
高齢者

自分は騙されないと思い込んでる高齢者が、新たな被害者となるケースが
増えています。被害者のほとんどが振り込め詐欺についての知識を持ちな
がらも、詐欺の被害は後を絶ちません。それは、いったいなぜなのか、どう
すれば防げるのか。この作品では、実際に起きた事例を再現映像で検証し
ながら、その理由を考え、対策を明らかにしていきます。

教　材　題　名 対　　象

教　材　題　名 対　　象 内　　　　容

盲目の名馬タカラコスモ
ス

一般

盲目のサラブレッド、タカラコスモス。馬術界では誰もが憧れた名馬だった
が、病に冒され失明してしまう。走れなくなったらその命を終えてしまうはず
の馬を引き取ったのは、北国青森の農業高校。そこで世話を任されたのは
馬の事など全く知らない新入生の女子馬術部員。気位の高い名馬は彼女
を翻弄し続けた。やがてコスモスは高齢の初産に挑み、仔馬を産み落と
す。そして少女と馬の関係が少しずつ変わっていった…。

暮らしに身近なサイバー
犯罪

一般

一般
最近の「いじめ」はどのようにおこなわれているのか？被害者・加害者の保
護者が「いじめ」を早期に発見できるポイントと対応方法を解説。

小学校全般

白神山地（青森県鰺ヶ沢町）の森林資源と、京都府京都市の水資源を紹
介。森林資源の働きとその育成・保護の取り組みや、汚染された河川の環
境を改善・保全する取り組みの様子に触れ、環境を守ることの大切さを考
えることができます。

小学校社会
⑩わたしたちの生活と環
境

「いじめ」の早期発見と対
策シリーズ
第３巻　保護者編


