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◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 2 新しいエネルギーの話 25
小（高）・
一般

社会、自
然科学、
技術・産
業

エネルギー利用の歴史と「新エ
ネルギー」が必要であることの
ＰＲのために制作されたもの。

VG 3
これからのエネルギーを
考えよう

27 中学
社会、理
科

「エネルギーの利用の歴史」と
「各種新エネルギーの特色と現
状」の２部構成。エネルギーを
取り出すしくみや、エネルギー
を利用する方法については、イ
ラスト等により平易に解説して
あります。

VG 4 新しいエネルギーの利用 21 高校
社会、理
科

さまざまな「新エネルギー」の
紹介と解説、開発の必要性、研
究と利用の現状、将来への期待
などを紹介・解説をしていま
す。

VG 5

海運シリーズ２
日本とアメリカ合衆国を
結ぶ海運
－産業と貿易を通して－

24 小学・中学 社会

日本とアメリカ合衆国を結ぶ海
運のはたらきと役割について、
各地で活躍する日本の船を取り
上げながら、アメリカ合衆国の
産業と両国の貿易をとおして描
いている。

VG 6
日本の海運
－船が支える日本の暮ら
し－

16 小学・中学 社会
日本の経済に及ぼす船の役割、
日本の貿易などについて説明し
ている。

VG 7

海運シリーズ３
日本とヨーロッパを結ぶ
海運
－産業と貿易を通して－

18 小学・中学 社会

日本とヨーロッパを結ぶ海運の
様子と、そのはたらきや役割の
重要性を、ヨーロッパの産業と
貿易を通して描いています。

VG 8
ブンナよ木からおりてこ
い

54 小学 アニメ

新天地を求めて木の頂上に登っ
たトノサマがえるのブンナが、
いろいろな戦いに巻き込まれな
がら自分の住む池に帰り着くま
での物語。

VG 10

昭和６３年度自作視聴覚
教材優秀作品

電気を知る

15 中学 理科
制作：久留里中学・金田中学・
小糸中学

VG 11
おじゃまレポート　コン
テナターミナル

21 小学 社会

コンテナと、海陸運送の接点と
もいえるコンテナターミナル
を、小学生向けにわかりやすく
紹介している。貿易や海上輸送
へも認識を深めるように制作さ
れました。

◆再生◆　　

◎再生上の詳しい取り扱いについては、ご使用になるプレーヤー等の取り扱い説明書をご参
照ください。
◎教材によっては、視聴にあたって気分が悪くなる等、強いストレスを感じることがありま
す。担当の方は映像確認後に上映するようお願いします。
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記号 番号 題　　　　　名
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VG 12

豊かな心をもちたくまし
く生きる子供を育てる
－学校教育全体で取り組
む道徳教育－

30
教職員（小
学）

教育研修
学校教育全体で取り組む道徳教
育　小学校道徳教育推進指導資
料

VG 13

豊かな心をもちたくまし
く生きる生徒を育てる
－学校教育全体で取り組
む道徳教育－

30
教職員（中
学）

教育研修
学校教育全体で取り組む道徳教
育　中学校道徳教育推進指導資
料

VG 14
小・中学生のための教材
ビデオ
クロール

15
教職員
（小・中
学）

体育・ス
ポーツ・
レク

小学校、中学校における全学年
の水泳指導に役立てることがで
きます。充分に準備体操をし
て、ひとつひとつの正しい基本
をしっかりとマスターしましょ
う。

VG 15
小・中学生のための教材
ビデオ
平泳ぎ

15
教職員
（小・中
学）

体育・ス
ポーツ・
レク

小学校、中学校における全学年
の水泳指導に役立てることがで
きます。充分に準備体操をし
て、ひとつひとつの正しい基本
をしっかりとマスターしましょ
う。

VG 16
小・中学生のための教材
ビデオ
背泳ぎ

15
教職員
（小・中
学）

体育・ス
ポーツ・
レク

小学校、中学校における全学年
の水泳指導に役立てることがで
きます。充分に準備体操をし
て、ひとつひとつの正しい基本
をしっかりとマスターしましょ
う。

VG 17
小・中学生のための教材
ビデオ
バタフライ

15
教職員
（小・中
学）

体育・ス
ポーツ・
レク

小学校、中学校における全学年
の水泳指導に役立てることがで
きます。充分に準備体操をし
て、ひとつひとつの正しい基本
をしっかりとマスターしましょ
う。

VG 18

小学校たばこの害シリー
ズ
たばこの煙はどこへ行
く？

11 小学（３）
保健体
育・保健
指導

タバコの煙の行方を追跡しなが
ら、消えてなくなった煙が身の
回りを汚していることを発見す
る。肺を汚すことも紹介する。

1990

VG 19
小学校たばこの害シリー
ズ
たばこの煙には毒がある

11 小学（４）
保健体
育・保健
指導

タバコが、毒を含んでいること
を、いくつかの実験で証明す
る。そして、永年タバコを吸い
つづけると、肺癌や心臓病にな
る危険性が非常に高いこと、タ
バコは毒であることを訴える。

1990

VG 20

小学校たばこの害シリー
ズ
たばこは体に、どんな影
響をあたえるか

11 小学（５）
保健体
育・保健
指導

タバコを吸うと、私たちの体に
どのような影響があるかを実験
で確かめる。吸わない人への影
響についても触れる。

1990

VG 21
小学校たばこの害シリー
ズ
学習や運動に悪いたばこ

12 小学（６）
保健体
育・保健
指導

タバコを吸うと頭がすっきりす
る、疲れがとれるなどといわれ
ているが本当だろうか。ネズミ
を使った実験で、このことを調
べてみると、逆の結果がでた。

1990

VG 22
小学校理科人体シリーズ
３年編
１．見る－目のはなし－

10 小学（３） 理科

私たちは、目で色や形を見分け
ています。いろいろな動物も、
目で物を見分けているようで
す。目が２つあることは、どん
な意味があるのでしょう。

1990
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VG 23
小学校理科人体シリーズ
３年編
２．聞く－耳のはなし－

10 小学（３） 理科

ウサギが耳を立てて警戒してい
ます。私たちの耳は、思うよう
に動きません。耳も２つあるの
は、どうしてなのでしょう。

1990

VG 24

小学校理科人体シリーズ
３年編
３．さわる－皮ふのはな
し－

10 小学（３） 理科

熱い、冷たい、痛い、ざらざら
などの感覚は皮膚で感じていま
す。調べてみると、感じやすい
ところと、鈍いところとありま
す。

1990

VG 25

小学校理科人体シリーズ
３年編
４．体を動かす－骨と筋
肉のはなし－

10 小学（３） 理科

歩いたり、座ったりできるの
は、体が骨と筋肉でできている
からです。骨は細かく分かれて
います。もし分かれていなかっ
たら、いろいろな動作ができる
でしょうか。

1990

VG 26
小学校理科人体シリーズ
５年編
１．成長と体の変化

10 小学（５） 理科

思春期が始まる頃、それまでの
成長とは異質な変化（第２次性
徴）が起こることをわかり易く
描く。

1990

VG 27
小学校理科人体シリーズ
５年編
２．男女の体のつくり

10 小学（５） 理科

男女の体のつくりのほとんどは
共通していること。つくりの異
なる部分（生殖器）は子孫を残
していくことと関係しているこ
とをわかり易く描く。

1990

VG 28
小学校理科人体シリーズ
５年編
３．動物のオスとメス

10 小学（５） 理科

動物にも、オスとメスには異な
る体のつくりがあり、それらは
子孫を残していくことと関係し
ていることをわかり易く描く。

1990

VG 29

小学校理科人体シリーズ
５年編
４．赤ちゃん　こんにち
は

10 小学（５） 理科

人間や身近な動物を素材に、受
精と受精のための体のつくり、
体内での胎児の成長の様子など
をわかり易く描く。

1990

VG 30
小学校理科人体シリーズ
５年編
５．動物の赤ちゃん

10 小学（５） 理科

動物には卵でうみ出されるもの
と、親に似た形でうみ出される
ものがあり、後者は、親の体内
で栄養をもらいながら成長する
ことから、へそがあることをわ
かり易く描く。

1990

VG 31
森林のサイエンス・シ
リーズ１
森林の働き

15 中学 理科

光合成の働きにより大気中の二
酸化炭素を吸収し、酸素を放出
しているなど大気環境の安定に
森林は大切な働きをしている。
森林の役割と重要性を描く。

VG 32 安心へのステップ’９１ 20 中学～一般
技術・産
業

石油の備蓄の必要性をわかりや
すく解説する。

VG 33
圭子先生のぱそこん日記
Ｐart３

26 教職員 教育研修 ドラマ

圭子先生は、授業にもパソコン
を取り入れ、校内では１番使い
こなせると自負している。そん
なある日、新しく赴任してきた
先生もパソコンが得意なことを
知り・・・圭子先生のパソコン
奮闘記。
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制作
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VG 57

流れる水のはたらき　君
津編
君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

14 小学（４）
社会・理
科

平成３年度　君津地方視聴覚教
材センター教材開発委員会制
作。「君津編」

VG 58
がんを知ろう
－小学生編－

50
小学（中・
高）

医療・健
康

小学生の質問に、国立がんセン
ターの院長が答えていく形で話
が進んでいく。がんに対する基
本的な知識がわかりやすくまと
められている。

VG 64
キミ科学する？
暮らしを変える先端技術

20
小学（高）
～高校

技術・産
業

各種科学技術が具体例をあげて
紹介されている。原子力・人工
衛星・ＤＮＡ問題についてもと
りあげられている。

VG 65
地球環境を守る
－エンノスケの旅－

20
小学
（高）・中
学

環境

各種環境問題やエネルギー問題
が紹介されている。微生物や光
合成についても取り上げられて
いる。

VG 66
人体シリーズ　４年編
一日の変化とそのリズム

10 小学（４） 理科

Ａ君の一日の生活を追いつづけ
長期間観察を続ける。その結
果、人の生活にはリズムがあ
り、からだの状態にもリズムが
あることを考える。

1992

VG 67
人体シリーズ　４年編
運動による体温、脈拍、
呼吸数の変化

10 小学（４） 理科

私達の体温、脈拍、呼吸数は、
運動によりどのように変化する
だろうか。運動前後における変
化と測定結果を考える。

1992

VG 68
人体シリーズ　４年編
季節の変化とわたしたち
のからだ

10 小学（４） 理科

季節によって私たちのからだは
どんな影響を受けるのかについ
て、体温、脈拍、呼吸数を調べ
た。運動後はどうなるか、冷た
い水に入った後はなど。

1992

VG 69
人体シリーズ　４年編
運動の体温、脈拍、呼吸
数

10 小学（４） 理科

様々な動物を観察し、動物は種
類や大きさによって体温や脈拍
に違いがあることを明らかにす
る。

1992

VG 70
人体シリーズ　６年編
呼吸のしくみ

10 小学（６） 理科

魚とネズミや人などを比較しな
がら、呼吸とは、酸素を吸収
し、二酸化炭素を出すことであ
ることを、観察や実験を通して
明らかにしていきます。

1991

VG 71
人体シリーズ　６年編
消化のなぞ

10 小学（６） 理科

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、吸収出来るものにする
ことであることを観察や実験を
通して明らかにしていきます。

1991

VG 72
人体シリーズ　６年編
体をめぐる血液

10 小学（６） 理科

魚と他の動物や人などを比較し
ながら、血液の酸素や栄養分の
運搬作用を観察や実験を通して
明らかにします。

1991

VG 73
人体シリーズ　６年編
２本足のふしぎ

10 小学（６） 理科

人間と他の動物を比較しなが
ら、２本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して
いきます。

1991
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VG 74
人体シリーズ　６年編
かしこい動物　－ヒト-

10 小学（６） 理科

人間と他の動物を比較しなが
ら、人間のもうひとつの特徴
は、非常に優れた知能を持って
いることを観察や実験を通して
明らかにしていきます。

1991

VG 75
人体シリーズ　６年編
人と植物のかかわり

10 小学（６） 理科

人間は植物を酸素の供給者とし
て、食物として直接また、動物
の飼料として間接的に利用しな
がら、生きていることを観察や
実験を通して明らかにします。

1991

VG 76
人体シリーズ　６年編
ヒトと環境

10 小学（６） 理科

人間は植物や動物などから生物
的要素も含む環境の中で生きて
いる。その環境は、人間の活動
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
て明らかにしていきます。

1991

VG 77 遺伝の法則をたしかめる 24 中学・高校 理科

エンドウ及びショウジョウバエ
を材料に、メンデルの実検を再
現、科学的探究の方法や考え方
を伝えます。

VG 78

豊かな心をもちたくまし
く生きる生徒を育てる
（２）
－道徳教育の充実と年間
指導計画－

43
教職員（中
学）

道徳

中学校道徳教育推進指導資料
「道徳教育の充実と年間指導計
画」。新教育課程に基づく道徳
教育とその進め方について、ド
ラマを通して理解できるように
なっています。

VG 79

豊かな心をもちたくまし
く生きる子どもを育てる
（２）
－道徳教育の充実と年間
指導計画－

31
教職員（小
学）

道徳

小学校道徳教育推進指導資料
「道徳教育の充実と年間指導計
画」。新教育課程に基づく道徳
教育とその進め方について、ド
ラマを通して理解できるように
なっています。

VG 80
森林のサイエンス・シ
リーズ②
森林の成り立ちと営み

19 中学 理科

この映像は、理科教育の中で生
徒たちが、森林の変化を観察
し、その変化の背景に、どんな
自然の法則が秘められているか
を発見する上で、大切な情報を
提供するものです。

VG 81
ビデオ技塾　音声篇
PROFESSIONAL in U.S.A

30 一般
趣味・そ
の他

ビデオより完成度の高いものに
仕上げる音声テクニック。マイ
クの選択・音声の選択・後処
理・画期的な音声の使い方・
オーディオの知識を解説。

VG 82
ビデオ技塾　撮影篇
PROFESSIONAL in U.S.A

30 一般
趣味・そ
の他

ビデオ撮影を成功させるための
ポイントを解説。基本的なカメ
ラ理論、音声、照明、構図、演
出、映像の組み立てを解説。

VG 83
ビデオ技塾　照明篇
PROFESSIONAL in U.S.A

30 一般
趣味・そ
の他

具体的な照明テクニックを紹
介。機材、コンセプト、光の調
整、照明の創造性、安全性を解
説。

VG 84
ビデオ技塾　応用篇
PROFESSIONAL in U.S.A

30 一般
趣味・そ
の他

スポーツの効果的なアクション
シーンの収録方法。計画的な撮
影、カメラ位置、コーチの目を
通して、音声の役割、人間ドラ
マとして捉えるを解説。
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VG 85
日本の歴史シリーズ
大むかしのくらし

10 小学（６） 社会
「住まいとくらし」「石器」
「土器」

1986

VG 86
日本の歴史シリーズ
登呂の村

10 小学（６） 社会
「登呂の村のようす」「米づく
り」「村から国へ」

1986

VG 87
日本の歴史シリーズ
古墳と豪族

10 小学（６） 社会
「五色塚古墳」「豪族のくら
し」「前方後円墳のひろがり」

1986

VG 88
日本の歴史シリーズ
聖徳太子の時代

10 小学（６） 社会
「聖徳太子と飛鳥の里」「聖徳
太子の政治」「法隆寺と大陸文
化」

1986

VG 89
日本の歴史シリーズ
奈良の都と東大寺

10 小学（６） 社会
「平城京」「聖武天皇と大仏」
「遣唐使の人々」

1986

VG 90
日本の歴史シリーズ
貴族の世の中

10 小学（６） 社会
「平安京と貴族のくらし」「寝
殿造りの住まい」

1986

VG 92
日本の歴史シリーズ
金閣と銀閣

10 小学（６） 社会 「義満と金閣」「義政と銀閣」 1986

VG 93
日本の歴史シリーズ
天下の統一

10 小学（６） 社会
「戦国の世の中」「南蛮文化」
「秀吉と天下の統一」

1986

VG 94
日本の歴史シリーズ
江戸幕府の政治

10 小学（６） 社会
「将軍と大名」「鎖国」「士農
工商」

1986

VG 95
日本の歴史シリーズ
町人の文化

10 小学（６） 社会
「商業や交通の発達、」「寺小
屋と藩校」「歌舞伎と浮世絵」

1986

VG 96
日本の歴史シリーズ
蘭学を学んだ人々

10 小学（６） 社会
「杉田玄白と解体新書」「蘭学
と長崎」

1986

VG 97
日本の歴史シリーズ
明治維新をすすめた人び
と

10 小学（６） 社会
「長州藩と薩摩藩」「攘夷から
開国へ」「江戸から明治へ」

1986

VG 98
日本の歴史シリーズ
近代化への歩み

10 小学（６） 社会
「富国強兵と文明開化」「自由
民権と憲法発布」「近代工業の
発達」

1986
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VG 99
日本の歴史シリーズ
大正のころ

10 小学（６） 社会
「第一次大戦と日本」「大衆の
時代」

1986

VG 100
日本の歴史シリーズ
戦争への歩み

10 小学（６） 社会
「不景気の世の中」「中国での
戦い」「太平洋戦争」

1986

VG 101
日本の歴史シリーズ
新しい日本

10 小学（６） 社会
「荒れはてた国土」「民主化へ
の歩み」「産業の復興」

1986

VG 102
日本の歴史シリーズ
経済のめざましい発展

10 小学（６） 社会
「技術革新と産業」「世界に活
やくする日本」「新しい問題」

1986

VG 103

流れる水のはたらき　小
糸川編

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

10 小学（４） 理科
平成４年度　君津地方視聴覚教
材センター教材開発委員会制作
「小糸川編」

VG 104

流れる水のはたらき　お
びつ川編

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

10 小学（４） 理科
平成４年度　君津地方視聴覚教
材センター教材開発委員会制作
「おびつ川編」

VG 105 ガス燈物語 12 中学～一般
自然科
学、技
術・産業

今、ガス燈は、街づくりに安ら
ぎを与える明かりとして活躍し
ています。この作品は、ガス燈
の歴史と全国各地にあるガス燈
を紹介したものです。

VG 106
わたしたちの水
君津広域水道企業団

19 小学（４） 社会

水道水が家庭に運ばれるまでの
流れや、浄水処理のしくみ、大
寺浄水場・十日市場浄水場につ
いても紹介しています。制作：
君津広域水道企業団

VG 107

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－

39
教職員（小
学）

道徳

小学校道徳教育推進指導資料
「生き生きとした道徳授業の工
夫」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
くようになるための道徳教育の
あり方が示されています。

VG 108

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－

39
教職員（中
学）

道徳

中学校道徳教育推進指導資料
「生き生きとした道徳授業の工
夫」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あり
方が示されています。

VG 109
実験器具の使い方Ⅰ
観察・実験マニュアル高
学年編⑥

10 小学（高） 理科

火を用いる実験の手順や注意事
項を説明。マッチ・アルコール
ランプ・ガスバーナーの使い
方、メスシリンダーの使い方、
ろ紙とろうとの使い方。
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VG 110
実験器具の使い方Ⅱ
観察・実験マニュアル高
学年編⑦

10 小学（高） 理科

気体検知管の使い方をわかりや
すく説明。気体検知管の使い
方・空気と息の測定・植物の働
きを調べる。

VG 111
中学校人体資料集
循環器系（１）心臓と循
環器系

10 中学 理科

「心臓の発達」「心臓のしく
み」「心臓収縮のしくみ」「体
循環」の４シークエンスで構
成。心臓を中心とする循環器系
のつながりを示す資料。

1991

VG 112
中学校人体資料集
循環器系（２）循環器系
のはたらき

10 中学 理科

「循環器系」「栄養物の吸収・
運搬」「不用物の運搬と血液の
浄化」「肺での気体の交換」の
４シークエンスで構成。循環器
系のはたらきを示す資料。

1991

VG 113
中学校人体資料集
循環器系（３）血液と免
疫

10 中学 理科

「赤血球」「白血球」「血小
板」「血しょう」「リンパ管と
リンパ液」「免疫細胞のはたら
き」の６シークエンスで構成。
血液成分のはたらきを示す資
料。

1991

VG 114
中学校人体資料集
消化器系（１）消化器系
のつながり

10 中学 理科

「消化器官の発達」「消化器官
の道すじ」「消化器官の付属器
官」の３シークエンスで構成。
消化器系のつながりと構成器官
を示す資料。

1991

VG 115
中学校人体資料集
消化器系（２）消化のし
くみ

10 中学 理科

「胃の消化のしくみ」「十二指
腸」「小腸」「大腸」の４シー
クエンスで構成。各消化管の内
部の様子や、そのはたらきを示
す資料。

1991

VG 116
中学校人体資料集
消化器系（３）栄養分の
ゆくえと肝臓のはたらき

10 中学 理科

「脂肪のゆくえ」「糖・アミノ
酸のゆくえ」「肝臓のしくみと
はたらき」の３シークエンスで
構成。吸収された栄養素のゆく
えと、肝臓のはたらきを示す資
料。

1991

VG 117
中学校人体資料集
感覚・運動器官（１）骨
格と筋肉

10 中学 理科

「骨格の発達」「骨格と筋肉の
関係」「骨のしくみ」「骨再生
のしくみ」「筋肉のしくみ」の
５シークエンスで構成。骨と筋
肉の、しくみやはたらきを示す
資料。

1991

VG 118
中学校人体資料集
感覚・運動器官（２）脳
と神経系のしくみ

10 中学 理科

「神経細胞のしくみ」「神経の
しくみと発達」「脳の発達」
「ヒトの脳・神経系のしくみ」
の４シークエンスで構成。神経
系のつながりと発達を示す資
料。

1991

VG 119
中学校人体資料集
感覚・運動器官（３）感
覚と運動

10 中学 理科

「判断と行動」「大脳のはたら
き」「反射」の３シークエンス
で構成。大脳のしくみとはたら
き、反射のしくみを示す資料。

1991

VG 120
中学校人体資料集
受精・出産（１）生殖器
官のしくみ

10 中学 理科

「生命誕生」「生殖器のしく
み」「卵子と精子のしくみ」の
３シークエンスで構成。ヒトの
生殖器と生殖細胞のしくみやは
たらきを示す資料。

1991

- VG8 -



◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 121
中学校人体資料集
受精・出産（２）受精・
発生のしくみ

10 中学 理科

「ドジョウの発生」「ヒキガエ
ルの受精と発生」「ヒキガエル
の分化」「ヒトの排卵」「ヒト
の受精」「着床」の６シークエ
ンスで構成。発生過程を示す資
料。

1991

VG 122
中学校人体資料集
受精・出産（３）胎児の
成長と出産

10 中学 理科

「妊娠」「胎盤のしくみ」「胎
児の成長」の３シークエンスで
構成。ヒトの妊娠の過程、胎盤
のしくみ、胎児の成長と出産を
示す資料。

1991

VG 123
応急処置シリーズ
応急処置の意義と手順

10 中学 保健体育

応急処置をどのような順序で
行ったらよいかについて大筋を
解説する。手順については、実
際に即して説明する。

1993

VG 124
応急処置シリーズ
人工呼吸と心臓マッサー
ジ

12 中学 保健体育

正しい人工呼吸の仕方、その
他、練習用人形を使った心臓
マッサージ、人工呼吸と心臓
マッサージを組み合わせた心肺
蘇生法解説する。

1993

VG 125

応急処置シリーズ
骨折・だっきゅう・ねん
ざの処置と患者の運ぱん
法

14 中学 保健体育

骨折・だっきゅう・ねんざの処
置、患部を固定するための副木
のしかた、患者を運ぶ方法など
について解説する。

1993

VG 126
応急処置シリーズ
創傷とその処置・止血法

10 中学 保健体育

創傷の応急処置の基本と、止血
方法を創傷の部位、程度に応じ
て、適切に使い分ける必要があ
ることを解説する。

1993

VG 127
応急処置シリーズ
包帯法

13 中学 保健体育

巻き包帯による方法を解説する
ほか、三角布による方法、
チューブ状の包帯、ばんそうこ
うを使う方法などを簡単に説明
する。

1993

VG 128
応急処置シリーズ
熱傷・凍傷・感電とその
処置

10 中学 保健体育

熱傷は「９の法則」を」解説し
ながら、凍傷、感電は基本的な
ことについて、その状況や処置
などを扱う。

1993

VG 129

応急処置シリーズ
おもな急病とその処置
－脳貧血・日射病・熱射
病など－

10 中学 保健体育

おもな急病が起こる状況、症
状、処置について解説。その
他、過呼吸症候群、ガス中毒、
異物除去についても解説。

1993

VG 130
応急処置シリーズ
薬の使いかた

10 中学 保健体育

急病の時に、いきなり薬を飲ま
せるのは危険である。特に２種
以上の薬を同時に合わせて飲む
と、思わぬ副作用が現われるこ
とも解説。

1993

VG 131
サッカー基本と練習法
－ｖol.１基本と練習法
（Ⅰ）－

40
教職員、指
導者

体育・ス
ポーツ・
レク

釜本邦茂のサッカーイズム『よ
り早く！より正確に！』を映像
化「ボールを使ったウォーミン
グアップ」「ボールコントロー
ル」「キック」「ヘディング」

VG 132
サッカー基本と練習法
－ｖol.２基本動作と練習
法（Ⅱ）－

38
教職員、指
導者

体育・ス
ポーツ・
レク

釜本邦茂のサッカーイズム『よ
り早く！より正確に！』を映像
化「ドリブル・パス」「ディ
フェンス」「ボールキーピン
グ」「まとめ」
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VG 133
サッカー基本と練習法
－ｖol.３基本動作の応用
－

38
教職員、指
導者

体育・ス
ポーツ・
レク

釜本邦茂のサッカーイズム『よ
り早く！より正確に！』を映像
化「フォーメーション２対１、
３対１、４対２」「ハーフゲー
ム６対５、ミニゲーム」

VG 134
富士山
夏から秋、そして冬

40 一般 自然科学

季節と共に、時間と共に表情を
変える雄大な富士山を、一年間
にわたって撮り続けた感動的な
映像詩です。

VG 135
富士山
冬から春

40 一般 自然科学

季節と共に、時間と共に表情を
変える雄大な富士山を、一年間
にわたって撮り続けた感動的な
映像詩です。

VG 136
ＮＨＫ特集名作１００選
知られざる尾瀬

50 一般 自然科学
ヘリコプターや水中カメラでと
らえた映像と、尾瀬を守った
人々の様子が描かれています。

VG 137 そろばんと友だち 30
小学（３・
４）

算数・数
学

初めてそろばんに触れた子ども
たちが、そろばんによる計算
（たし算・ひき算）の仕方を学
んでいく様子をドキュメンタ
リー・タッチで描いています。

VG 138
房総
わが郷土の歴史

30
小学（高）
～一般

地域教材

この映画で紹介されている名
所、旧蹟及び資料等　安房神
社・誕生寺源頼朝上陸地の碑・
千葉城跡・金鈴塚古墳・五大力
船・千葉氏歴代の墓・伊能忠敬
の肖像画など

VG 139

森林のサイエンス・シ
リーズ③
森林と暮らし
－木を活かす日本人の知
恵－

20 中学 理科

木の組織・構成を詳しく観察し
て、木の持つ優れた特性を探り
ながら、その特性を巧みに活か
す日本人の知恵を紹介します。

VG 140

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
－産業と貿易を通して－

20 中学 社会

世界の諸地域を結ぶ交通のなか
でも、資源や工業製品を運ぶ上
で大きな役割を果たしている海
運について、西アジア・アフリ
カ・中南米諸地域を産業と貿易
を通して描いています。

VG 141
ピッポ君のなんでも答え
ちゃう
農村の役割ってなあに？

15 小学（５） 社会

徹君が宿題で農村の役割を調べ
るように言われましたが・・・
ピッポ君が案内役となり、徹君
と農村を訪れ、その役割につい
てやさしく解説していきます。

VG 142

わたしたちの木更津
地いきの古いものさがし

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

15 小学（３） 社会

平成５年度　君津地方視聴覚教
材センター教材開発委員会制
作。木更津市の昔を調べてみよ
う。木更津市郷土博物館では昔
の暮らしがわかり、町を探検す
ると、高蔵寺・證城寺・昔の道
路標識などを見ることができま
した。

VG 143
どのようにしてねるのか
な

15 小学（１） 国語
ラッコ・コアラ・キリンなど
様々な動物の眠りの仕方を中心
に紹介します。
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VG 144 さけ　いのちのふしぎ 15 小学（２） 国語
さけの自然産卵や、稚魚の誕生
などの映像を通して、生命の不
思議さを伝えます。

VG 145 身を守る魚たち 15 小学（３） 国語

ハリセンボンやカレイなどの魚
の、すむ場所にあわせた体のつ
くりや、変わったくらしを紹介
します。

VG 146 よみがえれ、はりよ 15 小学（４） 国語

はりよは、どんどん減ってきて
います。昭和４９年春、ある中
学校の生徒たちは、はりよをよ
みがえらそうと観察をはじめま
した。

VG 147
野の花をそなえた五万年
前の人々

15 小学（４） 国語

人類の祖先アンデルタール人の
生活を紹介しながら、彼らの心
の中にあるやさしい心を探りま
す。

VG 148 サロマ湖の風物詩 15 小学（５） 国語
サロマ湖、その自然とそこに暮
らす人々の姿を、四季の変化を
背景につづる映像風物詩。

VG 149
大草原の少女ローラ
（原作：ローラ＝インガ
ルス＝ワイルダー）

15 小学（５） 国語 アニメ

アメリカ中西部の自然やインガ
ルス家ゆかりの地を訪ねて、
ローラ＝インガルス＝ワイル
ダーの生涯を描いています。

VG 150 田中正造 20 小学（６） 国語
田中正造の生き方・考え方を浮
き彫りにしながら、その功績・
行動を紹介します。

VG 151 授業・狂言「附子」 30 小学（６） 国語

大蔵流狂言師・茂山千五郎さん
が、小学校の教室で児童に「附
子」のストーリーを追って実際
に演じながら、狂言の演劇とし
てのポイントをおさえていきま
す。

VG 152
新しい社会３４
山地の人々のくらし

20 小学（４） 社会

高知県池川町に住む人々の生活
を取材しました。山地に住む
人々は、土地の様子に合わせて
くらしにどのような工夫をして
いるのかを知ることができま
す。

VG 153
新しい社会３５
テレビ放送の仕事

14 小学（５） 社会

私たちの生活の中で情報はどの
よう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か理
解することができます。

VG 154
小学校理科
天気の変化

15 小学（５） 理科

気象衛星「ひまわり」の映像、
アメダスの画像などを取り入
れ、天気が変わっていくようす
の理解をたやすくします。

VG 155
小学校理科
メダカの成長

15 小学（５） 理科

メダカの産卵、卵のふ化から成
長のようすまで、撮影のタイミ
ングがむずかしい場面も鮮明に
とらえています。
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VG 156
小学校理科
植物の成長
－実やたねのでき方－

15 小学（５） 理科

アサガオを素材に、花のつくり
を押さえ、花が咲くところから
実やたねのできるまでを微速度
撮影などでわかりやすく記録し
ました。

VG 157
小学校理科
太陽と月

15 小学（５） 理科

太陽の動き、昼間と夜の月の動
きなどを、実写とアニメーショ
ン、さらに実験も交えて説明し
ています。

VG 158
小学校理科
土地のつくり

15 小学（６） 理科

土地のつくりとそのでき方を観
察します。また、花こう岩や安
山岩などの火成岩の映像も見せ
ます。

VG 159
小学校理科
植物のつくりとはたらき
－水の通り道－

15 小学（６） 理科

ホウセンカを例に、植物の根・
茎・葉の構造とはたらきを観察
します。また、根から茎を通っ
ていく水のようすも見せます。

VG 160
小学校理科
星の動き

15 小学（６） 理科

星の並び方や動き方などを、星
への興味を持たせるように、コ
ンピューター・グラフィックな
どでわかりやすく説明していま
す。

VG 161

中学校喫煙防止ビデオ１
君が知らない、たばこの
害
－中学生とたばこ－

16 中学 保健体育

法律的に禁じられているという
理由だけでなく、自分自身の体
にとって大きな害があるという
認識を持たせ、将来にわたって
もたばこを吸わないという態度
を育てる。

VG 162

中学校喫煙防止ビデオ２
私も知りたい、たばこの
害
－女性とたばこ－

15 中学 保健体育

喫煙が本人だけでなく、周りの
人、胎児や小児に対しても悪影
響を与えることを知り、自分も
絶対にたばこを吸わない決意を
させると共に、他人の健康を守
る態度を育てる。

1989

VG 163
交通事故防止シリーズ
交通事故はなぜ起こるか

10 中学 交通安全

交通事故の要因を、人的要因、
車両要員、環境要因に分類し、
それらがどのようなものである
か、そしてどのように事故の要
因になっているかを、具体的に
解説している。

VG 164
交通事故防止シリーズ
中学生期に多い交通事故
－原因を探る－

10 中学 交通安全

特に中学生に多いといわれる自
転車事故を取り上げ、その原因
を探りながら、問題意識を喚起
しようとしたものです。

VG 165
交通事故防止シリーズ
交通事故を防ぐために

10 中学 交通安全

この巻は、本シリーズのまとめ
的なものです。中学生が起こし
ている実際の自転車事故を分析
しながら、いかにしたら事故が
防げるか、考えるヒントを提供
するものです。

VG 166

歯を丈夫にきれいにシ
リーズ
じょうぶな歯、つくろう
ねＮｏ．１

11
小学（１・
２）

保健指導

歯ブラシの毛先の大切さ、ブ
ラッシングのしかたをいっしょ
に練習できるように構成してい
ます。

VG 167

歯を丈夫にきれいにシ
リーズ
プラーク・食べかす・ブ
ラッシングＮｏ．２

13
小学（３・
４）

保健指導

虫歯になりやすい前歯、歯と歯
肉の境目、歯並びの悪い所など
をみんなでブラッシングしま
す。
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VG 168

歯を丈夫にきれいにシ
リーズ
輝いてるかな　きみの歯
Ｎｏ．３

15
小学（５・
６）

保健指導

第二大臼歯も萌出するこの頃、
大人の歯は生えそろいます。鏡
を見て、自分の歯の生え方や歯
並びにあったブラッシングの方
法を工夫しながら発見します。

VG 169

歯を丈夫にきれいにシ
リーズ
小学生のためのブラッシ
ング
（発育階段にあわせて）
Ｎｏ．４

29
教職員（小
学）

保健指導
歯の発育段階、歯ブラシについ
て、ブラッシング、染め出しの
しかたを説明します。

VG 170
歯と歯肉を守る
セルフチェックとブラッ
シング

19 中学 保健指導

中学生の歯の保健は歯肉にポイ
ントをおき、歯の汚れとともに
注意して生活することが大切で
す。適切なブラッシングが学べ
るよう制作されています。

VG 171
ペリオこそ、歯のいの
ち。
－歯周組織を守ろう！－

28 中学～一般 保健指導

初期の歯肉炎や歯周病が本人の
ブラッシングでどの位改善され
るかを知っていただくことにポ
イントをおき、更に汚れのおと
せるブラッシング方法を理解さ
せます。

VG 172

豊かな心をもちたくまし
く生きる子どもを育てる
（４）－わたしのクラス
の道徳教育－

36
教職員（小
学）

道徳

小学校道徳教育推進指導資料
「わたしのクラスの道徳教育」
学級経営の基盤としての道徳教
育を、学級における指導計画の
必要性と子ども自身が生き生き
と道徳性を育んでいく姿を中心
に描かれています。

1994

VG 173

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－

37
教職員（中
学）

道徳

中学校道徳教育推進指導資料
「道徳教育の学級における実
践」道徳教育の学級における実
践のためのポイントとなること
がらを中心とした内容になって
います。

VG 174
ラサール石井の「科学の
ふしぎ実験隊」

43 小学・中学 理科

「なぜ寒い日に息が白くな
る？」「なぜ空は青いの？」
「ロケットはどのように操縦す
るの？」などの子どもたちの疑
問に実験やイラスト、ＣＧをつ
かい解説します。

VG 175

水はどこから　二人のぼ
うけん
平山用水をたずねて

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

17 小学
社会、理
科

平成６年度　君津地方視聴覚教
材センター教材開発委員会制作
「平山用水をたずねて」

VG 176
森林のサイエンス・シ
リーズ　４
森林の恵み

16 中学（３） 理科

地球環境、防風効果や騒音の防
止など、人間の暮らしにとって
様々な形で役立っている森林の
現象を観察し、あるいは実験を
とおして森林の大切さを知る。

VG 177
小学校交通安全シリーズ
学校へかようみち

10 小学（低） 交通安全

学校へ通う道を探検しながら、
歩くときのきまりや約束、あわ
てているときの危険性など、安
全な歩き方について考えます。

1994

VG 178
小学校交通安全シリーズ
どうろのあるきかた・わ
たりかた

10 小学（低） 交通安全

飛び出し事故の多い場所や気を
つけること、また雨の日に歩く
ときの注意など、安全な歩行の
ルールやマナーをわかりやすく
描きます。

1994

- VG13 -
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VG 179
小学校交通安全シリーズ
はじめての自てん車

10 小学（低） 交通安全

自分の体にあった自転車の選び
方をはじめ、運転の仕方、注意
点、マナーなど必要な基礎知識
をわかりやすい映像で紹介しま
す。

1994

VG 180
小学校交通安全シリーズ
車はこわいよ

10 小学（低） 交通安全

乗用車などの死角や内輪差など
を、子供たちの実験をとおして
解説し、飛び出しや交差点で気
をつけることなど、車による事
故の危険性を具体的に描いてい
ます。

1994

VG 181
小学校交通安全シリーズ
わたしたちの通学路

10 小学（中） 交通安全

信号機やスクールゾーンなど、
安全のための工夫を紹介すると
同時に、交通マナー、道路の安
全な歩行や横断を考えます。

1994

VG 182
小学校交通安全シリーズ
あぶないとび出し

10 小学（中） 交通安全

友達の家に急ぐ子供の様子を克
明に追いながら、様々な危険が
ひそんでいることを示し、事故
を防ぐための安全な行動につい
て解説します。

1994

VG 183
小学校交通安全シリーズ
自転車大好き

10 小学（中） 交通安全

サイクルサッカーの選手の話を
とおして、手放し運転や２人乗
りなど、自転車の危ない乗り方
を具体的に示しながら、自転車
の安全な乗り方について解説し
ます。

1994

VG 184
小学校交通安全シリーズ
遠足のとき・見学のとき

10 小学（中） 交通安全

遠足や社会見学に行く児童の様
子を追いながら、バスや電車を
利用するときの注意事項や、安
全な行動の仕方について、様々
な例をとりあげて説明します。

1994

VG 185
小学校交通安全シリーズ
みんなで学校へ行くとき

10 小学（高） 交通安全

ある登校班の活動を追いなが
ら、危険な事例をとおして、道
路の安全な歩行について解説し
ます。また高学年として自分の
安全だけでなく下級生の世話に
ついて考えます。

1994

VG 186
小学校交通安全シリーズ
飛び出し事故が起こると
き

10 小学（高） 交通安全

飛び出し事故の例を中心に、事
故に結び付つく３つの要素を具
体的に紹介し、飛び出し事故を
防ぐために大切なことを解説し
ます。

1994

VG 187
小学校交通安全シリーズ
自転車の安全な乗り方

10 小学（高） 交通安全

自転車は歩行者に対して危険な
乗り物になることや、自転車の
交通ルール、また、２人乗りな
どの危険性など、様々な実検を
とおして自転車の安全な乗り方
を考えます。

1994

VG 188
小学校交通安全シリーズ
自転車をもっとよく知ろ
う

10 小学（高） 交通安全

車は急に止まれないことや、自
転車の死角・内輪差など、自動
車がもつ特性を、様々な実検を
とおして紹介しながら、安全に
行動するために必要な知識を解
説します。

1994

VG 189

まんが日本昔ばなし
「花咲か爺さん」「夢を
買う」「さるかに合戦」
「たのきゅう」

50
幼児・小学
（低）

アニメ

遠い昔から、親から子へと語り
継がれてきた昔話。長寿人気番
組「まんが日本昔ばなし」がビ
デオになりました。

1995
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VG 190

まんが日本昔ばなし
「桃太郎」「豆つぶころ
ころ」「わらしべ長者」
「田植地蔵」

50
幼児・小学
（低）

アニメ

遠い昔から、親から子へと語り
継がれてきた昔話。長寿人気番
組「まんが日本昔ばなし」がビ
デオになりました。

1995

VG 191

まんが日本昔ばなし
「浦島太郎」「絵姿女
房」「一休さん」「髪長
姫」

50
幼児・小学
（低）

アニメ

遠い昔から、親から子へと語り
継がれてきた昔話。長寿人気番
組「まんが日本昔ばなし」がビ
デオになりました。

1995

VG 192

まんが日本昔ばなし
「三枚のお札」「そこつ
惣兵衛」「分福茶釜」
「湖の怪魚」

50
幼児・小学
（低）

アニメ

遠い昔から、親から子へと語り
継がれてきた昔話。長寿人気番
組「まんが日本昔ばなし」がビ
デオになりました。

1995

VG 193

まんが日本昔ばなし
「一寸法師」「火男」
「カチカチ山」「大沼池
の黒竜」

50
幼児・小学
（低）

アニメ

遠い昔から、親から子へと語り
継がれてきた昔話。長寿人気番
組「まんが日本昔ばなし」がビ
デオになりました。

1995

VG 194
中学生日記１
１３歳で早すぎますか

30 中学 ドラマ

恋愛、自立への戸惑いと苦し
み、受験勉強への疑問、友達と
の競争、進路決定へ揺れる心な
ど、中学生を取り巻く問題をド
ラマで描いています。

VG 195
中学生日記２
夜明けまで

30 中学 ドラマ

恋愛、自立への戸惑いと苦し
み、受験勉強への疑問、友達と
の競争、進路決定へ揺れる心な
ど、中学生を取り巻く問題をド
ラマで描いています。

VG 196
中学生日記３
そして帽子が

30 中学 ドラマ

恋愛、自立への戸惑いと苦し
み、受験勉強への疑問、友達と
の競争、進路決定へ揺れる心な
ど、中学生を取り巻く問題をド
ラマで描いています。

VG 197
世界の歴史
Ⅰ文明のおこり（四大文
明とギリシャ・ローマ）

20 中学 社会

ハムラビ法典碑やロゼッタ石等
の遺物、また、秦の始皇帝の遺
跡などをもとに文明の黎明期を
たどる。

VG 198
世界の歴史
Ⅱ中国文明と東アジア世
界の形成

20 中学 社会

煬帝の大運河や、唐の都・長安
の華やかな様子を伝える遺品な
どをもとに、日本など周辺の
国々に多大な影響を与えた二大
国の歴史を紹介する。

VG 199
世界の歴史
Ⅲ西ヨーロッパとイスラ
ム世界

20 中学 社会

キリスト教、イスラム教、二つ
の宗教がぶつかった十字軍の遠
征を軸に、１１世紀前後の歴史
を概観する。

VG 200
世界の歴史
Ⅳモンゴル帝国の拡大

20 中学 社会

１３世紀、騎馬民族が築いた一
大帝国「元」。「義和門」や
ユーラシア大陸各地に残る遺
跡・遺物からも勢力範囲の広大
さが偲ばれる。

VG 201
世界の歴史
Ⅴルネサンス

20 中学 社会

ボッティチェリの「ビーナス誕
生」、ダ・ビンンチの「モナ・
リザ」などの作品を通し、それ
までの教会の教えや封建社会の
しきたりに束縛されず自由に生
きようとした人々の意気込みを
さぐる。
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VG 202
世界の歴史
Ⅵ大航海時代

20 中学 社会

コロンブスやマゼランらの足跡
をたどり、スペインやポルトガ
ルが新航路発見に積極的だった
理由を解説する。

VG 203
世界の歴史
Ⅶ産業革命

20 中学 社会

１８世紀のイギリスを例に、手
工業が大規模機械工業へと変わ
り、また人々の生活も変えて
いった新しい時代の動きをみ
る。

VG 204
世界の歴史
Ⅷヨーロッパ諸国のアジ
ア侵略

20 中学 社会

カルカッタにある英国東インド
会社のラクターズ・ビルやジャ
カルタ・スンダクラダ港のオラ
ンダ東インド会社の倉庫などか
ら、植民地化されていったアジ
アの歴史を振り返る。

VG 205
世界の歴史
Ⅸ二つの世界大戦

20 中学 社会

２０世紀前半、世界を二分して
繰り返された戦争。社会主義の
国家の誕生、独立、民族運動を
展開、激動の時代を映像でつづ
る。

VG 206
世界の歴史
Ⅹ現代の世界

20 中学 社会

国際連合は成立。しかし、ベト
ナム戦争、中東の民族紛争、南
アフリカの内乱と争いは尽きな
い。経済大国・日本の役割をさ
ぐる。

VG 207
中学校道徳　①
二度と通らない旅人

15 中学 道徳 アニメ

嵐の夜、一人の旅人が一夜の宿
を求めたずねてきた。家の者は
追い返すが、旅人はその家に素
晴らしい贈り物を残していっ
た。原作：小川未明

1993

VG 208
中学校道徳　②
足袋の季節

15 中学 道徳 ドラマ

もち売りのおばあさんから釣銭
をごまかせば足袋が買えるとい
う考えが頭にひらめきごまかし
てしまう。原作：中江良夫

1993

VG 209

中学校道徳　③
僕は生きる
石川高広詩集「青空」よ
り

15 中学 道徳
ドキュメ
ンタリー

現代の難病といわれる進行性筋
ジストロフィー症を病む石川高
広君の心の記録。

1993

VG 210
小学校文部省道徳教育推
進指導資料
うばわれた自由

46 小学 道徳 アニメ

文部省道徳教育推進指導資料
「ビデオ資料とその利用１」本
ビデオは、道徳の授業に直接使
えるビデオ資料と、ビデオ資料
を使った授業例とで構成されて
います。

VG 211
中学校文部省道徳教育推
進指導資料
裏庭でのできごと

43 中学 道徳 アニメ

文部省道徳教育推進指導資料
「ビデオ資料とその利用１」本
ビデオは、道徳の授業に直接使
えるビデオ資料と、ビデオ資料
を使った授業例とで構成されて
います。

VG 213 はだしのゲン　２ 90
小学（中）
～一般

平和教育 アニメ

「はだしのゲン」の続編。今回
の作品では、小学校４年生に成
長したゲンを中心に、原爆孤児
たちが、廃墟の広島で明るく生
きていく姿を描いています。原
作：中沢啓治

- VG16 -



◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 214 赤毛のアン 30 小学 アニメ

孤児院にいた空想好きのアン。
引き取られた家での生活、学校
生活は楽しい失敗の連続。赤毛
にひけめを抱きながらも成長
し、クイーンズ学院を首席で卒
業したのち教師になった。

VG 215 母をたずねて三千里 30 小学 アニメ

母をさがして、はてしない旅を
する少年マルコ。どんな困難に
も負けないマルコの勇気と優し
さが深い感動を与える。

VG 216 小公女セーラ 30 小学 アニメ

プリンセスのような暮らしをし
ていたセーラは、父が亡くなり
生きていくため家政婦になっ
た。つらい生活の中、どんな時
も明るく優しいセーラの心が幸
せを呼ぶという名作。

VG 217 ふしぎの国のアリス 30 幼児・小学 アニメ

アリスは、時計を持って２本足
で走るウサギを追いかけて、ト
ランプの国など夢のような不思
議の世界の楽しさを描いてい
る。

VG 218 トム・ソーヤーの冒険 30 幼児・小学 アニメ

トム・ソーヤとハックルベ
リー・フィンたちと一緒に、川
に、森に、洞窟にと、探検遊び
や宝探しなど、わくわくするよ
うな冒険をくりひろげる。

VG 219 愛の若草物語 30 幼児・小学 アニメ
南北戦争下のアメリカを舞台
に、４姉妹が、愛に満ちたすば
らしい物語をくりひろげる。

VG 220 ピーターパンの冒険 30 幼児・小学 アニメ

ピーターパンに連れられ、ウェ
ンディは弟たちとネバーランド
に向かいます。ある日、フック
船長ひきいる海賊がせめてき
た。子供たちの運命は・・・。

VG 221 あらいぐまラスカル 30 幼児・小学 アニメ

スターリングは、森であらいぐ
まの赤ん坊を拾い、ラスカルと
名づけて育て始めた。一緒に楽
しく１年を過ごすうち、ラスカ
ルの真の幸福を考え、森の仲間
の元へ帰すことを決めた。

VG 222 愛少女ポリアンナ物語 30 幼児・小学 アニメ

幼くして父と母を亡くした少女
ポリアンナは、どんなにつらく
苦しいときでも、父親に教わっ
た「よかったさがし」で、回り
の人の不幸も幸せに変えていっ
た。

VG 223 みつばちマーヤの冒険 30 幼児・小学 アニメ

みつばちマーヤは、あこがれの
外の世界へひとり旅だった。初
めて見る花や緑、自然のしくみ
や友情の大切さを学びみつばち
の国へ帰るマーヤの楽しい冒険
物語。

VG 224

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

20 中学
自然科
学、技
術・産業

日本の海運が、トップクラスの
座を長い間維持し続けているの
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
す。エネルギー資源を運ぶ工夫
や技術を通して、海上交通の働
きと重要性を描いています。
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◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 225
美しく豊かな言葉をめざ
して（平成７年度版）

40
小学（高）
～高校

国語
●論理的な話し方－ディベート
を利用して－　●やまとことば
の世界－その豊かな理想像―

VG 226

おいしい魚　富津市の水
産業

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

15 小学 社会

平成７年度　君津地方視聴覚教
材センター教材開発委員会制
作。漁業の様子や、水産業にか
かわる人びとの工夫や努力を知
ることができます。

VG 227 未来をひらく光電池 12 小学（４） 理科

太陽エネルギーをとりあげ、児
童が実験を通し、光電池のしく
みや特徴を理解し、将来にわ
たってエネルギー問題や環境問
題を自分たちの問題と捉え、そ
の解決へ向けた主体的な取り組
みを喚起する。

VG 228
ＮＨＫ
週刊こどもニュースがで
きるまで

12 小学（５） 社会
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」
番組ができるまでをわかりやす
く紹介します。

VG 229
中学校文部省道徳教育推
進指導資料
Ｖサイン

45
教職員（中
学）

道徳

中学校道徳教育推進指導資料
「ビデオ資料とその利用２」本
ビデオは、道徳の授業に直接使
えるドラマ仕立てのビデオ資料
と、ビデオ資料を使った授業例
とで構成されています。

VG 230

中学生のボランティア体
験
－地域に根付く福祉教育
－

30 中学 福祉教育

自分の地域とふれあう機会が少
ない中学生が、「ボランティア
体験学習」で様々な人と出会
い、いろいろなことを見聞きす
るなかで、少しずつ地域に目を
向けていく姿を描いている。

VG 231
青い目の人形物語
－平和の使者－

30
小学（中・
高）

平和教育 アニメ

昭和２年、平和の親善大使とし
て米国からきた「青い目の人
形」友情の人形が、戦争のなか
で大人たちに敵のスパイにさ
れ・・・。過酷な運命から人形
を救おうとした子供たちの物
語。

VG 232

いじめ早期発見チェック
ポイント３５
～子供たちを守るために
～

60
教職員（中
学・高
校）、一般

教育研
修、家庭
教育（生
活）・市
民・社会
教育

いじめの実態を認識していただ
くとともに、言葉や暴力によっ
て、傷つき挫折していく子供た
ちの切実な悩みをいかにして早
期発見できるか、そのポイント
となる項目を、これまでの実例
に基づいたドラマ形式で再現・
構成。

VG 233
中学野球の実戦指導
守備の基本と応用①
「個人テクニック編」

25 中学
体育・ス
ポーツ・
レク

「送球と捕球」「野手のフォー
スプレーとタッチプレー」「ク
ロウホッピング」

VG 234
中学野球の実戦指導
攻撃の基本と応用①
「打撃編」

25 中学
体育・ス
ポーツ・
レク

「バッティング」「ヒットエン
ドラン」「バント」
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◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 235
中学野球の実戦指導
守備の基本と応用③
「チームプレー編」

25 中学
体育・ス
ポーツ・
レク

「けん制球」「バントディフェ
ンス」「外野からの返球」ほか

VG 236
中学野球の実戦指導
守備の基本と応用②
「バッテリー編」

25 中学
体育・ス
ポーツ・
レク

「投球フォーム」「球種（スト
レート・カーブほか」「捕手の
フィールディング」

VG 237
中学野球の実戦指導
攻撃の基本と応用②
「走塁編」

25 中学
体育・ス
ポーツ・
レク

「走塁」「盗塁」「スライディ
ング」

VG 238
中学野球の実戦指導
練習方法とゲームの進め
方

25 中学
体育・ス
ポーツ・
レク

「練習スケジュールの組み方」
「監督　ベースコーチの役割」

VG 239

ＮＨＫ
週刊こどもニュースがで
きるまで
探検隊編

11 小学（５） 社会

放送番組はどんなふうに作られ
ているんだろう？大勢の番組ス
タッフが、放送に向けて準備す
る様子をこどもの目でくわしく
伝えます。

VG 240

ミニ・トマト作り　袖ヶ
浦市の農業

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

15 小学 社会
平成８年度　君津地方視聴覚教
材センター教材開発委員会制作

VG 241
教えて！ボルタ先生
台所でできるおもしろ理
科実験

24 小学 理科

ミニ四駆で遊んでいた仲良し三
人組が、電池切れをきっかけ
に、自分たちで電池を作ろうと
します。レモン電池のような手
軽な実験を通して、子どもたち
は科学の楽しさ、ふしぎさを理
解していきます。

VG 242 おもしろ科学大発見！ 18 小学 理科

パート１では、米村先生による
家庭で楽しめる「シャボン玉」
の実験を紹介しています。パー
ト２では、最新テクノロジー
「エネルギー」「宇宙開発」
「乗り物」の分野を紹介。

VG 243

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
農業－

15 小学（５） 社会

漁業の種類、水産加工品、流
通、これらの日本の漁業などを
アニメーションで小学生にも理
解できるようわかりやすく解説
しています。

VG 244
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

18 中学（３） 理科

新エネルギーの中でも実用化へ
の期待が高い太陽、地熱、風
力、燃料電池等のエネルギーを
取り上げ、各々の特徴、研究開
発の現状や今後の課題等を映像
により紹介。

VG 245
小学校文部省道徳教育推
進指導資料
ブランコ乗りとピエロ

54
教職員（小
学）

道徳 アニメ

文部省道徳教育推進指導資料
「ビデオ資料とその利用２」本
ビデオは、道徳の授業に直接使
えるビデオ資料と、ビデオ資料
を使った授業例とで構成されて
います。
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◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 246 銀色のシャープペンシル 20 中学～一般 道徳 ドラマ

「ペンを盗ったな」と友人に言
われた慎一。実は、一週間前に
教室の掃除をしていて拾ったも
のでした。自分を守るためにつ
いた嘘。誰もが持っている心の
弱さを問いかけます。

1997

VG 247 ひとりぼっち 21
小学（低・
中）

道徳 ドラマ

紀子は学校でいじめられ、ひと
りぼっち。ハルお婆さんと知り
合い、人の優しさを受けとめる
ことの大切さを学ぶ。

1996

VG 248
地球の秘密　総集版
（原作：坪田　愛華・小
学校６年）

37 小学 環境 アニメ

小学６年生の坪田愛華さんが、
突然の脳内出血で亡くなりまし
た。学校の環境問題の課題を、
環境マンガ「地球の秘密」とし
て描き上げた直後のことでし
た。愛華さんの原作の環境アニ
メーション。

VG 249
男の子と女の子シリーズ
1.男の子と女の子の体
①男の子②女の子

13
小学（４・
５）

保健体育

表現しにくい「性」をアニメー
ションでたのしく、リズミカル
に表現し、性器のしくみと清潔
を中心に画いています。１話
男の子、２話　女の子

VG 250

男の子と女の子シリーズ
2.思春期
③女の子の思春期④男の
子の思春期

13
小学（５・
６）

保健体育

表現しにくい「性」をアニメー
ションでたのしく、リズミカル
に表現し、二次性徴期と初経、
精通と思春期の心理を語ってい
ます。３話　女の子の思春期、
４話　男の子の思春期

VG 251
男の子と女の子シリーズ
3.精子と卵子の受精
⑤精子と卵子⑥性本能

13 小学（５） 保健体育

表現しにくい「性」をアニメー
ションでたのしく、リズミカル
に表現し、精子と卵子とそれが
できるメカニズム、受精、両親
の形質の遺伝、動物の交尾を中
心に画いています。５話　精子
と卵子、６話　性本能

VG 252
男の子と女の子シリーズ
4.愛の発見－性交－
⑦体の発見⑧愛の発見

13 小学（５） 保健体育

表現しにくい「性」をアニメー
ションでたのしく、リズミカル
の表現し、男子の体、女子の体
の正確な理解。異性の心と体へ
の関心、性の快感、性交などが
語られています。７話　体の発
見、８話　愛の発見

VG 253
男の子と女の子シリーズ
5.赤ちゃん誕生
⑨受胎⑩赤ちゃんの誕生

13 小学（５） 保健体育

表現しにくい「性」をアニメー
ションでたのしく、リズミカル
に表現し、射精された精子の
旅。卵子との出あい、受精、性
の決定、遺伝、母体内での成
長、出産を語っています。９話
受胎、１０話　赤ちゃんの誕生

VG 254
すばらしい体　二次性徴
－子どもから大人へ－

18 小学（高） 保健体育

「二次性徴」の正しい知識を、
顕微鏡写真や図解を加えて、や
さしく、わかりやすく説明して
います。

VG 255 わたしたちの生命創造 18
小学（中・
高）・中学

保健体育

生命誕生の神秘的ないとなみ
と、厳粛な生物としての発生
を、正しい知識として子どもた
ちに受けとめてもらいたい内容
です。受精・妊娠・胎児の成長
過程から出産まで克明に記録し
ています。
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◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 256
小学校理科①
昆虫の一生

15 小学（３） 理科
モンシロチョウを例に昆虫のラ
イフサイクルを観察します。

VG 257
小学校理科②
ジャガイモのさいばい

15 小学（６） 理科

じゃがいもの植え方、育て方を
児童が体験しながら、でんぷん
の存在や、成長とでんぷんの消
費の関係を知っていきます。

VG 258
健康に生きる　ＮＯ！薬
物乱用

22 中学・高校
薬物乱用
防止

覚せい剤と大麻を例に、薬理作
用、人体への影響、薬物依存症
など、恐ろしい薬物乱用の害を
わかりやすく描きます。更に、
薬物乱用の誘惑を拒否する訓練
としてロールプレイングの様子
も紹介。

VG 259

小学生の生活安全シリー
ズ
地震と安全
－阪神大震災に学ぶ－

15 小学
安全・防
災・防犯

阪神大震災では、３００人を超
える児童・生徒の命が失われ
た。地震が起きたときの安全は
行動のしかた、ふだんからの準
備について考える。

1996

VG 260
小学生の生活安全シリー
ズ
火災と安全

15 小学
安全・防
災・防犯

火災の原因を知り、児童とつな
がりの深い行動も原因となって
いることに気づき、火災の防止
について考える。

1996

VG 261
小学生の生活安全シリー
ズ
水の事故と安全

15 小学
安全・防
災・防犯

事故の起きやすい場所を理解す
るとともに、もし自分が水に落
ちたら、もし友達が水に落ちた
らどうしたらよいかを考える。

1996

VG 262
ＮＨＫ
週刊こどもニュースがで
きるまで

12 小学（５） 社会

「週刊こどもニュース」の番組
スタッフが、放送に向けて準備
する様子をわかりやすく紹介し
ます。

VG 263
ＮＨＫは地域に密着
ＮＨＫ千葉放送局の仕事

17 小学（５） 社会

ＮＨＫ千葉放送局の、記者、
ディレクター、アナウンサーと
いった人々がどのようにして
ニュース番組を作り上げていく
か、またどのような努力をして
いるかなどを紹介します。

VG 264
全国視聴覚教育研究会
（平成９年度）岐阜県輪
之内大会

16
教職員、一
般

教育研修
全国視聴覚教育研究会（平成９
年度）ダイジェスト版

VG 265

こんにちは　インドネシ
ア
えびのふるさとをたずね
て

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

15 小学 社会
平成９年度　君津地方視聴覚教
材センター教材開発委員会制作

VG 266

光の正体をさぐってみよ
う
－光の性質を利用したお
もしろ理科実験－

21
小学（中・
高）

理科

このビデオは、光の性質をさぐ
るいろいろな実験を行っていま
す。太陽の光やランプのあかり
で実験しながら、自然界のこと
や未来の科学に思いをはせるこ
とができるワクワク感いっぱい
のビデオです。

1998
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◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 267

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－

15 小学（５） 社会

わたしたちのくらしと深い関わ
りがある林業。この作品では、
森林のもつはたらき、木材のす
ばらしさなどを、アニメーショ
ンをまじえながら小学生にも興
味をもてるようにやさしく解説
しています。

VG 268

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

20 高校 理科

このビデオは、実験や観察を通
して、エネルギーの基礎概念や
原理についての理解を深めると
ともに、新エネルギーについて
の開発状況や環境保全に向けた
取り組みなどを紹介していま
す。

VG 269 一番星 45
教職員（中
学）

道徳 ドラマ

中学校道徳教育推進指導資料
「ビデオ資料とその利用３」本
ビデオは、道徳の時間の活用で
きるビデオ資料と、ビデオ資料
を使った授業例とで構成されて
います。

VG 273
高校入試
面接の受け方

19 中学（３） 進路指導

面接の望ましい受け方（態度や
基本的心得）を描いた作品で
す。生徒自身が、客観的・実感
的にその良し悪しが判断できま
す。

VG 274
生徒の心をつかみたい１
1.「言葉にならないこと
ば」を感じ取る

36 教職員 教育研修

表面的な言動に奥底にある生徒
たちの心のシグナルをどのよう
にして感じ取るかのか、様々な
学校の取り組みを例に考えてい
きます。「生徒による不可解な
犯行」「生徒たちのわかりにく
い表現の例」など。

VG 275
生徒の心をつかみたい２
2.不登校・いじめとその
対応

41 教職員 教育研修

不登校児への援助の方法と、教
師たちの取り組み、いじめへの
指導的介入の方法を解説しま
す。「なぜ不登校になるのか、
不登校のサインなど」「スクー
ルカウンセラーの導入」など。

VG 276
生徒の心をつかみたい３
3.教師・悩みと成長

33 教職員 教育研修

多くの悩みを抱える教師たちの
現状を取り上げ、現代の教育の
難しさを考えていきます。「現
代教育の難しさ」「指導への新
たな試み」「教師同士の助け合
い」「教師の成長」

VG 277
ヒトの来た遠く長い道
～ヒトの進化と文化の発
展～

22 小学（６） 社会

ヒトの進化と道のりを学ぶとと
もに、数百万年の歴史をアニ
メーションとリアルな立体人形
で再現する驚くべき「ヒトの進
化」の物語。

VG 278 ホタルが育つ水 13 小学（３） 理科

（昆虫の育ち方）ホタルをたく
さん飼っているおじさんに、ホ
タルの育ち方と一諸に、昔ホタ
ルがたくさん住んでいた川を教
わります。昔ホタルがいた川に
なぜ今いないのかその理由を調
べます。

1995

VG 279 太陽の暖かさ 13 小学（３） 理科

（日なたと日かげ）日なたとは
明るくて日かげは暗い。日なた
と日かげの違いはそれだけで
しょうか？太陽の光は、明るさ
だけを運ぶのでしょうか？

1995
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VG 280 渡り鳥がやってくる 13 小学（４） 理科

（季節と生き物）渡り鳥は、２
つの故郷と渡りの途中で羽を休
める何か所の場所は決まってい
ます。これらのうちたった１か
所でも、鳥たちが過ごせない環
境になったらどうなるのでしょ
う。

1995

VG 281 水の旅 13 小学（４） 理科

（自然界の水の変化）水質汚
染・物質の循環に関する単元で
使用し、水は無駄に使われた
り、汚されたりしていること
を、水の立場で考えさせる。

1995

VG 282 植物が育つ土 15 小学（５） 理科

（植物の発芽と成長）落ち葉
は、小さな生き物の働きで分解
し肥料となることなど、肥料の
有効活用について考える。

1995

VG 283
メダカのえさも生きてい
る

15 小学（５） 理科

（メダカの育ち方）子メダカ
は、水中の小さな動物を食べて
成長します。水中の小さな動物
や植物が生き続けるための環境
条件を考えていきます。

1995

VG 284 増えていく二酸化炭素 15 小学（６） 理科

（燃焼と空気の変化）私たちの
生活は、空気中の二酸化炭素を
増やし続けています。二酸化炭
素を減らすためには、どうすれ
ばいいのかを考えていきます。

1995

VG 285 酸っぱい雨 15 小学（６） 理科

（水溶液）雨水が酸性である理
由を実験を通して調べていく過
程で、人間の営みが酸っぱい雨
と関係していることを示しま
す。

1995

VG 293

海運の工夫・技術シリー
ズ２
豊かさを運ぶ海の道
コンテナ船

21
小学
（高）・中
学

社会

「魔法の箱」といわれるコンテ
ナ船の機能を通して、船舶によ
る物流を楽しく、分かりやすく
描きます。

VG 299

ディベートを楽しもう
－わたしたちの学校の昼
食は、べんとうがいい
か、給食がいいか－

20 小学（高） 国語

ディベートを通して、こどもた
ちの聞く力・話す力・理解する
力・考える力は、各段にアップ
するという。実際のこどもたち
のディベートを通して、その方
法・ルールを紹介する。

1997

VG 300
みなしごハッチ
運命編　上巻

50 幼児・小学 アニメ

なかよし同志でも友達になれな
い理由が・・・虫たちの悲しい
宿命。「悲しき対決」「海を見
たカゲロウ」

VG 301
みなしごハッチ
運命編　下巻

50 幼児・小学 アニメ

なかよし同志でも友達になれな
い理由が・・・虫たちの悲しい
宿命。「ゆずり葉の唄」「幸せ
はママの願い」

VG 302
みなしごハッチ
感動編　上巻

50 幼児・小学 アニメ

ハッチがママを探し求める旅の
途中で出会った虫たちの涙を誘
うエピソード。「ハニーの剣」
「スズ虫はもう鳴かない」

VG 303
みなしごハッチ
感動編　下巻

50 幼児・小学 アニメ

ハッチがママを探し求める旅の
途中で出会った虫たちの涙を誘
うエピソード。「愛のコンサー
ト」「悲しみはママだけに」
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VG 304
みなしごハッチ
友情編　上巻

50 幼児・小学 アニメ

ハッチと虫たちのちょっぴり哀
しいけれど、心暖まる友情のお
話。「飛べよハッチ」「牧場の
城」

VG 305
みなしごハッチ
友情編　下巻

50 幼児・小学 アニメ

ハッチと虫たちのちょっぴり哀
しいけれど、心暖まる友情のお
話。「ひとりぼっちの三匹」
「悲しい友情」

VG 306
みなしごハッチ
戦い編　上巻

50 幼児・小学 アニメ

森の平和を壊す虫たちに、勇気
を持って立ち向かうハッチと友
達のお話。「たたかえ弱虫野
郎」（前・後編）

VG 307
みなしごハッチ
戦い編　下巻

50 幼児・小学 アニメ

森の平和を壊す虫たちに、勇気
を持って立ち向かうハッチと友
達のお話。「森の忍者虫」
（前・後編）

VG 308
みなしごハッチ
再会編　上巻

50 幼児・小学 アニメ
大好きなママと会うために、
ハッチ最後まで頑張れ！「ママ
は涙のかなたに」（前・後編）

VG 309
みなしごハッチ
再会編　下巻

50 幼児・小学 アニメ
大好きなママと会うために、
ハッチ最後まで頑張れ！「ママ
に抱かれて」（前・後編）

VG 310 森林が語る日本の気候 21
小学
（高）・中
学

社会

森林が気候を総合的に反映し、
森林の姿によって、気候の違い
が眼でとらえられていることを
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ます。

VG 332
対決！エレクとマグネの
真剣勝負
「電気と磁気」

25
小学（中・
高）

理科

ケンタのゲームマシーンが、突
然動かなくなった。そこに現わ
れたのは、電気の化身「エレ
ク」と磁石の化身「マグネ」。
二人は様々な電気と磁気の実験
で対決していく。

1998

VG 343

地域の産業
-おいしい酒造り-

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会

11 小学 社会

久留里や小櫃では酒造りが盛ん
なのでしょう。そのわけを調べ
ました。また、酒造りの工程も
紹介しています。政策：平成１
０年度　君津地方視聴覚教材セ
ンター教材開発委員会

1998

VG 358

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－

15 小学（５） 社会

この作品では、日本の畜産業に
ついて、私たちが毎日食べてい
る畜産物がどのようにして私た
ちの食卓にやってくるのかをア
ニメーションを使って小学生に
も理解できるように解説してい
ます。

VG 367
ひろがる教育　インター
ネット

21
教職員（小
学）

教育研修

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
ている先生向けに、コンピュー
ターやインターネットを活用し
た授業を、現場の先生のインタ
ビューを交えながら、その特徴
や利点をわかりやすく描いてい
る。
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VG 368

環境教育シリーズ
水をよごさず大切にしよ
う
地球にやさしい暮らし

15
小学（中・
高）

家庭科

川の水を調べ住宅水路の汚れ、
臭いの原因は？児童たちは、水
を汚さないためには、どんなこ
とをしたらよいか工夫してい
き、またむだにしない工夫にも
挑む。

1998

VG 369

環境教育シリーズ
消費エネルギーを減らそ
う
限りある資源と暮らし

15
小学（中・
高）

家庭科

地球温暖化の原因となっている
二酸化炭素を減らすために、あ
る一家が取り組んだ省エネル
ギーの取り組みの試みを紹介。

1998

VG 370
環境教育シリーズ
ごみを見直してみよう
快適で安全な暮らし

15
小学（中・
高）

家庭科

児童たちは、各家庭では、どん
なごみを、どのくらいの量を出
しているかを調べ、ごみの量を
減らすのは、どうしたらよいか
を考えます。

1998

VG 371
草太の誓い
差別に負けない力

15
小学（中・
高）

人権、同
和教育

アニメ

江戸時代、農民や町人よりもさ
らに低い身分に置かれた人々が
いた。これはその身分の少年が
受けた差別と怒りの物語。

VG 372
パパママバイバイ
【DVD　DG111】

70 小学～一般 平和教育
アニメ映
画

１９７７年、横浜市で起きた幼
い兄弟の命を奪った、米軍機墜
落事故を題材に、平和と命の大
切さを描いています。

VG 373 ダイオキシン汚染 27 中学～一般 環境

ダイオキシン類の基礎的知識か
ら汚染の実態、汚染の低減化ま
での広範囲な事柄について分か
り易くかつ正確に解説していま
す。

VG 390

知られざる干潟の世界
小櫃川河口干潟
　
平成１１年度君津地方メ
ディア教材優秀作品

15 小学（高） 理科
平成１１年度君津地方メディア
教材優秀作品

VG 391

ベッキーとフィットのエ
ルピーランド大冒険
～LPガスの正しい使い方
と安全器具～

27 小学（高）
環境、技
術・産業

実写とアニメーション合成を使
い「ＬＰガスの正しい使い方」
や「安全器具の紹介」また、環
境問題にもふれながら主人公の
ベッキーと一緒に楽しく学べる
ように構成されています。

VG 405
探検！！みんなの放送局
NHKってどんなとこ？

18 小学（５） 社会

このビデオは放送に向けて準備
が進むニュースセンターやドラ
マスタジオの様子、そしてＮＨ
Ｋの最新技術による将来の放送
についてルミちゃんの案内でわ
かりやすく紹介します。

VG 406
音の正体をつかめ！
科学探偵団　音の事件
ファイル

25 小学 理科

学校の理科室で無気味な音がす
る！？探偵好きな勇気と初音の
兄妹は、学校へ忍び込み、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いま
す。理科実験で音の正体を究明
していきます。

1999

VG 412
たいせつな　くらしの水
－君津広域水道企業団－

21
小学（３・
４）

社会

平成１２年度制作　君津広域水
道企業団。くらしの水ができる
までを、わかりやすく解説して
います。

- VG25 -



◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 419

古墳のくにのスケッチ
富津市飯野古墳群

君津地方視聴覚教材セン
ター教材開発委員会制作

14 小学（６） 社会
平成１１年度　君津地方視聴覚
教材センター教材開発委員会制
作

VG 427
薬物乱用防止教育ビデオ
NO！脳からの警告

24 中学
薬物乱用
防止

やめたくてもやめられないそれ
が、薬物の怖いところだ。な
ぜ、そうなるのか。中学生の調
査隊が調べてきたことを、ひと
つでもわかってほしい。

VG 428
第１巻
ぎもん・しつもん！むし
歯の予防

19 小学 保健指導

「なぜむし歯になるの？」など
の疑問に答える新しい保健指導
用ビデオです。ＣＧやイラスト
を加えてわかりやすく構成。ク
イズ形式になっているので、楽
しく学べます。

VG 429
健康なからだをつくる食
事

18
小学
（高）・中
学

保健指導

子供達の「なぜ」に答えます。
胃カメラによる胃の内部、レン
トゲンを使った食べ物の流れな
ども紹介。ＣＧやイラストを使
用。体は食べ物からできている
ことを納得させます。

VG 430

ティーンの性教育シリー
ズ
１巻　二次性徴を科学す
る

21 中学・高校 保健指導

①二次性徴と性ホルモン②内性
器の発達・月経と射精③からだ
についてのＱ＆Ａ生理痛はなぜ
あるのか？処女膜はどこにある
のか？ペニスと恥垢・包茎につ
いて

VG 431
ティーンの性教育シリー
ズ
２巻　受精から出産まで

25 中学・高校 保健指導
①受精から着床まで②胎児のこ
ろを想像する③胎盤のしくみと
性の分化④胎児の成長と誕生

VG 432
女の子のからだの変化と
月経　１巻

18
小学（中・
高）

保健指導

どうして女の子にだけ月経があ
るの？おりものってなーに？小
学生の質問にイラストのパネル
や子宮の模型を使って、くわし
く優しく答えます。

VG 433
男の子のからだの変化と
射精　２巻

16
小学（中・
高）

保健指導

ペニスが小さいんだけど・・・
なぜ、ペニスの皮がめくれる
の？小学生のだれもが聞きたい
疑問にイラストのパネルや性器
の模型を手に、わかりやすく優
しく答えます。

VG 434 ぞう列車がやってきた 80 小学 平和教育
アニメ映
画

戦争中、たくさんの動物が殺さ
れました。全国の動物園に、猛
獣を処分せよという命令が出さ
れ、人気者の象も含まれていま
した。象の命を守った人々のあ
たたかい心が伝わる感動の実話
物語。原作：小出隆司

VG 435

心かよいあうボランティ
ア活動
～子どもたちと共につく
る学び～

20
教職員、一
般

ボラン
ティア

自らの人生を生き生きとしたも
のにするボランティア活動が、
豊かな未来の扉を開く。木更津
市の学校支援ボランティアが、
学校で様々な場面で協力してい
ることも紹介されています。

VG 436

わたしたちの国土シリー
ズ
日本の位置とまわりの
国々

13 小学（５） 社会

日本の端にある島々（与那国
島・沖ノ鳥島など）を見なが
ら、国土の広がりを調べます。
また、日本のまわりにはどんな
国々があるのか豊富な映像資料
で紹介。

1999
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VG 437
わたしたちの国土シリー
ズ
空から見た日本の地形

13 小学（５） 社会

日本海から太平洋まで空の旅に
でかけて、地形（海岸・山・
川・盆地・富士山・平野）のよ
うすを見てみましょう。

1999

VG 438
わたしたちの国土シリー
ズ
地域でちがう日本の気候

13 小学（５） 社会
日本は地域によって気候が違い
ます。その理由を考えてみま
しょう。

1999

VG 439

病気にならない体をつく
る
－小学生の生活習慣病予
防－

14
小学（中・
高）

保健体育

１０歳の少年が小児生活習慣病
予備軍であると医師に指摘され
ることからストーリーが展開し
ます。生活習慣病にならないポ
イントや、生活習慣病改善の方
法などを子どもにわかりやすく
解説しています。

1999

VG 440
健康な心とからだシリー
ズ
薬物乱用

14
小学（中・
高）

薬物乱用
防止

代表的な薬物であるシンナーと
覚せい剤を取り上げ、その恐ろ
しさと害をわかりやすく解説し
ます。

VG 441
アニメ環境教育シリーズ
モアモア　地球だいす
き！①

18
小学（中・
高）

環境

①伐られた森林・地獄の砂漠化
②ボトルに変身・散乱するペッ
トボトル③ガスゴン誕生・自然
を痛める排気ガス④残せ！草
花・はぎとられる花畑⑤音楽ガ
ンガン・大きすぎる音

VG 442
アニメ環境教育シリーズ
モアモア　地球だいす
き！②

18
小学（中・
高）

環境

⑥もっと大魚・とんでもない漁
法⑦光の洪水・夜を失う⑧人工
の自然？・危険なテーマパーク
⑨ラクラク・混乱するリモコン
⑩大忙し！ケイタイデンワ・電
波より心の交流

VG 443
アニメ環境教育シリーズ
モアモア　地球だいす
き！③

18
小学（中・
高）

環境

⑪あやしい流れ星・ロケットで
ゴミ打ち上げ⑫出た！ダイオ鬼
神・燃えるゴミからダイオキシ
ン⑬もっとほしいモアモア・モ
ノを増やす液体⑭ヘドロガメ大
作戦・ひろがる水の汚染⑮サヨ
ナラ地球・汚れた地球

VG 444
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｣

20 小学（高） 英語

「ＡＢＣの歌」「一文字子音」
「語尾にeの付く母音」習得した
単語を使ったコミュニケーショ
ン実践例①

2002

VG 445
フォニックスで学校英語
第２巻 新しい音に挑戦し
よう

20 小学（高） 英語

「５つの短母音」「二文字子
音」「連続子音」習得した単語
を使ったコミュニケーション実
践例②

2002

VG 446
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

20 小学（高） 英語
「礼儀正しい母音」「うめきの
母音」習得した単語を使ったコ
ミュニケーション実践例③

2002

VG 447
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

20
小学（中・
高）・中学

理科

静電気の説明と静電気でのいろ
いろな実検の数々を紹介しま
す。また、静電気を応用した生
活に役立つ例を紹介します。
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VG 448

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

20
小学（中・
高）・中学

理科

直列、並列の違い。プラスとマ
イナスなど電気の回路の基本が
意外な実検と共に理解できま
す。

VG 449

ガリレオ工房のいろいろ
オドロキ実験室
3.発熱のしくみとオドロ
キ実験

20
小学（中・
高）・中学

理科

抵抗と発熱を意外な実検の数々
とともに理解します。また、発
熱することを身近に役立ててい
る例を紹介します。

VG 450

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

20
小学（中・
高）・中学

理科

電流を流すと磁界ができること
を分かりやすい実験をとおして
説明します。また、身近なとこ
ろで利用されているモーターや
ベルなどの電磁石の利用例を紹
介します。

VG 451

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

20
小学（中・
高）・中学

理科

磁石とコイルで電気が起きるわ
けを説明します。また、実際の
発電所を訪ねて発電の様子を紹
介します。

VG 452

ガリレオ工房のいろいろ
オドロキ実験室
6.電子レンジと電波のオ
ドロキ実験

20
小学（中・
高）・中学

理科

放電すると電磁波がでること。
また、電波の一種を利用した電
子レンジでの意外な実検の数々
を紹介します。

VG 453
体験から学ぶ
心のふれあい

19 中学・高校
ボラン
ティア

同世代の青年がボランティアに
対してどのように取り組んでい
るのかを具体的に見ていきま
す。自分には何ができるだろ
う？体験から得た「喜び」は、
生きる力を養います。

VG 454 少年犯罪　その罪と罰 20 中学 生徒指導

再現ドラマを通して、「万引
き」「いじめ」「援助交際」
「傷害事件」などについて中学
生が語ります。

2001

VG 455
西条昇の教室にもっとお
笑いを！！　面白い先生
になるには（上）

42 教職員 教育研修

荒れる教育現場、キレる子供の
心を救うには、学校に「お笑
い」を授業科目に採用すること
をオススメします。

VG 456
西条昇の教室にもっとお
笑いを！！　面白い先生
になるには（下）

43 教職員 教育研修

荒れる教育現場、キレる子供の
心を救うには、学校に「お笑
い」を授業科目に採用すること
をオススメします。

VG 457 わたしがSuki 88 中学・高校 特別活動 映画

援助交際をした女子高生を軸
に、覚せい剤・性暴力・ＨＩＶ
感染に悩む４人の女子高校生た
ちが立ち直っていく姿を教師た
ちの取り組みを交えて描いたド
ラマです。原作：村瀬幸浩

VG 459

小櫃川河口干潟

平成１３年度君津地方教
材コンクール優秀作品

18 小学 特別活動
木更津市立金田小学校の児童に
よる、「干潟学習」調べについ
てのビデオ作品。

- VG28 -



◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 460 キムの十字架 80
小学（高）
～一般

平和教育
アニメ映
画

１９４４年、日本軍は密かに大
本営を長野県松代に移す計画を
すすめていた。そのために、朝
鮮の人々を強制的に連れてきま
した。その中にジョハとセファ
ン兄弟がいたのですが、お互い
がここにいることは知りません
でした。原作：和田登

VG 461
健康な心とからだシリー
ズ
アルコール

13
小学
（高）・中
学

保健体育

未成年者の飲酒の害を分かりや
すく解説し、勧められても、
きっぱり「いやだ」と断る勇
気、子ども自身が健全な心身を
守ろうという意識を深めます。

VG 462
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

14
小学（中・
高）

環境

上流のダムは下流に住む大勢の
人たちの水源となっている。ま
た、川は憩いの場も提供してく
れる。にもかかわらず、川を汚
しているのも人間である。

2000

VG 463

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

14
小学（中・
高）

環境

川の上流域の緑は、川の水と密
接なつながりがある。その意味
で樹木は人間生活と深くかか
わっている。

2000

VG 464
注文の多い料理店
【DVD　DG359】

23 小学・中学 国語 アニメ

猟に出かけた都会の二人の紳士
が山道で道に迷い、一軒の料理
店を見つけました。さて、この
注文の多い料理店ではどんな料
理が出てくるのでしょうか？そ
して、紳士の運命は・・・原
作：宮沢賢治

VG 465
注文の多い料理店
【バリアフリー対応】
【DVD　DG360】

23 小学・中学 国語 アニメ

猟に出かけた都会の二人の紳士
が山道で道に迷い、一軒の料理
店を見つけました。さて、この
注文の多い料理店ではどんな料
理が出てくるのでしょうか？そ
して、紳士の運命は・・・原
作：宮沢賢治

VG 466 心の花たば 13 小学（中） 道徳 アニメ

石だらけの町を花いっぱいにし
ようと一人のおじいさんが立ち
上がった。町の人たちは冷たい
目を向けるが、春が来て、石段
の町は花でいっぱいになり、町
の人々は喜び、おじいさんを見
直す。原作：城谷英男

2001

VG 467
ひろし君と学ぶ安全な自
転車の乗り方

22 小学 交通安全
実際に起こった事故例をもと
に、先生とひろし君が正しい自
転車走行を実践する。

VG 468 カワウソ親子の冒険 10 幼児・小学 アニメ

原作　椋鳩十。大自然を背景
に、襲いかかる大フクロウ、狩
人と猟犬、罠から必死に子ども
を守る母カワウソの愛と知恵、
命の尊さを描く。原作：椋鳩十

VG 469
カワウソ親子の冒険
【バリアフリー対応】

10 幼児・小学 アニメ

原作　椋鳩十。大自然を背景
に、襲いかかる大フクロウ、狩
人と猟犬、罠から必死に子ども
を守る母カワウソの愛と知恵、
命の尊さを描く。原作：椋鳩十

- VG29 -



◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 470
落語アニメ
おばけ長屋

20 小学 アニメ

古典落語の中でも愉快なストー
リ。大家から空き部屋を物置代
わりに使う事を禁じられた長屋
の面々。大家の鼻をあかすため
にも、何とか空き家のままにし
ておけないか、長屋に住む二人
は策をめぐる。

VG 471 鉄は生きている 15 小学（５） 社会

「鉄の製造工程」を描写し、フ
ローチャートを用いて細かく説
明しています。また、子供らし
い視点・対話によってＶＴＲは
進みます。観客である小学生た
ちを一緒に製鉄見学に連れてい
くことができる作りです。

1990

VG 472
ボクの犬小屋日記
自分の力でやりとげる

20
小学（３・
４）

ドラマ

捨て犬を飼う事を許された正
（９才）は、犬小屋を自分のお
金で用意しようとあれこれ考え
る。お金を得ることや、貯える
ことの難しさ、物の価値などに
ついて考えさせられる。

2002

VG 473
学校トイレ出前教室
ふしぎなふしぎなトイレ
の国

13 小学（低） 保健指導 アニメ

学校でどうしてもトイレに行け
なくて、家にかけこんだマル
オ。ウンチを出して、スッキリ
したらある疑問が！「トイレな
ら学校にあるのに！」不思議な
トイレの国へ行って、ウンチや
トイレの大切さを教わります。

VG 474
学校トイレ出前教室
めざせ！！うんちの達人

14 小学（高） 保健指導 アニメ

転校生の勇太は、席につくなり
手を上げ「ウンチ、行って来て
いいですか？」クラス全員で始
まる「トイレトーク」トイレに
まつわる意見に感想、本
音・・・ちょっとタブーだっ
た、ウンチやトイレの大切さを
学びます。

VG 475
ぼくらのごみゼロ大作戦
リデュース・リユース・
リサイクル

18 中学・高校 環境

「環境問題」「資源循環型社
会」の考え方をわかりやすく解
説します。また、ＩＳＯ１４０
０１を取得した学校、身近なリ
サイクル活動に取り組んでいる
団体を取材しています。

2003

VG 476

中学生の性教育シリーズ
男？女？自分の性を話し
てみよう
－What am Ｉ？－

20 中学 保健体育

男性または女性としての自己を
確立することをねらいとしてい
ます。自分たちの性にかかわる
疑問・悩み等を自分たちの言葉
で語り（インタビュー）、演じ
（ロールプレイ）生徒が自らの
生き方を考えられるように作ら
れています。

VG 477
出会い系サイト　狙われ
る女子中高生

16 中学・高校 特別活動

「出会い系サイト」がきっかけ
となった犯罪がここ数年、激増
しています。被害者の多くは女
子中学生なのです。女子高生の
暴行傷害事件・脅迫された女子
高生の事件・こづかい欲しさの
売春事件、補導された少女たち
は後悔しています。

VG 478
字のないはがき
（原作：向田　邦子）

18 小学～一般 平和教育 アニメ

原作　向田邦子。父は幼い妹を
学童疎開に出す決心をする。出
発が決まった妹に、父は自分あ
ての宛名を書いたおびただしい
葉書を渡した。家族の絆を温か
いまなざしで描いた名エッセイ
を映像化。

2003
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VG 479
気象を科学する
～緑の地球を守るために
～

27 中学 自然科学

地球をとりまく「気象現象」の
数々をわかりやすく解説してい
ます。さらに、緑の地球を守る
ために世界各国で国鏡を越えた
協力が行われていることも紹介
します。

VG 480
太陽の子メグちゃんの環
境をまもる　農林水産業

15 小学（５） 環境

農林水産業は食料の他に、環境
保全にも大きな役割を果たして
います。この作品は、農業、林
業、水産業が環境とどのような
関係があるのか、そこで働く
人々が環境を守るためにどのよ
うな努力をしているかなど解説
します。

VG 481

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？

15
小学（中・
高）

環境、技
術・産業

水田は環境保全に大きな役割を
果たしています。この作品は、
米作りの一年を紹介しながら、
水田が洪水調節など、国土を守
る働きをするだけでなく、生き
物たちの貴重な生活の場になっ
ていることなどを解説していま
す。

VG 482

アグリンの農林水産ワー
ルド
農村ってどんなところな
の？

10
小学（中・
高）

環境、技
術・産業

農村が果たしている多面的な機
能を紹介しながら、都市と農村
の交流が、農村の持つさまざま
な機能を守っていく力となって
いることを訴えます。

VG 483
「１」を決めるため
に？！
単位のはなし

33
小学
（高）・中
学

算数・数
学

現在、単位の種類は数多くあり
ますが、基本となる７つの単位
を「基本単位」とよんでいま
す。ここでは、その中でも日常
的になじみ深い「m」、「kg」、
「秒s」という単位の誕生の歴史
などについてわかりやすく説明
しています。

2000

VG 484
おもしろ理科実験
サイエンス指令　熱をさ
ぐれ！

25 小学 理科

「宇宙ゴミが大気圏に侵入して
くるのを防ぐために摩擦熱を利
用する。」ことを想定して、熱
に関する様々な情報を調査し報
告することを物語風に描き、熱
の世界を体験的に探るきっかけ
となるものである。

VG 485
おもしろ理科実験
水の惑星を守れ！宇宙か
らのメッセージ

25 小学 理科

この作品では、様々な実験クイ
ズを用いて、水の性質や役割を
わかりやすく、楽しく説明して
います。

VG 486

アグリンの農林水産ワー
ルド
森と海の役割ってなあ
に？

13
小学（中・
高）

環境、技
術・産業

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、
いかに大切かを気づかせる。

VG 487
「子ども放送局」ってな
に？
　①子ども編②大人編

11
小学
（５）・一
般

社会 番組紹介

VG 488
放送局ってどんなんなと
こ？
NHK2001

17 小学（５） 社会

放送番組がどんな人たちによっ
て、どのように作られているか
を紹介。ドラマの収録現場や
ニュースなど、楽しいテレビの
裏側を案内します。

2001
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VG 489
ＮＨＫのニュース番組が
できるまで

12 小学（５） 社会

ふだん見られないＮＨＫニュー
スセンターの中で「おはよう日
本」などのニュースがどのよう
に作られていくのかを、放送局
で働く人たちを通してわかりや
すく紹介します。

2003

VG 490
おじゃる丸放送局をゆく
～ニュース番組ができる
まで2002～

12 小学（５） 社会

おじゃる丸と電ボが放送局を探
検。ふだん見られないＮＨＫ
ニュースセンターの中で「おは
よう日本」などのニュースがど
のように作られていくのかを、
放送局で働く人たちを通してわ
かりやすく紹介します。

2002

VG 491
おじゃる丸放送局をゆく
～番組ができるまで2001
～

10 小学（５） 社会

おじゃる丸と電ボが放送局を探
検。ふだん見られないＮＨＫ
ニュースセンターの中で「おは
よう日本」などのニュースがど
のように作られていくのかを、
放送局で働く人たちを通してわ
かりやすく紹介します。

2001

VG 492
輝く明日へのステップ
中学生は飲酒にＮＯ！！

20 中学 保健体育

好奇心やちょっとしたきっかけ
から飲酒をすることが、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追っていま
す。また、実験による最新の医
学データも取り入れて構成され
ています。

VG 493
海運の工夫・技術シリー
ズ４
海の大動脈　内航海運

19
小学
（高）・中
学

技術・産
業

船は、国内物流の主要な運送機
関の一つです。このビデオで
は、産業の発展と人々の暮らし
を支え続けている内航海運のは
たらきを紹介します。

VG 494

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－

20 中学 自然科学

白神山地は、広大なブナ林が原
生林に近い姿で残っている世界
的にも稀な森です。その森で
は、さまざまな動植物の豊かな
つながりに、森全体が活発に息
づいている様子を見ることがで
きます。

VG 495
世界遺産シリーズ④
生命に満ちた島
－屋久島の森を探る－

20 中学 自然科学

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、多様な生き物が
見られる貴重な森があります。

VG 496
マナ・カナの天然ガス自
動車で行こう！

25 小学（高）
環境、技
術・産業

このビデオは、マナちゃん、カ
ナちゃんと小学生たちが一緒
に、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の必要
性を知っていきます。

VG 497 お母さん、なかないで 17
小学（中・
高）

アニメ

大切な友達を交通事故で失った
小学生の夏美が、いのちの大切
さに気づき、いのちを大切にし
ようと思う、心の芽生えを描い
ています。また、交通ルールを
守ることの意味も指導すること
ができます。
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◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 498 いのちのあさがお 36 小学・一般 福祉教育 映画

急性白血病のため７歳で亡く
なった丹後光祐君と家族の愛情
の物語です。３ヶ月間だけ通っ
た小学校で大切に育てていた朝
顔の種を母まみこさんが毎年咲
かせ、年々増えていく種を「命
のアサガオ」として配りまし
た。原作：綾野まさる

2000

VG 499
凶器にもかわる携帯電話
－中高校生の自己防衛－

20 中学・高校 生徒指導 ドラマ

個人情報を盗まれたり、有害サ
イトの高額請求、盗撮、ネット
ショップのトラブルなど社会問
題になっています。犯罪や被害
に遭わないために家庭、教育現
場での防止策などの取組を考え
てほしい。

2003

VG 500 メール　MAIL 54 中学・高校
人権、同
和教育

映画

身の覚えのない中傷や同和地区
出身であるなどと、ネット上の
提示版に書き込まれた女子高生
の、精神的な苦痛を題材にして
います。

2001

VG 501
ソーテ　サワサワ
～人間の価値はみな同じ
～

34
小学（高）
～一般

人権、同
和教育

言葉も文化も異なる日本で暮ら
すタンザニア出身のフィデアさ
ん。一緒に生活する中で受け入
れていった人々と、一方で外国
出身ということだけで排除した
人々。「私たちみな同じ」とい
う願いを込めて語る。

VG 502 インターネットの罠 20 中学・高校
技術・家
庭科、生
徒指導

無料と思いアクセスした、懸賞
クイズに登録しただけなの
に・・・国際電話の請求書が届
いた。個人情報の流出、大量迷
惑メール等、これらのトラブル
に巻き込まれないために、自己
防衛策を学んでいく。

2002

VG 503

シートン動物記
（原作：アーネスト・ト
ンプソン・シートン）
ちび犬チンク

23 小学 アニメ

山男のビリーじいさんは、チン
クという子犬を飼っていまし
た。ある日、ビリーじいさんは
町へ行くことになり、チンクに
テントの見張りを言いつけまし
た。しばらくするとテントを狙
うヨーテが！チンクはテントを
守ることができるのでしょう
か？

VG 504

シートン動物記
ちび犬チンク
（原作：アーネスト・ト
ンプソン・シートン）
【バリアフリー対応】

23 小学 アニメ

山男のビリーじいさんは、チン
クという子犬わ飼っていまし
た。ある日、ビリーじいさんは
町へ行くことになり、チンクに
テントの見張りを言いつけまし
た。しばらくするとテントを狙
うヨーテが！チンクはテントを
守ることができるのでしょう
か？

VG
VG

505
593

いきいきはつらつ元気な
歯から
第１巻　口の中たんけん
たい

14
小学（１・
２）

保健指導

アニメションによる明るい歯の
キャラクターと男の子による楽
しいかけあいで進行します。乳
歯から永久歯への生え変わりに
気づかせること、ブラッシング
指導をもポイントを絞り込んで
解説。

VG
VG

506
594

いきいきはつらつ元気な
歯から
第２巻　自分で守ろう自
分の歯

16
小学（３・
４）

保健指導

超小型ＣＣＤカメラを使用し、
歯の健康は自分で守ることを気
づかせ、顕微鏡映像、アニメな
どを通して虫歯の原因とメカニ
ズムを理解させます。
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制作
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VG
VG

507
595

いきいきはつらつ元気な
歯から
第３巻　すこやかな歯い
つまでも

15
小学（５・
６）

保健指導

５～６年生向きの作品の大きな
柱が歯肉炎です。歯周疾患の恐
ろしさや原因を知り、歯肉炎は
自分の努力で予防、改善が可能
な病気であることを理解させま
す。

VG 508

環境問題ビデオシリーズ
①ごみをへらそう
～限りある資源を大切に
～

15 小学 環境

レジ袋が有料になったことにつ
いて、家族と話すことからス
トーリーが展開していきます。
日々の生活を振り返りながら、
ごみをへらすにはどうしたらよ
いか自ら考えて実践できるよう
制作しました。

VG 509

環境問題ビデオシリーズ
②いのちの水
～限りある資源を大切に
～

15 小学 環境

「ほんのちょっとのこと」が、
いかに水をよごしていることに
なるのか、に気づかせ、水を大
切に使うために普段の生活の中
で実践できることをわかりやす
く紹介していきます。

VG 510

環境問題ビデオシリーズ
③地球温暖化
～今、わたしたちにでき
ること～

15 小学 環境

超小型ＣＣＤカメラを使用し、
歯の健康は自分で守ることを気
づかせ、顕微鏡映像、アニメな
どを通して虫歯の原因とメカニ
ズムを理解させます。

VG 511

環境問題ビデオシリーズ
④酸性雨
～身近なところから考え
よう～

15 小学 環境

５～６年生向きの作品の大きな
柱が歯肉炎です。歯周疾患の恐
ろしさや原因を知り、歯肉炎は
自分の努力で予防、改善が可能
な病気であることを理解させま
す。

VG 512

環境問題ビデオシリーズ
⑤紙のリサイクル
～きちんと分けて資源に
しよう～

15 小学 環境

レジ袋が有料になったことにつ
いて、家族と話すことからス
トーリーが展開していきます。
日々の生活を振り返りながら、
ごみをへらすにはどうしたらよ
いか自ら考えて実践できるよう
制作しました。

VG 513

環境問題ビデオシリーズ
⑥ペットボトルとびんの
リサイクル
～きちんと分けて資源に
しよう～

15 小学 環境

「ほんのちょっとのこと」が、
いかに水をよごしていることに
なるのか、に気づかせ、水を大
切に使うために普段の生活の中
で実践できることをわかりやす
く紹介していきます。

VG 514

働くということ　楽じゃ
ないぞフリーター
フリーター自分さがしの
旅vol.１

25 高校 進路指導

実際にフリーターを続けている
若者への取材を通じて、その証
言・生活から、フリーターがお
かれている現状、メリット、デ
メリット、将来の見通しを事実
として、伝えるドキュメンタ
リー編。

VG 515

働くということ　楽じゃ
ないぞフリーター
フリーターという生き方
是か非かvol.2

20 高校 進路指導

フリーターに関する様々なテー
マについて、生徒たちが実際に
討論を行い、フリーターの現実
と確かな職業観を捉えていく。

VG 516
金子みすゞやさしさの風
景
【DVD　DS101】

17 小学～一般 国語 アニメ

代表的な詩を、アニメーション
と朗読により映像化。「星とた
んぽぽ」「草の名」「日の光」
他
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VG 517
みんなでやろうよ
小学生のボランティア活
動

20 小学
ボラン
ティア

自分のできることを見つけ、い
きいきと活動する小学生の姿を
通して、町の中には小学生にで
きる楽しい活動がたくさんある
ことを伝えます。

VG 518 風の旅人 30 中学 人権 アニメ

この作品は、ベッド式車いすを
通りがかりの人びとに押しても
らいながら旅をした実在の重度
障害者の生き様を通して「自
立」とはなにか、「障害」とは
なにかを問いかけます。

2003

VG 519
ミドリちゃんとリサイく
るくるショッピング

21
小学（中・
高）

環境 アニメ

私たちが暮らす今の社会は、経
済の発展と共に大量生産・大量
消費・大量廃棄型になり、深刻
な環境問題をもたらしていま
す。環境を考えた買い物をや生
活について考えます。

VG 520
点子ちゃんとアントン
（原作：エーリヒ・ヒス
トナー）

108 小学 映画

「ふたりのロッテ」「飛ぶ教
室」などで世界中に親しまれて
いるドイツの児童文学者エーリ
ヒ・ケストナーの不朽の名作を
映画か。お金持ちの点子ちゃん
と、貧しいけれどいつも元気な
アントンの友情物語。

VG 521

点子ちゃんとアントン
（原作：エーリヒ・ヒス
トナー）
【バリアフリー対応】

108 小学 映画

「ふたりのロッテ」「飛ぶ教
室」などで世界中に親しまれて
いるドイツの児童文学者エーリ
ヒ・ケストナーの不朽の名作を
映画か。お金持ちの点子ちゃん
と、貧しいけれどいつも元気な
アントンの友情物語。

VG 522
「ごみ」から環境問題を
考えるVOL.1

30 中学・高校 環境

◎「ごみ問題」って、なに？
◎「ごみ」はどこへ行った？ご
み　処理を巡る事件にもふれな
がら、「ごみ問題」とは何かを
明らかにします。また、ごみが
最終処分をされるまでを取材し
ています。

VG 523
「ごみ」から環境問題を
考えるVOL.2

30 中学・高校 環境

◎「ごみは蘇る」か？　◎「グ
リーン・コンシューマー」にな
ろう！　生徒達に「リサイク
ル」「リニュース」への興味を
喚起することを主眼としていま
す。また、環境にやさしいライ
フスタイルを志向する新しい世
代の消費者が増えることを訴え
ています。

VG 524
３丁目物語　うちのタマ
知りませんか？　春

30
幼児・小学
（低）

アニメ

桜の咲く頃、タマがいなくなり
ました。あとを追いかけたポチ
のゆくえもわかりません。たけ
しくんはタマを見つけてもらお
うと、ポスターを書いて町中に
はりました。

VG 525
３丁目物語　うちのタマ
知りませんか？　春
【バリアフリー対応】

30
幼児・小学
（低）

アニメ

桜の咲く頃、タマがいなくなり
ました。あとを追いかけたポチ
のゆくえもわかりません。たけ
しくんはタマを見つけてもらお
うと、ポスターを書いて町中に
はりました。
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VG 526

中学生のボランティア活
動
できることから　はじめ
よう

19 中学
ボラン
ティア

地域の中で、自分にできること
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。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。

VG 527
学校の危機管理　大丈夫
ですか　あなたの学校は

25 教職員
安全・防
災・防犯

「授業中に不審者が侵入」「昼
休みの校庭に不審者が侵入」
「プールサイドに不審者が侵
入」「「児童同士の喧嘩」繰り
返しの訓練と研修が、子どもた
ちの安全な学校生活につながり
ます。

VG 528
ぜったい、ゆうかいされ
ないぞ！

16 小学
安全・防
災・防犯

楽しいＣＧキャラクターととも
に、具体的な映像を見ながら
様々なケースについて学んでい
きます。基本的なノウハウだけ
でなく、犯罪の起こりやすい場
所や状況を認識させます。

2005

VG 529 身障犬ギブのおくりもの 39
小学（中・
高）

福祉教育 映画

生き物を飼うには、その命を預
かり最後まで責任を持たなけれ
ばなりません。この物語は障害
を持った犬を育てたある家族の
実話に基づいています。原作：
桑原崇寿

2002

VG 530
五井先生と太郎
【DVD　DG296】

16
小学
（高）・中
学

道徳、人
権

アニメ

太郎の両親は、言語と聴覚に障
害をもっています。太郎の両親
に代わって太郎の名前を呼ぶ五
井先生。差別や偏見をなくすこ
との大切さと、人の暖かさ、優
しさを深く感じとることができ
ます。原作：丸山浩路

2005

VG 531
日本昔ばなし
三ねん寝太郎

40 幼児・小学 アニメ

三年三月も寝てばかりいた若者
が、水のとぼしい村に幾山も越
えた湖から水を引く決意をしま
す。はじめは誰もが眺めるばか
りでしたが、やがて一人二人が
手伝い、ついには村中の人たち
が総出で水路を切り開きます。

VG 532
みんなでつくる地域安全
マップ

14 小学
安全・防
災・防犯

犯罪の防止に役立つ「地域安全
マップ」の作り方を、東京都大
田区の小学校で行われたマップ
づくりの様子を見ながら、解説
していきます。

2005

VG 533 僕は、あの日を忘れない 24 小学
安全・防
災・防犯

アニメ

このアニメは、阪神大震災を教
訓に、まず、地震の恐ろしさ、
悲しさを身近にします。そし
て、そこから備えの必要性と大
切さを導きだしてゆきます。

VG 534
「部落の心を伝えたい」
差別っていったい何やね
ん

30 中学～一般
人権、同
和教育

被差別部落に生まれた主人公・
川口泰司さんは２６歳、差別の
本質を追究し、自分の言葉とわ
かりやすい表現で語りかけま
す。

2004

VG 535

わたしたちの生活習慣シ
リーズ№１
食べ物と健康
～バランスのとれた食事
～

14 小学（高） 保健体育

学校保健の分野でも大きな問題
となっている生活習慣病。食品
のバランス・規則正しい食事・
よく噛んで食べること等、楽し
いＣＧキャラクターと共に生活
習慣病の予防を考えられるよう
構成しています。

- VG36 -



◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 536

わたしたちの生活習慣シ
リーズ№２
運動と睡眠
～きそく正しい生活～

15 小学（高） 保健体育

健康な暮らしと健全な成長のた
めには、適度な運動と充分な休
養が必要であるということを、
動物との比較などを交えながら
具体的な例で解説していきま
す。「きそく正しい生活」とは
何かを理解しやすく構成してい
ます。

VG 537 源吉じいさんと子ぎつね 18 幼児・小学 アニメ

一人暮らしのおじいさんと、柿
の実を食べたいばかりにその孫
に化けた子ぎつね。二人の出会
いと別れを、美しい秋の山村を
舞台に描く作品です。原作は、
阪神・淡路大震災で一児を残し
て逝った若い女性童話作家の珠
玉の遺作です。原作：なるみや
ますみ

2001

VG 538 サンタさんは大いそがし 12
幼児・小学
（低）

行事 アニメ

サンタさんと森の妖精たちは、
世界中の子供たちの為に、プレ
ゼントの木を育てます。夏の暑
い日も、冬の寒い日もそれはそ
れは大いそがし。さあプレゼン
トの木には大きな実がみのり、
ソリにプレゼントを積み込んで
さあ出発！

2001

VG 539
緊急レポート！ドラッグ
の罠
－蔓延するMDMA－

20 中学・高校
保健体
育、特別
活動

ドラマと取材映像で構成してい
ます。ＭＤＭＡについて取材
し、その危険性を解明していく
構成です。取材の過程で、依存
性薬物の恐ろしさや、社会的な
影響について言及します。

2005

VG 540

せかいいち　うつくしい
ぼくの村
アフガニスタン・バグマ
ン村の物語
（原作：小林　豊）

16
小学（中・
高）

環境 アニメ

アフガニスタンで暮らす少年・
ヤモの生活を追うことで、国際
理解の視点から広がりのある異
文化世界を展開します。また、
この物語は、ヤモの成長の物語
です。

2002

VG 541 おじいさんの笑顔 19
小学（低・
中）

道徳 ドラマ

雨の日も風の日も、登下校する
子どもたちの安全のために笑顔
で交通整理をするおじいさん。
しかし、ルールを無視する子ど
もには厳しい。おじいさんの姿
を通して、人のため、社会のた
めに奉仕する心の大切さを訴え
ます。

2002

VG 542

メル友募集に潜む落とし
穴
－危機意識のない子ども
たち－

21 中学・高校 生徒指導 ドラマ

出会い系サイトのメル友募集を
利用して、見知らぬ人からお金
や物を買ってもらうことは危険
であり犯罪でもあることをミニ
ドラマで、自らが危機意識を持
つ心構えの必要性を訴えます。

2003

VG 543
中学生の自転車事故を考
える

21 中学 交通安全

危険な自転車走行によって歩行
者やドライバーに迷惑を掛けて
いるのを理解しない中学生がい
る限り、事故は繰り返されま
す。交通違反がどうして事故に
結びつくのか、自転車事故の代
表的なパターンをいくつか例を
挙げ、考証してみます。

2002
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VG 544
いのちをまもるための五
つのやくそく

19 小学
安全・防
災・防犯

下校時、危険な目にあうのはど
んな時？どんな所？自分の命を
守るための「５つのやくそく」
を覚えさせることと、犯罪から
身を守るための心構えと日頃の
練習などいくつかを紹介しま
す。

VG 545
きずだらけのりんご
【DVD　DG215】

23 幼児・小学 アニメ

人間に化けてだました女の子と
友達になったタヌキのゲンタ。
楽しい時を女の子と過ごすほど
に、嘘をついていることがつら
くなる。原作：きむらゆういち

VG 546
調べてみよう戦争中のく
らし

16
小学（中・
高）

社会

日本にも戦争の時代があったこ
とを知っていますか？「配給」
「空襲」「学童疎開」・・・そ
の頃の子どもたちはどんな暮ら
しをしていたのだろう？身近な
博物館などを訪ねて一緒に調べ
てみよう。

VG 547
やめよう！ネットでウソ
と悪口

27 小学（高） 特別活動

インターネットを使うときに、
他人に迷惑をかけたり、お互い
に不愉快な気持ちにならないよ
うに、上手に利用するにはどう
したらいいのかを紹介していま
す。２つのドラマを見て、自分
だったらどんな行動をするかを
考えてみて下さい。

VG 548

知って防ごう！感染症シ
リーズ
どうしておこるの？感染
症

17 中学 保健体育

感染症の発生原因や感染経路な
どを丁寧に解説し、予防するこ
との大切さを伝えます。また、
近年問題になっている新興感染
症や再興感染症など新たな問題
も取り上げます。

VG 549

知って防ごう！感染症シ
リーズ
病気に打ち勝つ！抵抗力
と免疫

15 中学 保健体育

私たちの体には病原体から体を
守り、病気に打ち勝とうとする
抵抗力が備わっており、免疫の
しくみもその一つです。免疫の
しくみをアニメーションを使用
し、わかりやすく解説しまし
た。

VG 550

知って防ごう！感染症シ
リーズ
性感染症、エイズにかか
らないために

17 中学 保健体育

性感染症で特に問題となってい
る、エイズや性器クラミジア感
染症などを例に、感染の現状、
感染経路などを解説します。ま
た、どうすれば性感染症を防ぎ
ことができるのか、子どもたち
の目線で考えさせながら進行し
ます。

VG 551
あっ！危ない　きみなら
どうする

27 小学 交通安全 ドラマ

子どもたちの生命を守るため
に、婦人警官・春さくらが登下
校・遊びの中・様々な危険な場
所で登場し、わかりやすく教え
ます。本編では、５つの危険場
所を取り上げ、きみならどうす
る？と問いかけます。

2005

VG 552 おかあさんのやさしい手 23 小学

家庭（生
活）・市
民・社会
教育

アニメ

病床にある祖父に対する母の優
しい行為に深い感動を覚えた一
人の少女（当時小４）が綴った
作文を映像化しました。おじい
さんの口元に差し出された母の
手にやさしさをみつけた！原
作：高橋知里・小学校４年

- VG38 -
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記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
利用区分

(教科別等)
内　　　　容

制作
年度

VG 553
中学生のいじめを考える
被害者・加害者・観衆・
傍観者

19 中学 人権

いじめの四層構造「被害者」
「加害者」「観衆」「傍観
者」。君は、このドラマのどこ
かにいないだろうか・・・。い
じめは人権侵害なのだというこ
とをわかって欲しいと思いま
す。

VG 554
名前…それは燃えるいの
ち
【DVD　DG209】

18
小学（中・
高）

人権 アニメ

名前のことでケンカになったよ
りかと平吉に、姜先生は、自分
の名前を調べてくる宿題をだ
す。名前に込められた思いに気
づいたとき、命の大切さ、違い
の素晴らしさが見えてくる。

VG 555 ラストからはじまる 53 中学～一般 人権 映画

吃音に悩む中学生と、被差別部
落に住む同級生。靴職人との出
会いや様々な人達のふれあいに
よって、互いの違いを認め合
い、乗り越え、成長していく姿
を描く。原作：小阪田敦正

VG 556
子どもの非行と親の接し
方

23
教職員、保
護者

家庭（生
活）・市
民・社会
教育

このドラマは親が子どものこと
に無関心、無責任な接し方の例
と、期待していたが子どもがそ
れに応えられないと見るや見捨
てようとする親の例をとりあげ
ました。二つのエピソードを元
に、望ましい親の接し方を示唆
します。

VG 557
いのちを学ぶ
生きること死ぬこと

22 中学・高校 道徳

生と死の現場にいる実際の人々
を取材しかけがえのない命の尊
さを伝えます。生徒の生活に身
近テーマをとりあげ、命を支え
る家族や周囲の人々の真摯な姿
から命の大切さを訴えます。

VG 558 心のキャッチボール 23
小学（高）
～一般

人権 アニメ

夏の大会で大敗したチームは、
部員が千夏（中２）と潤一（中
２）の二人だけになり、廃部の
危機を迎えてします。この作品
では、「現実」や「夢」とどの
ように向き合って生きていけば
よいのかに戸惑う中学生の姿が
描かれています。

VG 559
越後の昔ばなし
あったてんがのお

30 小学 アニメ

越路町史双書「ムジナととっ
つぁ-高橋ハナ昔話集」より①
「ボタとカエル」こっけいなお
話②「さとり」こわい話③「き
つねのちょうちん」叙情的で美
しいお話④「三枚のお札」の４
話。

VG 560
小学生のわくわくボラン
ティア
－楽しい活動　大発見－

20 小学
ボラン
ティア

ボランティア活動とは何か、よ
くわからない小学生はたくさん
います。町の中で、いろいろな
分野の活動に取り組む小学生の
姿を追い、活動の意味をわかり
やすく伝えます。

VG 561

浦安市の交通の歴史

平成１８年度千葉県メ
ディアコンクール特別賞

15 小学・中学 地域教材

平成１８年度千葉県メディアコ
ンクール特別賞作品。制作：浦
安市視聴覚ライブラリー自作教
材制作委員会　小・中学校部会

VG 562

だいちゃん・はなちゃん
のおこめづくり
　
平成１８年度千葉県メ
ディアコンクール特別賞

15 幼児・小学 社会

平成１８年度千葉県メディアコ
ンクール特別賞作品。制作：浦
安市視聴覚ライブラリー自作教
材制作委員会　幼稚園部会

- VG39 -
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VG 563

顕微鏡の使い方

平成１８年度千葉県メ
ディアコンクール特別賞

10 中学 理科

平成１８年度千葉県メディアコ
ンクール特別賞作品。制作：山
武郡市視聴覚教材センター教材
開発委員会　中学校部会

VG 564
人間はどうやってエネル
ギーと関わってきたか
（１）

10
小学（中・
高）～高校

環境

第一巻では、４００万年前、人
間の祖先が火のエネルギーを手
にしてから、一体どのようにエ
ネルギーに出会い、利用してき
たのか、文明を発展させてきた
かを分かり易く解説します。

VG 565
人間はどうやってエネル
ギーと関わってきたか
（２）

10
小学（中・
高）～高校

環境

第二巻では、その結果、自然破
壊が起こり、それは地球環境
に、どのような影響をもたらし
てきたのかに触れています。

VG 566
地球温暖化と異常気象
エネルギーの活用を考え
る

20
小学（高）
～一般

総合、環
境

地球温暖化がどうして起こるの
か、そのメカニズムを分かり易
く解説した上で、温暖化防止と
効果的なエネルギー獲得のため
の様々な方法を紹介。

VG 567

心とからだの健康ビデオ
シリーズ
気をつけよう　ダイエッ
ト

20 小学（高） 保健体育

子どもたちの肥満の増加、ま
た、無理なダイエットをして摂
食障害に陥る例もあり、その弊
害が指摘されています。同世代
の疑問を医師に答えてもらう事
によって、ダイエットの基本的
な知識を学びます。

VG 568

心とからだの健康ビデオ
シリーズ
おそろしーい、おさけの
話

20 小学（高） 保健体育

自分の力で立ち直ろうとする人
たちのインタビューを豊富に交
えながら、科学的な知識だけで
なく、生徒自身が飲酒の問題点
に気づき、主体的に考える学習
を重視しています。

VG 569

心とからだの健康ビデオ
シリーズ
おそろしーい、たばこの
話

20 小学（高） 保健体育

発展途上の子どもにとって、身
体的・精神的にたばこがいかに
害になるかということをわかり
やすく説明します。

VG 570

心とからだの健康ビデオ
シリーズ
きみのまわりにもあるド
ラッグ

20 小学（高） 保健体育

薬物汚染が子どもに広がってい
ます。興味本位で手を出すとど
んなことになるのか、その危険
性をわかりやすく説明していま
す。

VG 571
小学生の人権学習シリー
ズ
私の権利、みんなの権利

14 小学（高） 人権

子どもの権利条約について、イ
ラストと写真で簡潔に説明。
「権利ってなに？」「子どもの
権利条約ってなに？」ミニドラ
マ式で、自分たちの権利につい
て、学ぶことができます。

VG 572
宇宙のふしぎ第１巻
宇宙って何だろう

20
小学（中・
高）～高校

理科

このビデオでは、知識のつめこ
みではない宇宙を体感する、手
ざわり感ある宇宙物理学を紹介
します。①宇宙に星はいくつあ
る？②夜はなぜあるの？③赤
ちゃん星は何色？④宇宙はいつ
からあるの？

VG 573
宇宙のふしぎ第２巻
宇宙を感じてみよう！

24
小学（中・
高）～高校

理科

いま、地球から宇宙へ、呼びか
けの電波は送られています。①
日時計②太陽を感じてみよう！
③地球を感じてみよう④宇宙を
感じてみよう⑤Ｅ・Ｔへのメッ
セージ

- VG40 -
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VG 574
知っておこう！小学生の
携帯電話

18 小学 特別活動

小学生が携帯電話を持つ上での
注意すべき点や、使用のメリッ
ト、デメリットを挙げて、小学
生が安全に正しく携帯電話を使
うために守らなければならない
約束事を解説していきます。

VG 575 架空請求のワナ 19 中学・高校
技術・家
庭科

この作品では、携帯電話におけ
る架空請求を中心に、その手口
と対策、日頃の心構えを詳しく
描きます。

VG 576

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

19
小学
（高）・中
学

特別活動

誘拐犯の疑いをかけられた太志
（１２才）。事の始まりは、太
志の不用意な行動だった。
チャットや提示版の書き込みの
マナーや自分の安全は自分で守
ることの大切さ、そしてトラブ
ルに巻き込まれないための対策
を解説します。

VG 577
百目のあずきとぎ
【DVD　DG33】

15 幼児・小学 アニメ

旅人が夜道を歩いていると、
ショキショキ・・・とあずきを
研ぐような音。ふと下を見る
と、あずきが散らばっていて、
そのあずきに手をのばす
と・・・

VG 578
いのちの授業９００日
ぶたのPちゃんと３２人の
小学生

40 小学 特別活動
ドキュメ
ンタリー

大阪府のある小学校、４年生の
夏、クラスでぶたを飼うことに
なりました。自分達で飼育した
ぶたを食べるか食べないか、教
室では賛否両論が激しく巻き起
こりました。「いのち」の問題
について考えます。

VG 579
心を育てる・田んぼの幼
稚園

42
保育関係、
一般

家庭（生
活）・市
民・社会
教育

幼児期に豊かな自然体験、生活
体験が必要と、年少３歳から年
長５歳の幼稚園児が、本物の田
んぼで米作りを実践した１年間
の活動記録。

VG 580

ＮＨＫこどもにんぎょう
劇場
かさじぞう・金の斧・
じゅげむじゅげむ

45
幼児・小学
（低）

アニメ
日本の人形劇界で一流の操演・
人形美術による作品を収録して
います。

VG 581

ＮＨＫこどもにんぎょう
劇場
ごんぎつね・わらしべ
ちょうじゃ・三枚のお札

45
幼児・小学
（低）

アニメ
日本の人形劇界で一流の操演・
人形美術による作品を収録して
います。

VG 582

ＮＨＫこどもにんぎょう
劇場
つるのおんがえし・かぐ
やひめ・てぶくろをかい
に

45
幼児・小学
（低）

アニメ
日本の人形劇界で一流の操演・
人形美術による作品を収録して
います。

VG 583

ＮＨＫこどもにんぎょう
劇場
三びきのやぎのがらがら
どん・ハーメルンのふえ
ふき男・ブレーメンの音
楽隊

45
幼児・小学
（低）

アニメ
日本の人形劇界で一流の操演・
人形美術による作品を収録して
います。

VG 584

ＮＨＫこどもにんぎょう
劇場
マッチうりの少女・みに
くいあひるの子・けもの
の城

45
幼児・小学
（低）

アニメ
日本の人形劇界で一流の操演・
人形美術による作品を収録して
います。

- VG41 -
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VG 585

ＮＨＫこどもにんぎょう
劇場
王さまの耳はロバの耳・
おおかみと七ひきのこや
ぎ・バラモンとトラと
ジャッカル

45
幼児・小学
（低）

アニメ
日本の人形劇界で一流の操演・
人形美術による作品を収録して
います。

VG 586
ねずみくんのきもち
【DVD　DG312】

12
幼児・小学
（低）

人権 アニメ

ねこくんにまた意地悪されたね
ずみくん。落ち込んでいるねず
みくんに、ふくろうさんは優し
く言いました。「きっとねこく
んは、一番大切なものを忘れて
いるんだよ」原作：なかえよし
を

VG 587

いわたくんちのおばあ
ちゃん
～ぼく、戦争せんけえね
～
【DVD　DG167】

20 小学 平和教育 アニメ

昭和２０年８月の広島で起きた
実際の話です。寛太は、友達の
おばあちゃんの話を聞くうち
に、原爆・戦争のことを自分の
問題としてとらえ、平和への決
意をしていきます。原作：天野
夏美

VG 588
ケータイ　トラブル
－子どもを犯罪者・被害
者にさせない－

25
教職員、保
護者

安全・防
災・防犯

子どもがケータイを乱用する背
景には、家庭、学校における人
間関係、親子関係のあり方が指
摘されている。子どもがケータ
イトラブルを起こして犯罪者・
被害者にさせないよう３つの事
例で紹介し、親などに問題提起
します。

VG 589
新・進路指導ビデオシ
リーズ
夢や希望を語り合おう

18 中学・高校 進路指導

「自己理解」がテーマになって
います。様々な分野で活躍する
人の生き方を紹介。「体験」を
通して自己を見つめることを作
品の芯に捉えて展開していきま
す。

2001

VG 590
自転車も車両です
～交通安全への意識改革
～

21 小学・中学 交通安全

自転車に乗る人をはじめドライ
バーや歩行者に、「自転車も車
両」という意識と責任感を持た
せ、安全ルールの基本である自
転車安全利用５則を理解させ、
法規とマナーを守ることの大切
さを描いています。

VG 591 危険な場所から逃げろ！ 19 小学～一般
安全・防
災・防犯

山・川・海どこに危険があるの
かを知っていれば、おのずと逃
げることができるかも分かりま
せん。いつどこで起きるか分か
らない災害に備えていっしょに
考えてみましょう。

VG 592

毎日がつらい気持ちわか
りますか
ゆるせない！ネットいじ
め

18 小学（高）
道徳、特
別活動

アニメ

「ネットいじめは、絶対にして
はいけない」ということをアニ
メーションで描き、様々ないじ
めの対策、そして「心が通じる
コミニュケーション」とは、ど
うすれば身につくのかを考えさ
せる内容です。

VG 593

いきいきはつらつ元気な
歯から
第１巻　口の中たんけん
たい

14
小学（１・
２）

保健指導

アニメションによる明るい歯の
キャラクターと男の子による楽
しいかけあいで進行します。乳
歯から永久歯への生え変わりに
気づかせること、ブラッシング
指導をもポイントを絞り込んで
解説。

- VG42 -
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VG 594

いきいきはつらつ元気な
歯から
第２巻　自分で守ろう自
分の歯

16
小学（３・
４）

保健指導

超小型ＣＣＤカメラを使用し、
歯の健康は自分で守ることを気
づかせ、顕微鏡映像、アニメな
どを通して虫歯の原因とメカニ
ズムを理解させます。

VG 595

いきいきはつらつ元気な
歯から
第３巻　すこやかな歯い
つまでも

15
小学（５・
６）

保健指導

５～６年生向きの作品の大きな
柱が歯肉炎です。歯周疾患の恐
ろしさや原因を知り、歯肉炎は
自分の努力で予防、改善が可能
な病気であることを理解させま
す。

VG 596

子どもの人権を考えるシ
リーズ
傷つけられる思春期
－子どもとの会話を取り
戻すために－

25 一般 人権

「秋葉原無差別殺傷事件」は改
めて、親、周囲の大人たちと思
春期の子どもとの関わり方に大
きな警鐘を鳴らしました。この
作品は実際の事例をもとに、思
春期の子どもと向き合うために
何が求められているかを提言し
ます。

VG 597
豊かな心を育てる性教育
シリーズ
生命をつなぐ大人の体へ

25 中学 保健体育

自分と異性の体の変化を正しく
認識し、自分の心身の健康を大
切に考え、周囲の人たちに思い
やりをもった生活を送ることを
目標とします。男女一緒に、男
女別で、どちらでも指導できる
ように３部構成にしています。

VG 598

豊かな心を育てる性教育
シリーズ
中学生のための出会いの
スキル

20 中学 保健体育

責任ある行動選択をし、良い人
間関係を構築する大切さを伝え
ます。「面倒くさい？人間関
係」、「インターネットや携帯
における人間関係の問題点」、
「良好な男女関係を長く続ける
ために」などを内容としていま
す。

VG 599 ぼくのダイエット大作戦 18 幼児・小学
医療・健
康

アニメ

学校から肥満度の高いことを指
摘された小学２年生の少年が、
夏休みに兄とダイエットに取り
組み、次第に目標に近づいてい
く姿を、アニメーションによっ
て、感動的に描き上げた作品で
す。原作：佐藤将・小学校２年

VG 600
地震への備えが命を守る
緊急地震速報の音声が流
れたら…

21 小学
安全・防
災・防犯

このビデオでは、クイズ形式を
とりいれ、「こんなときどうす
る？」と場面の随所で考えさせ
ながら、ストーリーを展開する
ようにしました。また、緊急地
震速報への対応についてもふれ
ています。

VG 601 はげ 16 幼児・小学 人権 アニメ

病気のために、頭がはげてし
まった小学１年の泉の日々をあ
くまでも、子どもの視点から、
出来るだけ具体的に描きまし
た。みんながお互いに思いや
り、いたわりあうことがいかに
大切かを考えさせられます。原
作：岩澤泉・小学校１年

VG 602 塩狩峠 19 中学
国語、道
徳

アニメ

急な勾配の線路で、暴走を始め
た列車を止めるために自らの命
を捨てて、乗客の命を救った主
人公　信夫の行動を描く。実際
にあった出来事をモデルにし
た、三浦綾子の小説の一部をア
ニメーションにしました。

- VG43 -



◎学校教育部門（ＶＨＳ）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分

(教科別等)
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制作
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VG 603
見えぬ目に感じた雲取山
の朝日

19
小学
（高）・中
学

国語、道
徳

アニメ

視力ゼロ、光覚しかない筆者
が、雲取山に登山した時の記録
である。親の目の不自由なこと
をからかわれ、落ち込んでいる
娘の気持ちを、母芳子が失明を
知って絶望する気持ちと重ねて
感じ取らせます。原作：小巻芳
子

VG 604
銀のろうそく立て
【DVD　DG351】

13 小学 道徳 アニメ

「レ・ミゼラブル」の一部をア
ニメーション化。食器を盗んだ
ジャンに対し、司教はさらに銀
のろうそく立てを差し出した。
人間愛の大切さや、人を受け入
れ自分に誠実に生きることの重
要性を描きます。原作：ユー
ゴー

VG 605
きみならどうする？ゆう
かい・いたずらされない
ために

13 小学（低）
安全・防
災・防犯

アニメ

自分自身で危険から身を守るた
めの方法を、わかりやすくアニ
メーションで描きました。マッ
プ君が、誘拐やいたずらをされ
ないために、危ない場所に近づ
かないことを教えます。

VG 606 心のおくりもの 21 小学・中学 道徳 ドラマ

拾った５千円をめぐる小学生と
警察官の交流を描きだしたこの
作品は、小学５年生の細谷浩介
君の作文「拾った５千円」を映
像化しました。原作：細谷浩
介・小学校５年

1998

VG 607 やくそく 20 小学（高） 道徳 ドラマ

心優しい少年（１２才）と病弱
な少女（６歳）との心温まる交
流を通して、人のために尽くす
ことの尊さ、素晴らしさを少年
の吹くハーモニカのメロディー
にのせて訴えます。

VG 608

きいちゃん
私、生まれてきてよかっ
た！
【DVD　DG282】

21
小学（中・
高）～中学

国語、道
徳

アニメ

養護学校教師が出会った、身体
に障害がある生徒きいちゃんの
物語。結婚する姉に浴衣を一人
で縫い上げ、和裁を一生の仕事
として選びました。美由紀さん
本人が声の出演をしています。
原作：山元加津子

VG 609
楽しいムーミン一家
１話　ムーミン谷の春

25 幼児・小学 アニメ

春が来て、ムーミン谷の住人が
冬の眠りから目覚めました。
ムーミンはみんなを誘って山に
登り、帽子を見つけました。し
かし、その帽子はとても不思議
な帽子だったのです。原作：
トーベ・ヤンソン

VG 610
楽しいムーミン一家
１話　ムーミン谷の春
【バリアフリー対応】

25 幼児・小学 アニメ

春が来て、ムーミン谷の住人が
冬の眠りから目覚めました。
ムーミンはみんなを誘って山に
登り、帽子を見つけました。し
かし、その帽子はとても不思議
な帽子だったのです。原作：
トーベ・ヤンソン

VG 611 じごくのそうべえ 16 幼児・小学 アニメ

原作田島征彦、語り桂文我。地
獄行きになってしまった軽業師
のそうべえと仲間たち。ちっと
もめげずに、あの手この手で大
暴れ。原作：田島征彦
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制作
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VG 612
生きてます、１５歳。
【DVD　DG367】

22
小学（高）
～一般

道徳、人
権

アニメ

井上美由紀さんは、未熟児網膜
症のために幼くして失明しまし
た。その美由紀さんがお母さん
との心の交流や自分自身の成長
を描いた著者をアニメーション
化。美由紀さん本人が声の出演
をしています。原作：井上美由
紀

VG 613
くまのおいしゃさん
すてきなコンサート

23
幼児・小学
（低）

アニメ

くまのお父さんはお医者さん。
歌手のエリザベッツさんが、お
医者さんをクリスマスコンサー
トに招待しました。開演のその
とき、急患が入り急いで診療に
向かうお医者さん。やさしさと
思いやりの心を育てる作品で
す。原作：金森三千雄

VG 614
くまのおいしゃさん
すてきなコンサート
【バリアフリー対応】

23
幼児・小学
（低）

アニメ

くまのお父さんはお医者さん。
歌手のエリザベッツさんが、お
医者さんをクリスマスコンサー
トに招待しました。開演のその
とき、急患が入り急いで診療に
向かうお医者さん。やさしさと
思いやりの心を育てる作品で
す。原作：金森三千雄

VG 615
かばのポトマス
（原作：米川　功真）
【DVD　DG125】

25 小学（低） アニメ

マキとトシはかばのポトマスが
話せることを、秘密にしていま
す。ある日、池に落ちた子ども
を助けたポトマスは、思わず人
間の言葉を話してしまいます。

VG 616 ひまわりのように 42
小学
（高）・中
学

人権 アニメ

リストラによる転職、慣れぬ仕
事の重圧から心の病にかかる
父。沙也香の家族は、多くの困
難を周りの人の助けも受けなが
ら乗り越えていきます。本当の
幸せとは何かを考えてみません
か。

VG 617 「少年Ｈ」が見た戦争 25 小学～一般 平和教育 アニメ

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、子どもの目線に
近いところから見た戦争体験を
アニメーションで伝えます。原
作：妹尾河童

VG 618
パパママバイバイ
【DVD　DG113】

70 小学～一般 平和教育
アニメ映
画

１９７７年に横浜市で起きた幼
い兄弟の命を奪った、米軍機墜
落事故を題材に、平和と命の大
切さを描いています。原作：早
乙女勝元

VG 619
楽しいムーミン一家
２話　魔法の帽子
【DVD　DG319】

25 幼児・小学 アニメ

中に何か入れると別の物に変え
てしまう不思議な帽子。誰かが
帽子に何かを入れたようです。
ムｰミンの家から植物が生えてき
て、このままでは家がつぶれて
しまいます！原作：トーベ・ヤ
ンソン

VG 620

楽しいムーミン一家
２話　魔法の帽子
【バリアフリー対応】
【DVD　DG320】

25 幼児・小学 アニメ

中に何か入れると別の物に変え
てしまう不思議な帽子。誰かが
帽子に何かを入れたようです。
ムｰミンの家から植物が生えてき
て、このままでは家がつぶれて
しまいます！原作：トーベ・ヤ
ンソン
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VG 621
オズの魔法使いの交通安
全の旅

12
幼児・小学
（低）

交通安全 アニメ

「オズの魔法使い」のキャラク
ターを使った楽しい交通安全教
材です。オズの魔法の世界で交
通ルールの基本を学んでいく物
語。

VG 622
消防署の働きと役割
２４時間休むことなく

17
小学（低・
中）

社会

様々な消防車両や特殊車両など
を紹介。また、消防署の役割、
訓練映像、火災現場、１１９番
通報時の心構えなど、小さな子
どもたちにもわかりやすく解説
します。

VG 623
火垂るの墓
【DVD　DG131】

88 小学～一般 平和教育
アニメ映
画

昭和２０年６月から約３カ月の
物語。戦争によって両親を失っ
た幼い兄妹がたどる過酷な運命
を描く。原作：野坂昭如

1998

VG 624
のっぺらぼう
【DVD　DG132】

15 幼児・小学 アニメ

昔々、大工の正八がお寺の修理
をしていました。ついつい仕事
に夢中になり、もう日も暮れて
空には赤い不気味な月が出てい
ます。なにかおこりそうな気
配・・・原作：小暮正夫・原ゆ
たか

VG 625
がんばれスイミー
【DVD　DG133】

26 幼児・小学 国語 アニメ

スピード競争をしていたスイ
ミーたちに、大きなマグロが
突っ込んできました。世界中の
子どもたちに愛されている作品
です。原作：レオ・レオニ

VG 626
喫煙・飲酒・薬物乱用防
止シリーズ
喫煙と健康

20 中学 保健体育

業界の自主規制で広告や自動販
売機は少なくなりましたが、逆
に人目に付かない自動販売機は
子供が買いやすくなっていま
す。喫煙のロールプレイは、保
健委員会の活動の一環で行いま
した。

VS 21 その日、晴れやかに 15
小学
（高）・中
学

保健体育

【学校教育DVD】初潮の迎え方
で、子供の生理に対する考え方
は違ってきます。子供が初潮の
日を晴れやかな気持ちで迎えら
れるよう、母親からの本当の意
味での初潮教育を受けます。

VS 22
ようこそ、小さなレディ
たち

15
小（高）・
中学

保健体育

【学校教育DVD】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
形式でわかりやすく描いてい
る。

VS 27
日本のエネルギー
２０世紀～２１世紀

26 中学 社会

【学校教育DVD】次代を背負う青
少年にエネルギーについての正
しい知識と情報を伝えることは
大事である。このような立場か
ら石油、石炭、ＬＮＧ、原子力
という現代の４つの主要なエネ
ルギー源を取りあげてわかり易
く解説したものです。

VS 28
エネルギーおもしろクイ
ズ

20 小学（高） 理科

【学校教育DVD】エネルギーの知
識をクイズ方式で理解してもら
おうというもの。くらしを支え
るエネルギー、電気の作り方、
石油に代わるエネルギー、原子
力発電について、新しいエネル
ギーの研究など。
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VS 29 マッハのエネルギーQ＆A 20 小学（高） 理科

【学校教育DVD】私たちの生活や
産業を支えているエネルギーに
ついて、正しい知識と正確な情
報を提供することを目的に制作
されている。エネルギーの歴
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。

VS 33 クルマのできるまで 16 小学（５） 社会

【学校教育DVD】総合産業である
自動車産業の裾野の広さや部品
メーカーとの協力関係、工場に
おける種々の生産の工夫、自動
化という観点から見た新旧の生
産ラインの比較を盛り込んでい
る。

VS 46

海運シリーズ１
日本とオーストラリアを
結ぶ海運
産業と貿易を通して

20 中学・高校 社会

【学校教育DVD】日本とオースト
ラリアを結ぶ海運の働きと役割
について、各地で活躍する日本
の船を取り上げながら、オース
トラリアの産業と両国の貿易を
通して描いている。

VS 50
カンちゃんの缶詰ものが
たり
缶みかん編

10 小学 社会

【学校教育DVD】缶詰の歴史を紹
介しその原理を説明する。その
製法を、みかんの缶詰工場の様
子で説明し、その栄養値を解説
する。

VS 58 千葉むかしばなし 32 幼児・小学 地域教材 アニメ

【学校教育DVD】千葉県各地に伝
わる昔話を、人形劇や紙芝居や
お話で映像化しました。「證証
寺のたぬきばやし」「八房と伏
姫」「風の運平」「三つざきに
された竜神さま」「乳イチョ
ウ」「市五郎ギツネ」

1988

VS 62 私の名はでんき 20
小学（中・
高）・中学

技術・産
業

【学校教育DVD】日常生活の何気
でなく使われている電気が、あ
るときには光に、また熱にと姿
かたちを変えながら生活に密着
している様子を描いた作品で
す。

VS 71
農業とバイオテクノロ
ジー

20 高校 理科

【学校教育DVD】植物のバイオテ
クノロジーを取り上げて組織培
養や細胞融合などの手法をわか
りやすく説明し、農業を学ぶ生
徒に学習への興味と関心を導
く。

VS 72
バイオテクノロジー
－農業のあすが変わる－

30 高校 理科

【学校教育DVD】植物のバイオテ
クノロジーを取り上げて組織培
養や細胞融合などの手法をわか
りやすく説明し、農業を学ぶ生
徒に学習への興味と関心を導
く。

VS 73
久留里中学校文化祭
昭和６３年度君津地方自
作視聴覚教材優秀作品

12 中学・一般
特別活
動、教委

【学校教育DVD】昭和６３年度君
津地方自作視聴覚教材優秀作
品。制作：君津市立久留里中学
校

VS 74

「いっしょにあそぼう」
今井幼稚園
昭和６３年度君津地方自
作視聴覚教材優秀作品

17 保育関係
教育研
修、教委

【学校教育DVD】昭和６３年度君
津地方自作視聴覚教材優秀作
品。制作：袖ヶ浦町立今井幼稚
園
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VS 77

ビニールハウスをたずね
て
平成元年度千葉県自作視
聴覚教材優秀作品

15 小学
社会、教
委

【学校教育DVD】平成元年度千葉
県自作視聴覚教材優秀作品。制
作：市川市立柏井小学校

VS 79

習志野市のうつりかわり
海岸付近－
平成元年度千葉県自作視
聴覚教材優秀作品

15 小学
社会、教
委

【学校教育DVD】平成元年度千葉
県自作視聴覚教材優秀作品。制
作：谷津小学校・向山小学校

VS 83 悟空の著作権入門 20
小学
（高）・中
学

特別活動

【学校教育DVD】悟空たちの冒険
を楽しみながら「著作権」につ
いての理解が深まるアニメー
ションビデオです。

VS 87 お金のできるまで 14 小学・中学 社会

【学校教育DVD】現在のお金は貨
幣と紙幣に分けられる。この現
在使用されているお金が誕生す
るまでの、歴史、製造過程等を
紹介する。小中学生に造幣局へ
の理解を深めるための紹介用ビ
デオです。

VS 104
がんを知ろう
中・高校・一般編

43
中学・高
校・一般

保健体
育、医
療・健康

【学校教育DVD】中学生の質問に
国立がんセンター院長が答えて
いく形で話が進んでいく。がん
に対する基本的な知識がわかり
やすくまとめられている。

VS 106
ウルトラマンのシュワッ
チ！宇宙探検

27
小学（中・
高）～一般

自然科学

【学校教育DVD】ウルトラマンが
宇宙探検の進行役をつとめ、生
活に役立つ様々な人工衛星と国
際協力による宇宙ステーション
計画を紹介します。

VS 107
ウルトラマンのＴＶゲー
ム大冒険

27
小学（高）
～一般

家庭（生
活）・市
民・社会
教育

【学校教育DVD】ＴＶゲームとは
何かについてウルトラマンと一
緒に考えることができる。ゲー
ム機の歴史や作り方、またソフ
トについても言及している。

VS 113
クイズ！ホントにホン
ト？税って何んだ

15 小学（高） 社会

【学校教育DVD】税金がどのよう
な仕組みによって成り立ち、ど
のようなところに使われている
か、そして、私たちの生活にど
う役立っているのかを分かりや
すく、クイズ形式で解説したも
のです。

VS 125
オモシロ教室　農業と地
球環境

15
小学（中・
高）

環境

【学校教育DVD】環境問題に焦点
をあて、農業が地球環境とどの
ように関わりあっているかを解
説しています。人形劇を取り入
れたわかりやすい作品となって
います。

VS 126
成分献血入門(アニメー
ション)
－これからの献血－

12 中学・高校
医療・健
康

【学校教育DVD】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
全編アニメーションでわかりや
すく紹介しています。

VS 127
なるほど血液ゼミナール
－血液のはたらき－

15 中学・高校
医療・健
康

【学校教育DVD】健康を維持する
ための血液の様々な働きと、と
くに輸血された血液がどのよう
に有効かつ効率的に活用されて
いるかを説明している。
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VS 130
ＡＩＤＳ　正しい理解と
行動

21 高校 保健体育

【学校教育DVD】「教育こそワク
チン」という言葉があるよう
に、エイズを予防しエイズに伴
う偏見や差別をなくすために
は、一人一人がエイズについて
の正しい知識を持つことが大切
である。

VS 139 ミチの雨傘 19
小学
（高）・中
学

社会

【学校教育DVD】偶然出会ったミ
チとヒロシ。街の昔と今とを調
べてわかったのは、私たちの暮
らしの身近なところで税金が役
だっていることだった。

VS 140
海運シリーズ４
日本とアジアを結ぶ海運
産業と貿易を通して

20 中学 社会

【学校教育DVD】日本とアジアを
結ぶ海運の様子とそのはたらき
や役割の重要性を、アジアの産
業と貿易を通して描いていま
す。

VS 155 今どき科学がおもしろい 29 小学～中学 理科

【学校教育DVD】「なぜ、人類は
宇宙にいくんだろう」、「科学
の光、レーザーって何だろう」
など５つの題材を実験を交え
て、わかり易く、楽しく解き明
かす。

VS 170
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－

20 中学（２） 社会

【学校教育DVD】日本と世界とを
結ぶ海運のはたらきと役割につ
いて、国際貿易と国際分業の関
係を通して描いています。

VS 178
身近な動植物
－干潟の生物－

24 中学（１） 地域教材

【学校教育DVD】木更津市小櫃川
河口や富津岬周辺は貴重な干潟
です。干がたに生きる同植物を
みていきましょう。

VS 200

アニメ文学館①
伊豆の踊子（原作：川端
康成）
野菊の墓（原作：伊藤
左千夫）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎伊豆の旅に出
た旧制高校生と、旅芸人一座の
踊子の間に芽生えた淡い恋物
語。　◎矢切りの渡しに近い田
園を舞台に、大人たちに仲を引
き裂かれた、いとこ同士の純愛
物語。

1996

VS 201
アニメ文学館②
高野聖（原作：泉鏡花）
怪談（原作：小泉八雲）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎高野の旅僧
が、淫らな心で近づく男を畜生
に変えてしまう妖艶な美女に出
会う。　◎琵琶の名手芳一は、
壇の浦で滅んだ平家一門の霊に
招かれ夜毎にその物語を弾き語
る。

1996

VS 202

アニメ文学館③
風立ちぬ（原作：堀辰
夫）
春琴抄（原作：谷崎潤一
郎）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎高原のサナト
リウムに病を癒す娘とその恋人
の心理を描きながら人間の生死
を見据える。　◎盲目の三味線
師春琴に仕える佐助は、同じ暗
闇の世界に入るため針で自ら両
目を突く。

1996

VS 203

アニメ文学館④
太陽の季節（原作：石原
慎太郎）
オリンポスの果実（原
作：田中英光）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎拳闘選手の津
川とブルジョア娘英子との恋愛
を描き、戦後世代の青春の孤独
を抉る。　◎オリンピックの
ボート選手として渡来する青春
の憧れや誇りを謳いだした青春
の書。

1996
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VS 204

アニメ文学館⑤
舞姫（原作：森鴎外）
たけくらべ（原作：樋口
一葉）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎ドイツ留学中
知り合ったエリスへと恋に落ち
る。そのために免職になってし
まう。　◎遊女を姉に持った美
登利と僧侶になる定めの信如。
思春期の淡い恋と人生への哀
歓。

1996

VS 205

アニメ文学館⑥
あすなろ物語（原作：井
上靖）
人生劇場（原作：尾崎士
郎）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎明日は檜にな
ろうと念願しながら永遠になれ
ない「あすなろ」の木に託した
青春の小説。　◎飄吉の若さ溢
れる多感な人生行路と青春の心
意気を多彩な人物群像の中に語
る痛快小説。

1996

VS 206

アニメ文学館⑦
放浪記（原作：林芙美
子）
奉教人の死（原作：芥川
龍之介）
高安犬物語（原作：戸川
幸夫）

75 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎フミ子は、飢
えと貧困にあえぎながらも、文
学を心の支えに向上心を失うこ
となく強く生きてゆく。◎鎌倉
時代の長崎。僧ろうれんぞは、
信者の娘いねの邪恋のために教
会を追われてしまう。◎シロは
猟犬・高安犬の純血種の最後の
一匹。そのシロが病気になって
しまう。

1996

VS 207

アニメ文学館⑧
潮騒
「前編・春のめざめ」
「後編・夏のあらし」
（原作：三島由紀夫）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】１８才の漁師新
治は島の青年会支部長の安御夫
の妨害にもかかわらず、島へ
戻ってきた初江と恋に落ちた。

1996

VS 208

アニメ文学館⑨
坊っちゃん
「前編・新任教師怒
る！」「後編・赤シャツ
退治！」
（原作：夏目漱石）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】四国の中学に数
学教師として赴任した直情改行
の青年「坊っちゃん」が巻き起
こす珍騒動。ユーモアと人情の
機微にあふれた傑作。

1996

VS 209

アニメ文学館⑩
路傍の石
「前編・中学志望」「後
編・つらい日々」
（原作：山本有三）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】貧しいゆえに幼
くして奉公に出された愛川吾一
は、厳しい境遇におかれながら
も、純真な心を失うことなく、
自らの運命を切りひらいてゆく
ひたむきな姿を描く。

1996

VS 210

アニメ文学館⑪
ビルマの竪琴
「前編・埴生の宿」「後
編・別れのうた」（原
作：竹山道雄）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】ビルマ先戦線で
捕虜になった日本兵達にも帰国
の日が来た。が、一人帰らぬ兵
士がいた。

1996

VS 211

アニメ文学館⑫
姿三四郎
「第一部・絋道館の風雲
児」「第二部・必殺の山
嵐」「第三部・右京ヶ原
の対決」（原作：富田常
雄）

75 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】絋道館道場に入
門した姿三四郎は、やがて、四
天王の一人として壮絶な「山
嵐」で柔術諸流の挑戦を退け
る。

1996

VS 212

アニメ文学館⑬
明智小五郎シリーズ
屋根裏の散歩者・心理試
験・赤い部屋
（原作：江戸川乱歩）

75 中学～一般 道徳 アニメ
【学校教育DVD】原作　江戸川乱
歩の明智小五郎シリーズ３話

1996

VS 213

アニメ文学館⑭
ホームタウンの事件簿
天からの声
（原作：赤川二郎）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎団地を駆けめ
ぐった「噂」女たちのおしゃべ
りから幕開く恐怖のホームドラ
マ。　◎住人の決まらない部屋
から夜中に響く謎の低い
声・・・この団地には何かがあ
る。

1996
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VS 214

アニメ文学館⑮
友情（原作：武者小路実
篤）
学生時代（原作：久米正
雄）

50 中学～一般 道徳 アニメ

【学校教育DVD】◎野島と親友の
大宮は、同時に一人の女性を愛
してしまう。友情と恋愛の相
剋。　◎入試も恋も弟に先を越
され絶望の果てに自殺する青
年。受験期の心理と生活を描
く。

1996

VS 225
石油ワンダーツアー
－クイズで知る石油と備
蓄－

16 小学（５） 社会

【学校教育DVD】私たちの日常生
活に不可欠な「石油と備蓄」に
ついて、三人のキャラクターが
クイズに答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
していく。

VS 226 危険な未成年の飲酒 25 中学～一般 保健体育

【学校教育DVD】イッキ飲み、急
性アルコル中毒死等、未成年者
の飲酒がいかに心身をむしばん
でいくかを、証言やインタ
ビューを交えながら、様々な
データーを駆使して、少年達へ
大いなる警鐘を打ち鳴らす。

VS
VS

270
372

タバコの害
青少年の喫煙

22 中学・高校 保健体育

【学校教育DVD】タバコの害の実
験とデーターによって解説し、
喫煙が将来の自分の健康にいか
に悪影響を及ぼすかを訴えま
す。

VS 291
蒼い記憶
満蒙開拓と少年たち

90 中学・高校 平和教育
アニメ映
画

【学校教育DVD】敗戦による混乱
で数々の悲劇を生んだ満蒙開拓
青少年義勇軍を描く初めての映
画です。映画は、遠く離れて交
流する二人の少年の目を通して
「真実」を暴きます。

VS 341
私たちの水　第１巻
「水源の森を守れ」

30
小学（中・
高）

総合

【学校教育DVD】「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。や
がて、子どもたちは上流と下流
との新たな共存の道を探りはじ
める。

VS 342
私たちの水　第２巻
「水の神さまを探せ」

30
小学（中・
高）

総合

【学校教育DVD】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。
やがて、子どもたちは流域全体
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
との意味を学ぶ。

VS 343
私たちの水　第３巻
「生き物のつながりの中
に入ろう」

30
小学（中・
高）

総合

【学校教育DVD】「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。子どもたち
は生態系についても考え、ま
た、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
なる。

VS 344

冬休みだ。全員集合！
冬の行事や習慣、なるほ
ど講座！
【DVD　DG 369】

18 小学
生活科・
総合

アニメ

【学校教育DVD】冬野家の家族会
議、今年のテーマは「冬の行
事」家族みんなで、この行事や
習慣についてワイワイガヤガヤ
話し合いながら、親から子へ、
お祖父ちゃん、お祖母ちゃんか
ら孫へと、文化の伝承が行われ
ていく。
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VS 346 バースディレストラン 30 中学～一般
人権、同
和教育

ドラマ

【学校教育DVD】泉（中３）は、
父の死によって初めて自分の両
親の離婚原因が部落差別にあっ
たと知る。自分も部落差別に正
面から向き合い、決心するまで
を描いている。

2000

VS 405
考えよう　命の大切さ
－少年法が改正されたの
はなぜ？－

15 中学・高校 特別活動

【学校教育DVD】少年事件の流れ
や改正少年法のポイント、さら
に少年犯罪被害者の声などを紹
介することを通して、「人を傷
つけることは、絶対に許される
ことではない」という命の大切
さを訴えます。

VS 414
ある日突然に…
君に「いじめ」は似合わ
ない

78 中学～一般 人権 映画

【学校教育DVD】いじめの現場を
偶然見たことから、ある日突然
にいわれなきいじめを受け始め
る。誰にも言えない卓也（中
１）の心は閉ざされていく。親
と子の絆を通して社会問題のい
じめを正面から考える。

VS 466 仕事　君はどう思う？ 27 中学 進路指導

【学校教育DVD】仕事について考
え、働く人々の実像に触れ、ま
た、職場体験をし、働くことの
目的や意義、価値について気づ
かせることをねらいとして制作
しました。

VS 468

「大切にしよう！心とか
らだ」シリーズ
シンナー・覚せい剤・ド
ラッグ

20 中学・高校
薬物乱用
防止

【学校教育DVD】有機溶剤や覚せ
い剤の動物実験を通して、その
有害性にせまり、脳萎縮やフ
ラッシュバックが起こることを
解説する。また、元薬物依存症
者へのインタビューを交えて、
薬物の恐ろしさを訴える。

VS 469
ノーモア　タバコ　（新
版）

18
小学（高）
～一般

保健体育

【学校教育DVD】科学的で正確な
知識・最新情報やデータで明確
に示すとともに、人形劇、ロー
ルプレイなど多彩な表現方法で
心理面に鋭く迫る。

VS 474
チョッちゃん物語
（原作：黒柳　朝）
【DVD　DG344】

80 小学～一般 平和教育
アニメ映
画

【学校教育DVD】黒柳徹子さんの
母、朝さんの自叙伝「チョッ
ちゃん物語」をもとにアニメー
ション映画化されたものです。
激動の時代をたくましく生きぬ
いてきた、朝さんの生き方をモ
チーフに「平和の大切さ」「生
命の尊さ」をえがいています。

VS 475

チョッちゃん物語
（原作：黒柳　朝）
【バリアフリー対応】
【DVD　DG345】

80 小学～一般 平和教育
アニメ映
画

【学校教育DVD】黒柳徹子さんの
母、朝さんの自叙伝「チョッ
ちゃん物語」をもとにアニメー
ション映画化されたものです。
激動の時代をたくましく生きぬ
いてきた、朝さんの生き方をモ
チーフに「平和の大切さ」「生
命の尊さ」をえがいています。

VS 520
森林生態系の保全
－緑の回廊の試み－

23 中学～一般 理科

【学校教育DVD】このビデオは、
ツキノワグマを通して食物連鎖
のしくみや支えあうことで成り
立っている森林生態系の大切さ
を紹介し、現在進められている
保護林どうしを守でつなぐ「緑
の回廊」の試みの意義を訴えか
けます。
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