教材コード

D07015

分類

タイトル

保健衛生・性教
育・運動
ＳＥＸってなに？

時間

内容
現場の教師や保健師，医師，有識者からの指
導・監修を受け制作された性教育用ＤＶＤビデ
オです。各種教育の現場，教育活動，グループ
などでの学習・啓発に活用できることはもちろ
んのこと，ご家庭で父母や対象となる中高校生
2時間30分 が自ら学ぶことができます。
最近，海外では東南アジアを中心に，Ｈ５Ｎ
１型インフルエンザウイルスの変異による新型
インフルエンザの世界的な流行（パンデミッ
ク）の発生が危惧されています。
我が国では，厚生労働省が中心となり，その対
応策を構築しているところですが，有効ワクチ
ンが開発されておらず，十分な予防策ができて
ないのが現状です。
もしも，国内で新型インフルエンザが発生した
場合には，患者の増加はもとより，様々な社会
的な影響が発生すると予想され，少しでも，そ
の影響を最小限とするためには，市民への予防
対策が重要です。
そこで，仙台市では，広く市民に周知し啓発す
るために，予防対策やパンデミック時の対応に
重点をおいた本教材を制作しました。

D08023

D09001

D09002

本ＤＶＤビデオは，「一般用」，「小学校高学
年用」，「小学校低学年用」の三部に編集され
ていますので，ご覧になりたい部を選択して，
保健衛生・性教 新型インフルエンザ
育・運動
の予防対策
0時間15分 視聴してください。
本教材は，子供たちが実際に体を動かし汗を
かき，楽しくコミュニケーションをとりなが
ら，体力の向上「トレーニング」と反射神経を
鍛える「リズム」，あるいは，協調性を育む
保健衛生・性教 元気に遊ぼう！ リ
「ゲーム」などの要素を組み合わせたアスレ
育・運動
ズムでゲーム
0時間53分 チックゲームを分かりやすく紹介しています。
これからの未来を担う子供たちに健康づくり
の基本となる正しい手洗い習慣を身につけさ
せ，また，新型インフルエンザ対策や食中毒対
策のためにも，有効な教材です。生活の中での
手洗いの必要性や大切さ，正しい手洗いの方法
などについて，子供たちが楽しく学べるよう，
アニメーションやクイズ，手洗い歌などによ
保健衛生・性教 モーくんとアワちゃ
り，親しみやすく分かりやすいようにまとめて
育・運動
ん手あらい教室
0時間20分 います。
「かぜ」「インフルエンザ」予防の指導をめ
ぐっては，子供たちから「本質的な問い」が投
げかけられることがよくあります。例えば，
☆「どうして手洗いが大切なの？」
☆「かぜウイルスは電子顕微鏡でしか見えない
ほど小さいのに，マスクの効果はあるの？

D09019

D09029

指導効果を上げるには，子供たちの＜目線＞に
立った「ぎもん・しつもん！」の解消が不可欠
です。本教材は，こうした子供たちの＜目線＞
に興味深く答える観点で，夏かぜから新型イン
保健衛生・性教 新かぜ・インフルエ
フルエンザまで，幅広い内容を網羅していま
育・運動
ンザの予防
0時間37分 す。
年々，子どもたちの体力が低下していると
言われています。その原因として，テレビや
ゲームなど屋内の遊びが多く，体力をつける環
境や機会が減少していることなどが考えられま
す。
そこで，子どもたちの運動能力を高めるた
めに，子どもたちに人気の「忍者」に着目し，
忍者になって ホッ
「忍者の動き」を参考にし，楽しみながら体力
保健衛生・性教 プ！ステップ！ジャ
づくりができるように，開発・創作したのが本
育・運動
ンプ！
0時間37分 教材です。

教材コード

D12038

分類

タイトル

時間

内容
楽しい音楽に合わせて旗を振ったりダンスを
したりしながら元気に行進。基本の運動から応
用編まで，チームワークを育てる運動にもなっ
ている。＜(財)日本視聴覚教育協会より寄贈＞

保健衛生・性教 元気に行進！レッツ
育・運動
ゴーパレード
0時間45分
仙台市内で行われている市民によるスポーツ
活動の紹介と，振興のための努力と工夫を知ら
せる。「地域スポーツ｣，｢高齢者スポーツ｣，｢
子ども向けスポーツ｣，｢障害者スポーツ｣，｢市
民参加スポーツイベント｣の５編を収録。

D13025

保健衛生・性教 仙台市におけるス
育・運動
ポーツ振興

0時間20分
自分の体を叩いた音や足踏みの音でリズムを
つくり，そのリズムを使って様々な身体表現を
行うパフォーマンスがボディスラップ。＜全国
視聴覚教育連盟より寄贈＞

D14006

D15037

D16007

ボディスラップ～お
保健衛生・性教 もしろリズムをつく
育・運動
ろう！
0時間40分
保健衛生・性教 東日本大震災と体育
２０分
東日本大震災において、体育という分野は、
育・運動
どういう役目を果たしたのか。被災校の関係者
に直接インタビューをして、体を動かすことの
重要性を解き明かしていく。
今年も熱中症の脅威が全国を襲っています。そ
命を奪う熱中症
の中でも多くの高齢者がかかる割合が増大して
保健衛生・性教
～熱中症予防を検証
17分
います。専門の医師が「からだ」「すまい」
育・運動
する～
「水分補給」の観点から解説し予防を紹介して
います。

げきたい！インフル
保健衛生・性教
エンザ
育・運動
かからないために、
うつさないために

17分

実写とCGキャラクターでインフルエンザについ
て学んでいきます。インフルエンザの基礎知
識、感染経路、普段からの対策、咳エチケット
など、感染の多い季節に必要な知識を楽しく学
べます。
（小学生対象）

D18020

子どもでもできる応
第１巻：応急手当編（17分）
保健衛生・性教
急手当
17分／23分
育・運動
～災害・事故・急病
第２巻：AEDと心肺蘇生法編（23分）
から命を救う～
D19007

教材コード

分類

タイトル

時間

内容

知ってよかった応急
第1巻：応急手当編（20分）
手当
保健衛生・性教
20分／23分
～災害・事故・急病
育・運動
第2巻：AEDと心肺蘇生法（23分）
から命を救う～
D19008

熱中症から子どもを
守れ！
保健衛生・性教
救急救命センターか
育・運動
らの警告

20分

児童を管理する立場の教師・保護者に対して、
熱中症の特徴的な症状、熱中症が起こる要因や
仕組み、環境条件に応じた熱中症の事例、応急
処置や救助の求め方など、熱中症の予防と対策
を分かりやすく紹介・解説していきます。（子
どもたちとも一緒にご覧いただける内容で
す。）

１８分

学校は感染症が一気に拡大する恐れがあり、子
どもたち自身が感染症を正しく理解し予防する
必要があります。様々な感染症の症状や予防策
を、小学生向けにわかりやすく示します。

２５分

「インフルエンザ。ノロウィルス胃腸炎」「麻
しん（はしか）・風しん」「テング熱」「日本
脳炎」を取り上げます。感染症についての基本
的な知識とその予防方法を身に付け、自分自身
と家族、周りの人々を感染症から守るために正
しく実践していくことの大切さを訴えます。

D19009
感せんしょうが流行
るのはなぜ？
保健衛生・性教
ウィルスの感せんを
育・運動
予防する方法
D20009

突然、高熱
保健衛生・性教
が・・・・感染拡大
育・運動
その症状と予防策

D20010
最近，梅毒患者が急速に増加し，社会問題と
なっています。その原因にふれながら性病，特
に梅毒の恐ろしさを啓蒙しようとしたもので
す。
現代生活においては体力を使うことがすくな
くなってきており，その結果，体力は衰える傾
向にあります。この傾向をふせぐには，日常生
活の中でどのようにしたらよいかを，例をあげ
て解説しています。
現代社会は心のひずみを増大させる刺激に満
ちています。現代人は，このことを心にとめ，
積極的に心の健康対策に取り組むことが大切で
あるということを，具体例をあげてえがいてい
ます。
男は４２才，女は３９才を境にして，急激に
体力が落ちるといわれています。中年からの体
力づくりと運動について，どうすればよいか
を，運動の方法と運動の量などについて示して
います。
計画と準備，トレ－ニング，パ－ティの組み
方など，初心者からベテランまで，山に登るた
めに必ず身につけなければならない基本的な技
術について解説しています。
人間形成にとって最も大切な青年期の男女交
際について，２０歳の勤労青年男女を例に，青
春期における性のモラルに対する正しいあり方
を考えさせようとした教材です。
ガン検診車の活躍を紹介しながら，ガンの早
期発見と，早期治療の大切なことを周知させよ
うとする作品です。
誰もが手軽にできる運動である「歩行」につ
いて，生理的な立場から実験を通して解説して
います。

F69014

保健衛生・性教
育・運動
黒い血

F69019

保健衛生・性教 生活の中の体力づく
育・運動
り
0時間30分

F69020

保健衛生・性教
育・運動
現代生活と精神衛生 0時間30分

F69021

保健衛生・性教 中年からの運動と体
育・運動
力づくり
0時間28分

F70003

保健衛生・性教
育・運動
登山の第一歩

0時間20分

F70013

保健衛生・性教
育・運動
性と青春

0時間33分

F70018

保健衛生・性教
育・運動
ガンとの戦い

0時間15分

F71002

保健衛生・性教
育・運動
歩行の科学

運動不足や老化を防ぐために有効な歩行のあり
0時間25分 方を具体的にえがいています。

0時間20分

教材コード
F72020

分類
タイトル
保健衛生・性教
育・運動
スキー

時間
0時間14分

F72024

保健衛生・性教
育・運動
初潮にそなえて

0時間15分

F72026

保健衛生・性教
育・運動
もぐもぐラッパ

0時間20分

F72046

保健衛生・性教
育・運動
キャンプの基礎技術 0時間20分

F72047

保健衛生・性教
育・運動
登山の第一歩

F72061

保健衛生・性教
育・運動
オリエンテ－リング 0時間22分

F73033

保健衛生・性教
育・運動
救急処置

0時間20分

0時間20分

F73056

保健衛生・性教
育・運動
剣道の基本
0時間20分
保健衛生・性教 思春期における男の
育・運動
子の生理
0時間20分

F73057

保健衛生・性教 思春期における女の
育・運動
子の生理
0時間20分

F73061

保健衛生・性教
育・運動
オリエンテ－リング 0時間22分

F73064

保健衛生・性教
育・運動
キャンプの基礎技術 0時間20分

F73065

保健衛生・性教 ファミリｰスポーツの
育・運動
すすめ
0時間30分

F73066

保健衛生・性教
育・運動
新しい基礎スキー

0時間23分

F75027

保健衛生・性教
育・運動
さようなら虫歯

0時間20分

F76021

保健衛生・性教 スキ－の基本技術－
育・運動
新しい開脚練習法－ 0時間17分

F76022

保健衛生・性教
育・運動
性と健康

0時間21分

F76023

保健衛生・性教
育・運動
正しい止血法

0時間15分

F73046

内容
スキ－のすべる原理を，摩擦の原理から説明
し，スキ－を力学的に解明しています。
小学校中・高学年の女子に，ごく自然に初潮
のもつ意味やそれに対する心構え，正しい手当
てなどについて理解させようとするものです。
ラッパのすきなもん太は，むし歯のため，う
まく吹けなくなります。しかし，むし歯をなお
したもん太はラッパを上手に吹けるようになり
ます。健康な歯をそだてるために意図された人
形劇映画です。
設営の技術，調理の心得，自然に接する態度
など，山で生活するものが，必ず身につけてい
なければならないキャンプの基礎技術を実地に
解説したものです。
計画と準備，トレ－ニング，パ－ティの組み
方など，初心者からベテランまで，山に登るた
めに必ず身につけなければならない基本的な技
術について解説しています。
地図と磁石を使って，山野をかけめぐる新し
いスポ－ツです。初心者を対象に，オリエンテ
－リングの基礎知識と実例を楽しく描きなが
ら，スポ－ツとしての有効性を解説していま
す。
日常おこりやすい事故や傷害の救急処置につ
いて，止血法，運搬法，人工呼吸法などの方法
や心構えを，事故の具体的事例で説明し，救急
処置のあり方について理解させる教材です。
剣道の基本を，生徒の発達段階にしたがっ
て，無理なく学習できるように展開し，技術指
導の要点，分かりやすく解説しています。
思春期における心やからだの特徴と，思春期
の有意義な過ごし方について説明しています。
思春期における女子の心身の特徴を中心に，
性の意義・役割を正しく認識させようとしたも
のです。身体の特徴，月経の意義と役割，妊娠
と出産，育児の意義など四つのテ－マでまとめ
られています。
地図と磁石を使って，山野をかけめぐる新し
いスポ－ツ。初心者を対象に，オリエンテ－リ
ングの基礎知識と実例を楽しく描きながら，ス
ポ－ツとしての有効性を解説しています。
設営の技術，調理の心得，自然に接する態度
など，山で生活するものが，必ず身につけてい
なければならないキャンプの基礎技術を実地に
解説しています。
家の中や身近な環境の中で，誰もができる身
体活動，それがファミリ－スポ－ツです。そう
した日常生活において，家族がいっしょにでき
るアイデアを紹介しています。
どんなにスキー技術が変化しても，スキーの
基本が変わることはありません。スキ－の基本
は，タ－ンするための最も大切なスキー操作で
ある「回転技術」であることを教えています。
新入学・新学期の歯の検査風景，動物の餌の
たべ方，草食動物のちがいのほか，虫歯の原因
について描き，歯ブラシの使い方について解説
しています。
スキーの基本技術である歩行，直滑降，斜滑
降，横すべり，プルークヴォーゲン等について
の正しい姿勢や方法について紹介しています。
思春期における「性と健康」について正しい
認識を深め，この時期の欲求や行動の特性，病
気とその予防，健康な生活と心身の関連などに
ついて，生徒のなやみや不安の解消をはかるこ
とをねらいとしています。
1.出血のおそろしさ2.小出血の止血法3.鼻血
の止血法4.大出血の直接圧血法5.間接圧血法6.
直接間接圧血併用法7.止血帯法について描き，
応急処置について理解を高めます。

教材コード

分類

タイトル

時間

F76025

保健衛生・性教
育・運動
やさしい人工呼吸法 0時間10分

F77012

保健衛生・性教 楽しいキャンプのた
育・運動
めに
0時間30分

F77014

保健衛生・性教
育・運動
老人と交通事故

F77027

保健衛生・性教 オリエンテ－リング
育・運動
の基礎技術
0時間21分

F77028

保健衛生・性教
育・運動
合成洗剤は安全か

F77036

保健衛生・性教
育・運動
生活の中のスポ－ツ 0時間28分

F77038

保健衛生・性教 スキ－の基礎－回転
育・運動
技術編－
0時間18分

F78017

保健衛生・性教 スキ－上達の新しい
育・運動
練習法
0時間17分

F78018

保健衛生・性教
育・運動
生命創造

F78022

保健衛生・性教 タバコ－健康への影
育・運動
響－
0時間26分

F78045

保健衛生・性教
育・運動
保健衛生・性教
育・運動

F79015

保健衛生・性教
育・運動

F80003

保健衛生・性教
育・運動

F80009

保健衛生・性教
育・運動

F78031

F80010
F80031

保健衛生・性教
育・運動
保健衛生・性教
育・運動

0時間23分

0時間20分

0時間18分

内容
人工呼吸を必要とする機会は，我々の生活に
は数多くあります。最も簡易で確実な人工呼吸
法である「呼吸蘇生法」の原理方法を描き，技
法の習熟に役立てようとするものです。
青少年を対象に，楽しいキャンプ生活を営む
ために，テント張りや撤収，ハンゴウ炊飯など
必要な知識や技術を実践的に解説しています。
全歩行者事故死の３６％を占める老人。老人
特有の事故原因を解明しながら，老人自身を守
る方法，及び老人をもつ家族の注意を喚起して
います。
より楽しいものにするために，パ－マネント
コ－スをまわりながら，地図の読み方，コンパ
スの読み方等，基礎知識や基礎技術，上達のコ
ツを分かりやすく描いています。
毎日使っている合成洗剤が安全かどうか。そ
の疑問を中心に，石鹸と合成洗剤の違いなど基
礎的な理解から，合成洗剤のもついろいろな問
題点を，実証的にわかりやすく解明していま
す。
現代生活におけるスポ－ツの必要性とともに
スポ－ツが現代社会のコミュニティ－の形成に
好ましい重要な役割をすることを，豊富な実例
で明かにしています。
ウェデルンはもっとも重要性にとみ，広い応
用性をもった回転技術です。誰でもおぼえられ
て，はじめてスキ－をはいた人でも約１０日で
ウェデルンができるようになります。
スキ－上達を目標に，理解しやすい方法で教
えています。基礎技術的な面はさらっとながし
て，回転技術への近道を説明しています。
１９６９年，モナコのグレ－ス王妃は受胎と
胎児の成長に関する国際会議を開きました。こ
の作品は，人類史上初めて胎児の成長の過程を
克明に撮影した記録映画です。
最近の研究では一酸化炭素やニコチンの影
響，特に虚血性心疾患や妊婦の胎児への影響が
問題にされています。タバコが人間の健康に与
える恐るべき影響を視覚的に明かにしている教
材です。
小さな子供たちは思いがけない事故にあうも
のです。とっさの場合，尊い一命を救うため
に，日ごろから正しく役に立つ応急処置のしか
たを身につけておくことの大切さを紹介してい
ます。

ママの応急処置－救
急車がくるまでに－ 0時間25分
恐るべきシンナー遊
び
0時間25分 プレスなし
中学校性教育の目標である，性の科学的知識
を与え，健全な社会生活を営む能力を育成する
第二次性徴
0時間23分 教育の材料として役立てようとするものです。
特に中年以降の運動不足は肥満につながり，
種々の成人病に発展しやすく，体力低下に伴
なって起こる腰痛・肩こり等健康障害の原因に
運動不足と成人病－
もなっています。その問題点を科学的に究明
中年からの健康管理
し，日常生活の中でどう対処すべきかを考える
－
0時間28分 作品です。
第二次性徴について分かりやすく解説しなが
ら，精通はそれに伴なって誰もが経験する現象
で，大人への第一歩を踏み出したあかしなのだ
からだの発育と男の
ということを科学的・情緒的に理解させる教材
子の生理
0時間14分 です。
第二次性徴について分かりやすく解説しなが
ら，初潮はそれに伴なって誰もが経験する現象
で，大人への第一歩を踏み出したあかしなのだ
からだの発育と女の
ということを科学的・情緒的に理解させる教材
子の生理
0時間14分 です。
みんなのための人工
「口うつし人工呼吸法」の技術習得のための
呼吸
0時間15分 科学的教材映画です。

教材コード

分類

タイトル

時間

F80038

保健衛生・性教
育・運動
日本スキ－教程

F81022

保健衛生・性教
育・運動
タバコの害を考える 0時間25分

F82008

保健衛生・性教
育・運動
食生活と成人病

F82010

保健衛生・性教 スポ－ツ外傷の症状
育・運動
と救急法
0時間10分

F82014

保健衛生・性教
育・運動
たべものを考える

F83012

保健衛生・性教
育・運動
ジョギングのすすめ 0時間26分

F83028

保健衛生・性教
育・運動
目をたいせつに

0時間19分

F85006

保健衛生・性教
育・運動
むし歯の予防

0時間21分

F85011

保健衛生・性教 見つめてますか－か
育・運動
らだ－
0時間30分

F85012

保健衛生・性教
育・運動
赤ちゃん誕生

0時間20分

F86005

保健衛生・性教
育・運動
キャンプ

0時間31分

F86007

保健衛生・性教
育・運動
運動不足と成人病

0時間28分

F86008

家庭の応急手当－い
保健衛生・性教 ざというときのため
育・運動
に－
0時間27分

F86009

保健衛生・性教
育・運動
食生活と成人病

0時間30分

0時間25分

0時間25分

0時間25分

内容
スキ－指導体系を網羅して唯一の指導書で
す。スキ－の練習に最も大切な運動要素（身体
の使い方），スキ－の操作を日本のトップスキ
－ヤ－の滑りで紹介しています。
青少年に対して，タバコの害についての最新
の知識を与え，習慣性喫煙，ひいては“タバコ
病”の予病に役立つ教材です。
成人病はいずれも食生活と深いつながりがあ
ります。成人病を予防し，家族の健康を維持す
るために，主婦はどうしたらよいか。いろいろ
な成人病と食生活の関係を，あらゆる角度から
科学的に追求しています。
スポ－ツ外傷のうち，比較的起こりがちな，
創傷・筋肉けいれん・打撲・捻挫・突き指・骨
折のそれぞれの症状と救急法のポイントを説明
しています。
近来の食品添加物の開発はめざましいです。
原材料をフルに活用することで，安価な食品を
提供するけれども，安全性と栄養面でかなりの
問題があります。さまざまな実験をとおして，
食品添加物が毎日の生活の中で役立てることを
願って制作されました。
ジョギングとは，前身の力をぬいて，ゆっく
り走ることを意味します。ジョギングをはじめ
る人のために，分かりやすく映像化していま
す。
目の正しい使い方，正しい知識，病気の予防
などについてわかりやすく，また興味深く描
き，児童の興味・関心を高めようとしている教
材です。
むし歯の原因は，いろいろな要因がかかわっ
て起こるが，特に歯のみがき方や甘味食品の取
りすぎなど日常生活に深く関係しています。こ
の映画は，なぜむし歯ができるのか，おやつの
取り方，歯の正しいみがき方などわかりやすく
解説しています。
この映画は，女子中・高校生を対象に，「月
経」を中心として「性器の構造とその働き」
「受精，妊娠のしくみ」など女性のからだと性
に関する事柄を科学的事実のもとに描いていま
す。
人間はどのようにして生まれるのか，この映
画は，中学生を主対象に，受精のしくみ，男女
の性の決まり方，母体の中で成長する胎児，出
産等について解説しています。そして，男子と
女子とでは体に違いはあるが，生命の尊さは同
じであることを訴えています。
キャンプを実施する場合，事前の周到な計
画，指導者の安全への対策など実施上の問題点
などを提起し，子供同士の人間関係のぶつかり
合いの中から，人間性や社会性を培っていくこ
とが子供会の大きな役割であることを訴えてい
ます。
特に中年以降の運動不足は肥満につながり，
種々の成人病に発展しやすく，体力低下に伴
なって起こる腰痛・肩こり等健康障害の原因に
もなっています。その問題点を科学的に究明
し，日常生活の中でどう対処すべきかを考える
教材です。
家庭内で起きやすい，やけど，出血，骨折，
捻挫，発熱等の各症状と毒物・異物を飲んだと
き，つかえたときの応急処置法，人工呼吸，心
臓マッサ－ジなど分かりやすく説明していま
す。
成人病はいずれも食生活と深いつながりがあ
ります。成人病を予防し，家族の健康を維持す
るために，主婦はどうしたらよいか。いろいろ
な成人病と食生活の関係を，あらゆる角度から
科学的に追求しています。

教材コード

分類

タイトル

時間

F86010

保健衛生・性教
育・運動
タバコの害を考える 0時間25分

F86011

保健衛生・性教 からだの発育と女の
育・運動
子の生理
0時間14分

F86013

保健衛生・性教 シンナー－心と体を
育・運動
むしばむもの－
0時間23分
おとなへダッシュ－
保健衛生・性教 わたしたちの第二次
性徴期－
0時間15分
育・運動

F86014

保健衛生・性教
育・運動
たべものと健康

0時間29分

F86020

保健衛生・性教
育・運動
よろこびの歌声

0時間29分

F86063

保健衛生・性教 スキーの基礎－回転
育・運動
技術編－
0時間18分

F86064

保健衛生・性教 スキーの基礎－基礎
育・運動
技術編－
0時間18分

F86065

保健衛生・性教
育・運動
日本スキー教程

F86608

保健衛生・性教 たのしい林間・臨海
育・運動
学校
0時間20分

F86614

保健衛生・性教
育・運動
十代と妊娠

F86624

保健衛生・性教 たばこ－その恐ろし
育・運動
い害－
0時間28分

F87005

保健衛生・性教
育・運動
あそびたいな

0時間18分

F87032

保健衛生・性教
育・運動
中学生の柔道

0時間20分

F87033

保健衛生・性教 中学生の剣道－基本
育・運動
動作編－
0時間15分

F86012

0時間30分

0時間20分

内容
青少年に対して，タバコの害についての最新
の知識を与え，習慣性喫煙，ひいては“タバコ
病”の予病に役立つ教材です。
第二次性徴について分かりやすく解説しなが
ら，初潮はそれに伴なって誰もが経験する現象
で，大人への第一歩を踏み出したあかしなのだ
ということを科学的・情緒的に理解させる教材
です。
シンナ－吸引による脳への影響，運動機能障
害，中毒死など人体に与える危険性について，
動物実験や事例をもとに説明しています。
男女の性差，体の内部の変化，成長の個人差
など二次性徴における心身の変化と，それに対
する心構えについてとらえています。
食生活の変化にともない，育ちざかりの中学
生に，貧血，骨折，また，肥満児などが多く
なってきています。この映画は，栄養素の複雑
な世界を，効果的な映像で追求し，やさしく解
明しています。
１９７９年１月山形蔵王で開かれた第１１回
インタースキー日本大会で，初めての試みとし
て取り入れた身体障害者によるスキーデモンス
トレーションのようすをとらえています。
ウェーデルンはもっとも重要性にとみ，広い
応用性をもった回転技術です。誰でもおぼえら
れて，はじめてスキ－をはいた人でも約１０日
でウェーデルンができるようになります。
長いスキーを足につけて，どのようにしたら
ターンができるのか，そして一つ一つの練習が
どのように上級技術に結びついていくのか，ス
キーの基礎的な滑り方といわれるプルークボー
ゲンの練習法をを分かりやすく解説していま
す。
スキー指導体系を網羅した唯一の指導書で
す。スキーの練習に最も大切な運動要素（身体
の使い方），スキ－の操作を，日本のトップス
キーヤーの滑りで紹介しています。
小学校高学年になると経験する林間や臨海な
どの校外生活。こうした生活に必要な，「出発
前の準備」「乗り物や宿舎での心得」等につい
てやさしく語りかけ，集団生活ではきまりを守
ることが，事故を防ぎ楽しい想い出につながる
ことを訴えています。
１０代の妊娠は，精神的にも経済的にも，社
会的にも問題があり，望まれない妊娠をしない
ために，また，安易な性行為のツケが人工妊娠
中絶という結末にならないために，今何が大切
なのかを中・高校生に問いかけています。
職場で，家庭で，公共の場で，たばこの煙害
の問題が深刻になりつつあります。たばこを吸
うことが自分の体にとって，また，たばこの煙
を吐き出すことが周囲の人々に対して，どれほ
ど悪い影響を与えるかを，実験などにより科学
的に描いています。
けがをしたり，病気になった時の苦しさを想
起させるとともに，障害を持っている人々を理
解し，助けあっていこうとする気持を育てるの
に最適な教材です。
柔道の基本動作を正しく身につけ，初歩の段
階で教えられる技を覚え，更に基本的な練習法
を知るために，初心者への指導体系にもとづい
て分かりやすくまとめています。
初心者にも経験者にも，また，指導者にとっ
ても大切な基本の習得について重点的に取り上
げ，生涯を通して剣道に親しむ基礎を築かせる
ことをねらいとしています。「基本動作編」
は，剣道の礼法と基本動作についてまとめてい
ます。

教材コード

分類

タイトル

時間

F87034

保健衛生・性教 中学生の剣道－対人
育・運動
技能編－
0時間15分

F87075

保健衛生・性教
育・運動
高齢者の体力つくり 0時間30分

F88017

保健衛生・性教
育・運動
性の知識

0時間30分

F88028

保健衛生・性教
育・運動
エイズってなに？

0時間20分

F89031

保健衛生・性教
育・運動
続・性の知識

0時間30分

F89043

保健衛生・性教 日本スキ－教程－上
育・運動
巻－（初・中級編） 0時間30分

F89044

保健衛生・性教 日本スキ－教程－下
育・運動
巻－（中・上級編） 0時間30分

F90031

保健衛生・性教 眼・このすばらしい
育・運動
友だち
0時間24分

F90046

保健衛生・性教 性の病気・知識と予
育・運動
防
0時間25分

内容
初心者をにも経験者にも，また，指導者に
とっても大切な基本の習得について重点的に取
り上げ，生涯を通して剣道に親しむ基礎を築か
せることをねらいとしています。「対人技能
編」は，対人技能について，正しく理解し学習
できるように模範演技を示しながら解説してい
ます。
高齢者のための健康増進教室に集まり，トレ
－ニングをしている人達，足を鍛えるための
「あるこう会」の人達，家庭で体操する人な
ど，健康づくりに励んでいるさまざまな人達の
姿を通して，高齢者に必要な運動方法を説明し
ている教材です。
子供たちが経験していく心と体の変化の中
で，小学校４～５年頃から始まる第二次性徴
は，大人になるための準備の始まりといえま
す。この時期の子供たちは急激に変わっていく
自分や異性の体と気持ちにとまどいと不安を感
じています。この映画は，性器の知識ではなく
性の知識，つまり，生命ある生物としての人間
の持っている仕組み，そして心の変化を理解し
てもらうために企画され，指導要領に基づいて
制作されたものです。
エイズ患者は，１９９１年には１００万人を
越えると予測されています。諸外国との交流が
盛んになった現在，日本も，その禍から逃れる
ことはできません。そういう事態に陥らないた
めにも，また，無知や誤解に基づく差別などか
ら患者の人権を守るためにも，諸外国のように
若年から徹底したエイズ教育を実践することが
重要です。この映画は，エイズ教育のための素
材として，エイズを科学的にとらえ，エイズの
正確な知識をわかりやすく提供しています。
（文部省指定作品）
中学生の時代は，心も体も激しく変化する時
期です。そして，自然に心の中に異性への興味
や性的な関心・欲求が芽生えてくる時期です。
この映画は，こうした思春期のまっただ中にい
る中学生の悩みを，性の授業，先生と親たちの
話し合い，電話相談の性の悩み，ロ－ルプレイ
ングなどを通して明かにしています。
基本から実用的な応用技術までを描いた初級
編。内容は，「準備運動」「プル－クの基本姿
勢」「直滑降の基本姿勢」「プル－クボ－ゲ
ン」「プル－クギルランデ」「斜めプル－ク」
「シュテムギルランデ」「シュテムタ－ン」
「谷開きタ－ン」「実践滑降」など。
さまざまな条件に対応できる 実践的な要領
を習得する中・上級編。内容は，「プル－クボ
－ゲン」「谷開きタ－ン」「直滑降から山回
り」「踏みかえパラレルタ－ン」「スケ－ティ
ングとステップ」「直滑降からステップ」「直
滑降からステップ山回り」「ステップタ－ン」
「ウェデルン」「実践滑降」など。
大部分の児童は，「眼」自身の存在を感じる
ことなく毎日を過ごしています。しかし，すこ
しでも異常な起きるとかなりの不自由さを感じ
るのが「眼」です。この映画は，眼に対する正
しい知識－なぜ眼は見えるのか，視力とはなに
か，目が悪くなった時は－など，眼に対する，
さまざまな疑問に対して分かりやすく，しかも
興味深く描いています。
梅毒・淋病等の性病や，性器ヘルペス，尖圭
コンジロ－ムなどの性の病気を取り上げ，それ
ぞれの感染経路や症状，基本的な予防知識につ
いてくわしく説明しています。興味本位のゆが
んだ性情報が氾濫している現在，世の親たち，
多くの若者たちに見て欲しい作品です。

教材コード

分類

タイトル

時間

F90047

保健衛生・性教 アルコールの害－未
育・運動
成年者の飲酒－
0時間24分

F91039

保健衛生・性教 いま，食中毒は－原
育・運動
因と対策－
0時間20分

F91040

コカイン・大麻－心
保健衛生・性教 とからだをむしばむ
毒物－
0時間28分
育・運動

F92009

保健衛生・性教
育・運動
小型船舶の操縦

0時間20分

F92036

保健衛生・性教
育・運動
人間の生殖

0時間20分

F92040

保健衛生・性教 シンナ－は君を滅ぼ
育・運動
す
0時間24分

F93033

脳神経の誕生と発達
保健衛生・性教 －胎児より幼児まで
育・運動
－
0時間26分

F93034

保健衛生・性教 ＡＩＤＳ －正しい
育・運動
理解と行動－
0時間21分

内容
最近，未成年者の飲酒の風潮が著しくなり，
それにかかわる事件・事故も多く発生していま
す。この映画は，アルコ－ルの心と体への影
響，特に成年者への影響を描いています。一時
の好奇心にかられて，可能性に満ちた将来を失
うことのないように，飲酒について指導する時
の適切な教材です。
最近発生した食中毒事件の実例を具体的に取
り上げ，その原因を解明していく中で，食環境
の変化が食中毒を引き起こしている姿を描き，
どう対処すればよいかを分からせようとしてい
ます。腸炎ビブリオ菌をはじめとして，カンピ
ロバクタ－菌，黄色ブドウ球菌，ポツリヌス
菌，サルモネラ菌，セレウス菌，ウェルシュ菌
等を取り上げ，その性質と予防のポイントを明
かにしています。
コカイン・大麻等の麻薬が最近急速に広が
り，世界的な問題になっています。特にコカイ
ンは異存性が強く，生命への危険も大きいと言
われています。この映画は，これらの麻薬が体
におよぼす影響を科学的に示し，これらの問題
に無防備の中高校生に，薬物の魔の手をはねの
けられるだけの知識と恐ろしさを知らせようと
しています。学校教育だけでなく，社会教育に
おいて広く青少年の啓蒙活動に有効です。
海洋の多目的利用の時代を迎え，小型船舶
（２０トン以下の小型船，ジェットスキ－，ボ
－トセ－リング等）の利用度が高まる反面，安
全性の確保が重要な課題となっています。この
映画は，新学習指導要領，高等学校「水産」の
科目「操船」における小型船舶操縦の実技の補
助資料として作られたものです。さらに，小型
船舶の役割や重要性を理解させるとともに，小
型船舶操縦の知識・技術をより深く身につけさ
せるために，幅広い活用も可能です。
この映画は，男性，女性の生殖器官の構造と
機能を解説し，人間はどのようにして出生する
かを理解させることを目的に制作されていま
す。線画と動画によって，人間の生殖と受胎か
ら出産までが，生理学的に理解させるように構
成されています。
シンナ－乱用は，昭和４６年をピ－クに減少
したといわれているが，最近，また増加の傾向
をみせています。しかも，乱用者は，低年齢化
し，警察庁の調べでは，中学生の乱用が増加
し，中でも，女子の増加が目立っています。こ
の映画は，中学生を主人公に，シンナ－の乱用
が，本人の体や心をボロボロにするだけでな
く，家族や周囲の人々までも苦しみと悲しみに
巻き込んでゆく恐ろしさをドラマ化している教
材です。
遺伝できめられた規則によって神経回路がつ
くられ，環境条件によって回路の継ぎ目がつく
られたり消滅したりしています。この映画は，
最新の研究成果を取り入れた上で，受精から脳
の誕生，成育発育の過程を分かりやすく見せて
くれる素晴らしい作品です。
この映画は，エイズ教育の一層の充実を図る
ため制作されています。内容は，エイズという
病気そのものとＨＩＶの感染予防を理解するた
めのもの，偏見，差別をなくして患者・感染者
と共に生きていこうとする態度を育てるための
もので構成され，優れた作品となっています。
学校ばかりでなく広く社会教育にも活用できる
教材です。

教材コード

F93053

F94041

F96006

F97006

F98006

F99001

V84003

分類

タイトル

内容
今エイズは，人類が克服しなければならない
世界的なテ－マとなっています。今後，エイズ
の蔓延を防ぐためには，一人一人が，正しい知
識を身につけ予防に努めなければなりません。
この映画は，エイズとはどんな病気なのか，ど
んな経路で感染していくのか，どうしたら予防
できるのかなど，エイズについて知っておかな
ＳＴＯＰ ＡＩＤＳ
ければならない知識を分かりやすく解説してい
保健衛生・性教 －エイズの正しい知
識と予防
0時間38分 ます。
育・運動
新学習指導要領の改訂により，喫煙と健康の
関係が指導されることになりました。喫煙が健
康に及ぼす影響，特に喫煙年令が若いほど障害
を受けやすいことや女性の喫煙による胎児への
影響が問題となっています。この映画は，喫煙
の有害性を動物実験や内視反射スペクトルによ
る胃粘膜の決流量の変化，ポジトロンＣＴによ
る大脳の決流量の測定など，最新の医学デ－タ
にアニメ－ションを交えて分かりやすく描いて
保健衛生・性教 －健康に生きる－喫
育・運動
煙の害を科学する
0時間20分 います。
海洋の多様化時代を迎え，マリンスポーツ，
海洋レクリェーションがさかんに行なわれてい
ます。こうした中で,ヨット，スクーバダイビ
ングを取り上げ，それぞれの基本的な知識・技
術と実際をイラスト，アニメ－ションを交えて
分かりやすく描いています。生徒たちが，ヨッ
ト，スクーバダイビングなどの基本的な技術習
得への理解を深め，更に，海の環境と資源をど
のように守り，生かしていくかを考える動機づ
けとなることを願って作成した教材です。な
お，この映画は総合学科などにも活用できま
す。
マリンスポーツ入門
保健衛生・性教 －ヨット，スク－バ
（文部省譲与フィルム）
育・運動
ダイビング－
0時間21分
今,麻薬，覚醒剤などの薬物の乱用は中学
生，高校生の身辺にまで迫ってきています。

保健衛生・性教
育・運動
ＮＯ！薬物乱用

時間

こうした環境の中で生徒は，薬物について正
しい知識を身につけ,いかなる誘惑にも負けず
に，ＮＯと言える自分をつくることが大切で
す。ここでは覚醒剤と大麻を例にその薬理作用
を動物実験で，人体への影響をアニメーショ
ン，イラストで，また薬物依存，覚醒剤精神
病，大麻精神病など，恐ろしい薬物乱用の害を
分かりやすく描いています。健康に生きるため
生徒たちが薬物に対しＮＯと言える態度を育て
0時間22分 るようにする教材です｡
理性や判断力を弱める，脳細胞を破壊するな
どのアルコールによる脳への影響やアルコール
の有毒性と急性アルコール中毒，肝硬変，妊娠
中の飲酒と胎児への悪影響といった，飲酒によ
る体に及ぼす害について医学的にとらえ説明し
ている作品です。

健康に生きよう－成
成長期における飲酒とその害について正しい
保健衛生・性教 長期の心と体をむし
知識を持ち，健康に生きる大切さについて示唆
育・運動
ばむアルコール
0時間21分 しています。
小学６年の子が，たばこを吸っている父親の
姿から喫煙に対する興味をもち，軽い気持ちで
友だちにたばこを吸ってみようと誘う様子を描
き，その中で，たばこは健康な体にどのような
影響を及ぼしているのか，また，ニコチンや
タールといった有害物質がいかに猛毒であるか
保健衛生・性教 たばこは体になぜ悪
など，たばこの有害性について実験をまじえ説
育・運動
いの？
0時間20分 明している教材です。
スキーの扱い方，スキーをはいて歩く，のぼ
る，方向をかえるなどと，直滑降や，プルーク
保健衛生・性教
ボーゲンなどの初歩的な基本練習が主で，初心
育・運動
楽しいスキ－
0時間18分 者用に描かれています。

教材コード

分類

タイトル

時間

V84009

保健衛生・性教
育・運動
日本スキー教程

0時間30分

V86007

保健衛生・性教 楽寿の国のボラン
育・運動
ティア

0時間25分

V86012

保健衛生・性教 パパに負けないぞ
育・運動
（体力と運動）

0時間15分

V86014

保健衛生・性教 ねむりが浅い（すい
育・運動
みん）
0時間15分

V86017

三歳児の世界 ・で
保健衛生・性教 きること，できない
こと（清潔や着脱） 0時間15分
育・運動

V86018

三歳児の世界 ・お
保健衛生・性教 母さんのあせり（排
泄）
0時間15分
育・運動

V86023

三歳児の世界 ・か
保健衛生・性教 ぜの子（かぜの予
育・運動
防）
0時間15分

V86024

三歳児の世界 ・予
保健衛生・性教 防注射（うつる病
育・運動
気）
0時間15分

V86025

保健衛生・性教 三歳児の世界 ・湿
育・運動
疹（皮ふ病の予防） 0時間15分

V86026

三歳児の世界 ・お
保健衛生・性教 腹が痛い（心の原因
育・運動
の病気）
0時間15分

V86027

三歳児の世界 ・む
保健衛生・性教 し歯（むし歯の予
育・運動
防）
0時間15分

V87021

保健衛生・性教
育・運動
その日，晴れやかに 0時間15分

V87022

保健衛生・性教 ようこそ小さなレ
育・運動
ディたち

0時間15分

V87024

保健衛生・性教
育・運動
むし歯の原因

0時間18分

V88001

保健衛生・性教 性と衛生・母性への
育・運動
心くばり
0時間30分

V88007
V88008
V88011

保健衛生・性教
育・運動
結核を見直そう
0時間25分
炭酸ガスでウォーム
保健衛生・性教 ダウン－疲労と上手
育・運動
に付き合う方法－
0時間8分
医療と健康 成人病
保健衛生・性教 は悪い習慣のつみ重
育・運動
ねから
0時間20分

内容
スキー指導体系を網羅したビデオです。初歩
動作からステップによるターンおよび発展過程
における実践滑降まで日本のトップスキーヤー
の滑りで紹介しています。
「楽寿の園」老人ホ－ムでボランティア活動
にたずさわっているのは高校生をはじめ，町ぐ
るみで年間４，０００人にものぼります。老人
の世話は勿論，農園や消防隊とさまざまです。
その活動のようすを紹介しています。コンク－
ル優秀作品。
からだのうごきは次第に活発になり，その動
きの内容も豊富になります。体力もついてきま
す。こどもの体力をのばし，運動が上手になる
ための方法を考えましょう。
３歳児のねむりは赤ちゃんのねむりから次第
に大人のねむりにかわっていく途中です。ねむ
りの浅い子・夜ふかしの子・寝つきの悪い子・
寝起きの悪い子など，いろいろです。
自分のことは自分でできるようになること
が，自立への第一歩であり，生活に自信を得る
ことにもなります。無理なく，楽しく，こうし
た習慣を身につけさせたいものです。
大小便のしつけに苦労している３歳児のお母
さんは多いようです。子供の発育に合わせて，
無理をせず，気持ちを傷つけないようにしてし
つけることが大切です。
子供の病気は大部分かぜです。かぜにまけな
いようにするには，うす着・外気浴・日光浴な
ど，毎日の生活の中でからだをきたえることで
す。
こどもの伝染病には，はしか・水痘・流行性
耳下腺炎（おたふくかぜ）・風疹・百日せきな
どがあります。このような病気の予防にはどん
な方法がよいか考えてみましょう。
子供の皮ふ病はいろいろありますが，そのう
ちでも湿疹による皮ふ病が多いようです。これ
らを予防するためにはふだんどのようなことを
すべきでしょうか。
３歳のころは，子供の心に負担がかかりすぎる
とからだの病気が異常となってあらわれます。
このようなゆがみを予防するための心得につい
て考えてみましょう。
３歳児の９０％はむし歯をもつようになると
いわれています。むし歯になってからでは遅い
ので，ならないようにするためにはどのような
方法があるか考えてみましょう。
子供が初潮を晴れやかに迎えられるように，
初潮のもつ意味や，正しい知識，子供への対応
のあり方を分かりやすく描いています。
現代の女の子の初潮への不安を解消するため
の，正しい知識とメカニズム，そしてレディと
してのエチケットを会話形式で描いています。
むし歯のできる原因，正しいおやつのとりか
た，むし歯を防ぐ方法などを取り上げていま
す。
性行為によってうつるすべての病気，性行為
感染症について，具体例を示しながら解説して
います。
結核患者のおじいちゃんを見舞いに行き，結
核研究所で結核についての話を聞きました。ツ
ベルクリン，ＢＣＧ，レントゲンと各検査の方
法，アジア・アフリカの患者の現状などを描い
ています。
サラリ－マンの慢性的疲労回復として炭酸ガ
ス入浴をすすめ，鹿屋体育大学での実験をまじ
え，その効用を解説する。
がん，心臓病，脳卒中などの成人病を防ぎ，
明るく健康な生活を送っていくためにはどうす
ればよいかを説いています。

教材コード

分類

タイトル
高い熱が出たとき

時間

V88039

保健衛生・性教
育・運動
（からだ）
0時間15分
ＪＡＰＡＮＥＳＥ
保健衛生・性教 ＷＯＭＥＮ ＴＯＤ
ＡＹ
0時間30分
育・運動

V89008

保健衛生・性教 ストレスと上手につ
育・運動
きあおう
0時間20分

V88028

V89038

保健衛生・性教 すこやかさんこんに
育・運動
ちは ・アレルギー 0時間30分
ポンタ先生の健康教
保健衛生・性教 室－かぜの予防クイ
ズ－
0時間16分
育・運動

V90027

保健衛生・性教 献血，言葉だけ知っ
育・運動
ていても
0時間20分

V90036

保健衛生・性教 平成２年度全国高校
育・運動
総体
0時間47分

V90037

平成２年度全国高校
保健衛生・性教 総体
育・運動
－総合開会式編－
0時間50分

V90038

平成２年度全国高校
保健衛生・性教 総体
育・運動
－総 集 編－
0時間55分

V91008

すこやかさんこんに
保健衛生・性教 ちは ・ウイルス感
育・運動
染症と予防接種
0時間30分

V91016

新しい生命との出会
保健衛生・性教 い－ファミリー出産
育・運動
の記録－
0時間30分

V89025

V91052

保健衛生・性教
育・運動
男女のからだ
0時間9分
たった一度の好奇心
保健衛生・性教 －それがすべてを終
育・運動
わらせる
0時間19分

V91054

新しい生命を守ため
保健衛生・性教 に－胎児は人間です
育・運動
－
0時間27分

V91055

保健衛生・性教 いのち美しいもの育・運動
ONE&ONLY-

V91031

V91063
V92032

0時間27分

保健衛生・性教 すこやかさんこんに
育・運動
ちは ・お話してよ 0時間30分
これだけは知ってお
保健衛生・性教 きたい エイズ－正
育・運動
しい知識と予防－
0時間16分

内容
夜中に急に高い熱がでると，母親はおろおろ
しがちです。どのようにしたらよいか。子供の
体温について考えよう。
社会の各分野に進出し，活躍している女性に
インタビュ－を行ない，現代女性の生き方，人
生観などを紹介しています。
日常生活においてストレスの起こる原因を実
例で示し，それにうちかつ方法についても解説
しています。
乳幼児のアレルギ－疾患が増加しています。
原因は，吸入性と植物性に分かれます。それら
にどう対処したらよいかについて専門家からの
助言を得て考える教材です。
小学校全学年を対象に，風邪の予防につい
て，クイズ形式・対話形式で知らせる教材で
す。
献血の必要なことはだれでも知っているが，
不安もあります。血液のはたらき，献血の安全
性について，日本赤十字社が，分かりやすく解
説したビデオです。
平成２年７月３１日から８月２０日まで，宮
城県各市町村を会場として行なわれた，平成２
年度全国高等学校総合体育大会の熱戦を収録し
たものです。
「華開け無限の力 宮城の夏」のスロ－ガン
のもとに，宮城県一県単独開催の平成２年度全
国高等学校総合体育大会の総合開会式を収録し
たものです。
平成２年度全国高等学校総合体育大会が宮城
県内３１市町で２６競技が開催されました。昭
和６２年からの準備の様子や各種競技のハイラ
イトを収録したものです。
病気にかからないために，予防接種の意義，
ワクチンの種類，主な予防接種，母子免疫の概
略，また予防接種を避けなければならない状態
など，よい予防接種の受け方についても説明し
ています。
「親の目子の目」番組選奨（平成元年度文部
大臣賞受賞）の作品で，母親の出産のために父
親と子供たちが，出産の準備から出産時まで行
動をともにして，家族の絆を深めていくようす
を記録したものです。
このビデオは，「人は男女によって体の形に
ちがいがあり，成長するに従ってそのちがいが
一層はっきりすること」「そのちがいは，子供
を生み，育て，生命を連続させていくために必
要なものであること」を理解させようとするも
のです。動物のオス・メスの形や役割などのち
がいを見ることから，自分の体に目を向け，自
分たちの体はどうなっているのか，これからど
う変わっていくのかを考えることを通して，生
命を大切にする気持を養おうとする教材です。
このビデオは，家庭を崩壊し，社会を滅ぼす
麻薬・覚せい剤などの薬物の恐ろしさを訴え，
薬物乱用防止を呼びかけています。
このビデオは，生命の神秘と尊厳，また，性
行為の重要性について，生徒等に考えさせ，生
命を尊重する心を育てるため，生命倫理の観点
に基づいて制作されたものです。
このビデオは，時代の風潮にまどわされな
い，自分なりの性のあり方，生き方について主
体的に考えさせるように制作されたものです。
ことばは親と子のふれあいの中で生まれま
す。ことばを覚えることによって子供の世界が
広がります。専門家からの助言を得ながら，子
供にどうお話ししていったらよいか考える作品
です。
エイズに対する正しい知識を分かりやすく解
説し，感染防止を呼びかけるねらいで製作した
ものです。

教材コード
V92043

分類
保健衛生・性教
育・運動

V93005

保健衛生・性教
育・運動
保健衛生・性教
育・運動

V93024

保健衛生・性教
育・運動

V93066

保健衛生・性教
育・運動

V93091

保健衛生・性教
育・運動

V94017

保健衛生・性教
育・運動

V93003

タイトル

時間

内容
アトピ－性皮膚炎については食事や農薬や環
境などの複合的な問題が原因であり，家庭や保
奇妙な出来事－アト
ピ－
0時間30分 育所や病院などの治療実践を紹介しています。
血液の歴史や日本の血液の自給体制の現状，
血しょう分画製剤の働きなどを中学や高校生向
成分献血入門（アニ
メ）これからの献血 0時間12分 きにアニメで紹介しています。
ＡＩＤＳ正しい理解
と行動②
0時間21分
上に同じ（文部省譲与ビデオ）
ガンはどのようにして起こり，それを防ぎ克
服していくにはどうすればよいのでしょうお
か。ＣＧアニメなどの技法を駆使し細胞遺伝子
レベルで解明されてきたガンの本態に迫ると共
に著しく進歩しつつある最新の治療法を紹介し
もう がんはこわく
ない？
0時間25分 ます。
万病のもとといわれる風邪には特効薬がな
く，急な発熱は大変心配です。風邪とはなに
か，その種類，症状，家庭における手当ての仕
方（水枕や下剤の使い方，食物や水分の取り方
すこやかさんこんに
など）や病院に連れていく目安などについて専
ちは
⑤かぜにご用心
0時間30分 門医から話を聞き紹介しています。
シンナ－や覚せい剤・大麻，そしてコカイ
ン・ヘロインなどの麻薬による薬物乱用が年々
増え，大きな社会問題になっています。これら
手を出さない！ぜっ
に絶対に手を出さないという強い意志を持っ
たいに！～薬物乱用
の恐怖～
0時間29分 て，自分と社会を守ってゆくことが大切です。
平成６年２月１５日から１８日の４日間全国
４７都道府県２千人が参加して行なわれた鳴子
みやぎ鳴子国体 第
国体。開会式，ジャンプ，クロスカントリ－・
４９回国民体育大会
ジャイアントスラロ－ム，バイアスロン競技，
－冬季大会ｽｷｰ競技会
閉会式，裏方として活動した宮城県や鳴子町，
－
0時間50分 その他多くの陰の努力を紹介しています。
エイズが大きな社会問題になっている現在，
性教育・エイズ教育が早急に必要とされていま
す。
大人たちは，今，何をすべきなのか。エイズ教
育に関する教育の進んだ諸外国の取材を中心
に，日本のエイズ医療の最前線で活躍されてい
る方々の話しを交え，エイズとともに生きる社
会の在り方を分かりやすく解説しています。正
しい知識の備えと差別や偏見のない社会づくり
を願って制作された作品です。

V95023

V95065

V95105

V95106

保健衛生・性教 エイズとともに生き
育・運動
るために
0時間27分 （エイズ予防財団）
“鉄人レ－ス”フルトライアスロン。その経
路２２６．３ｋｍ，この過酷なレ－スに義足で
片足の鉄人 もうひ
アタックする一人の青年，そしてこれを支える
保健衛生・性教 とつのトライアスロ
技術者。これは二人の青年の２年半にわたるさ
育・運動
ン
1時間39分 わやかな挑戦の記録です。
タバコの煙の中の有害物質。高校生への喫煙
教育の授業や実験をとおして，喫煙の習慣によ
る害について知らせます。妊娠中の女性の喫煙
と胎児への影響。他人のタバコの害と嫌煙権訴
訟。喫煙実験による学習能力の低下など。心身
共に成長期にある中・高校生の喫煙は非常にマ
保健衛生・性教 「害」シリーズ
イナス。きれいな肺できれいな空気を扱う人生
育・運動
（１巻）タバコの害 0時間21分 を過ごすように訴えています。
シンナー体験者の談話や群馬大学医学部での
実験などにより，シンナーの害について理解さ
せます。幻覚，神経細胞の破壊，筋力や運動機
能の低下，シンナー吸引がもたらす事件・事故
死，延髄麻痺や中学生がシンナー吸引で急性中
毒死……。からだ全体がぼろぼろになり頭はぼ
んやり目はとろん，心臓どきどき，胃はむかむ
か。生殖機能の萎縮などと胎児にも深刻な影
「害」シリーズ
響。シンナーは，覚醒剤や麻薬への延長線上に
あり，薬物に頼る気持ちは一生を台無しにして
保健衛生・性教 （２巻）シンナーの
育・運動
害
0時間22分 しまいます。

教材コード

分類

V95107

保健衛生・性教
育・運動

V95134

保健衛生・性教
育・運動

V95197

保健衛生・性教
育・運動

V95198

保健衛生・性教
育・運動

V96048

保健衛生・性教
育・運動

タイトル

時間

内容
専門病院をたずねた１４歳の少女。覚醒剤を
使用して１年も経たないのに幻覚が……。動物
実験や乗用者の事例で，覚醒剤の害，人間の脳
に与える影響を知らせます。麻薬取締官，麻薬
Ｇメンの現場報告。暴力団と覚醒剤のつながり
「害」シリーズ
など，思いがけないほど身近な誘惑の危険を訴
（３巻）覚せい剤の
害
0時間54分 えています。
阪神大震災では，高齢者などの災害弱者への
支援や心のケアにボランティアの人たちの活動
が目立ちました。復興のためにボランティア活
動の果たす役割について考える教材です。
震度７・阪神大震災
〈主な内容〉
の教訓
５．こころのケアと
長引く避難生活／避難住民の要望～避難所ア
ボランティア
ンケート調査／ボランティアの活躍／高齢者と
～避難生活への支援
～
0時間22分 ボランティア／今後のボランティア活動の課題
子供たちをとりまく現代社会の中で，低下し
た基礎体力を遊びを通じてとり戻そうとする計
画が各地で進められています。身近な公園や空
地，あるいは遊休地などを子供の遊び場の拠点
として，広場や施設を設け，子供たちが思い切
子供は風の子太陽の
りわんぱくに遊べる場を確保して，野外活動の
子～グリ－ンスポ－
ツのすすめ～
0時間27分 手助けをするのがグリーンスポーツ構想です。
今日，サラリーマンのボランティア活動への
関心が高まっているといわれます。しかし，積
極的な参加意識を持っている人はごく小数に過
ぎず，そのほとんどが時間的，精神的に余裕が
できたら……という条件がつきます。この作品
では，現在，企業人として社会の第一線で働い
名刺のいらない仲間
ている人々のボランティア活動を通して，仕
たち－ｻﾗﾘｰﾏﾝのﾎﾞﾗﾝ
事，地域，そして個人の関わりをもういちど見
ﾃｨｱ活動－
0時間30分 直してみようとしています。
国立花山少年自然の家を利用する団体等へ，
施設と自然を紹介する目的で制作されたビデオ
ひたろう・ふれあお
です。自然の家の周辺の自然と地域行事も含
う・みつめよう 大
め，四季折々の自然の様子をえがき，自然の家
自然の中で
0時間14分 でできる活動例などが紹介しています。
①どこがちがうの？（７分）
男女の基本的な体の違いを，かわいいキャラ
クターやイラストで楽しく見せます。
②こんなときどうする？（２分）
性的被害防止のための知識と対処法を身に付
けさせます。
③どうぶつのあかちゃん（３分）

V96074

かわいい動物の赤ちゃんたちがいろいろと登
小学生のための性教
場。そのかわいらしさや違いを見せます。
育シリーズⅠ導入編
④うまれる前のおはなし（６分）
①おとこのこおんな
のこ
保健衛生・性教 ②こんにちはあか
私たちも母親の胎内で発育し，周囲の愛情の
育・運動
ちゃん
0時間18分 中で育まれてきたことを教えます。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
①おとなになる体（４分）
二次性徴期の体の変化を，コンピュータグラ
フィクスなどを使って説明します。
②自分らしさを考える（７分）
性別にとらわれない，自分らしい生き方の大
切さを教えます。
③初経と精通のしくみ（６分）
月経と射精のメカニズムをイラストなどで分
かりやすく描きいています。

V96075

小学生のための性教
④月経の時に（３分）
育シリ－ズ Ⅱ生理
保健衛生・性教 編③すてきなおとな
月経時の処置の仕方と過ごし方を具体的に指
になるために
0時間20分 導します。
育・運動
①地球上に生命が誕生して４０億年。生物は
様々な方法で子孫を残し，いのちを伝えてきま
した。その過程を微速度撮影などの多彩な映像
で描きながら，ヒトの「性交」をとらえます。

V96076

小学生のための性教
育シリ－ズ Ⅲ生殖
保健衛生・性教 編⑤いのちを伝える
育・運動
－生物のあゆみ－
0時間18分

V96084

小学校器械運動シ
リーズ
⑧ 鉄ぼ
保健衛生・性教 う運動（中学年3･4年
育・運動
編）
0時間10分

V96106

君たち，エイズをど
保健衛生・性教 こまで知っている？
育・運動
（中学生）
0時間39分

V96141

保健衛生・性教 仲間たちがいて喜び
育・運動
がある
0時間30分

V96165

それからの季節－自
保健衛生・性教 然の時のめぐり更年
育・運動
期を考える－
0時間30分

V96166

保健衛生・性教 骨髄移植 いのちの
育・運動
ボランティア
0時間34分

②たった一つの卵と，たった一つの精子が出
会い，ヒトの形になっていきました。生命の４
０億年の歴史を繰り返しているとも言われるそ
のドラマを顕微鏡などの貴重な映像によって再
現しています。
いろいろな高さの鉄棒に補助員なども設置し
て，鉄棒のにぎり方から逆上がり，だるま前回
りなど，１２種目について，分かりやすく解説
し，組合わせ技へと発展していく様子を描いて
います。
エイズ予防教育ビデオシリーズの。
「エイズはなぜこわいか。」「うつるとなぜ死
ぬのか。」「どのようにしてうつるのか。」
「どうしたら予防できるか。」「エイズ感染を
確認するには。」という疑問に答えます。そう
して，正しい知識を身につけて自分の命を大切
にすることを教えています。
各地で行なわれている公民館活動４０年の実
践を通して，公民館の役割とその存在意義を浮
き彫りにし，生涯学習が着実に広まりつつある
今日，公的社会教育施設としての公民館の果た
す役割の重要性を訴えています。公民館におい
て，地域課題学習をめざして学級講座が開か
れ，継続学習の未学習者による自主サークル活
動に発展し，環境改善や住民の交歓，住みよい
まちづくくり，お年寄りの福祉の向上等々に行
政の協力のもと，それらの実現に努力する様々
な住民の主体的活動を中心に描いたものです。
ある人は子育てが終わって子離れを体験する
ころ，ある人は生き方のスタイルの変換につい
て意識し始める頃に，女性は更年期を迎えま
す。その時期に起こるホルモンの急激な減少と
それによる体の変調，そして閉経。この時期の
女性は思いがけず精神的・肉体的にバランスを
崩すことが多いです。ここでは，更年期の体と
心についての医学的な情報を伝えるとともに，
４人の女性に体験を語ってもらうことで更年期
を実感で捉えてもい，。生き生きと生きていく
ために女性が自らの体と心に耳を澄ましてみよ
うと提案しています。
これは，ある患者の闘病過程を追いながら，
骨髄移植の過程を記録した作品です。ドナー
（骨髄液の提供者）登録した人，実際に骨髄を
提供した人などの話を交え，映像を通して将来
ドナーとなる可能性をもつ若い人たちをはじめ
一般の人々にも広く骨髄移植への理解と支援を
求めるものです。

教材コード

V96170

分類

タイトル

時間

内容
子供の病気の症状の中で，最もありふれてい
るのに，心配してしまうのが発熱です。その仕
組みや意味を知って，上手につき合う方法を考
すこやかさんこんに
えてみましょう。 おねしょとひん頻尿（放送
保健衛生・性教 ちは ・お熱ってな
あに
0時間30分 日 平成８年１０月１９日東北放送テレビ）
育・運動
骨髄移植は，“血液のがん”といわれる白血
病をはじめとする血液難病の有効な治療法で
す。このビデオは骨髄移植を受けて社会復帰し
た患者，骨髄移植を支えるドナー，医師などを
通して，ドナー登録への意欲を喚起し，骨髄移
植について具体的に分かりやすく解説していま
す。
〔主な内容〕
①骨髄移植とは
②骨髄移植を受けた人のコメント
③骨髄バンクの役割

V96181

V97012

V97127

V97128

あなたを待っている
人がいる -血液の難
保健衛生・性教 病から命を救う骨髄
移植0時間15分
育・運動

④ドナー体験者の声

⑤ドナー体験者の声ドナー登録への呼びかけ
国民栄養調査，カルシュウムの摂取量を下
回っています。最近，学校においては，ささい
な原因で児童のけがや骨折が多くなっていま
す。このことについて，カルシュウムの摂取不
足が原因の一つと考えられています。そこで，
丈夫な骨づくりのために，児童の視覚にうった
える栄養指導教材として，このビデオは制作さ
保健衛生・性教 じょうぶな骨をつく
れました。（制作
古川市学校栄養士会ビデ
育・運動
ろう
0時間8分 オ制作班）
平成８年夏，全国で集団発生した病原性大腸
菌Ｏ－１５７による食中毒で９千名以上が感染
しました。その恐ろしい事実は我々の記憶に深
く刻み込まれています。その原因となる細菌は
普段食べている食品についています。家庭で，
日々の暮らしの中でどんなことに気をつければ
よいのか。また幼稚園，学校などで衛生教育を
どのように行なえばよいか。最新の正確な情報
保健衛生・性教 Ｏ－１５７と食中毒
をもとに，Ｏ－１５７を防ぐ食中毒対策を具体
育・運動
－家庭での予防
0時間16分 的に分かりやすく示している作品です。
この作品は，ボランティア活動と生涯学習が
深くかかわりあっている各地の実践活動を紹介
し，それらを通して，ボランティア活動は生涯
学習そのものであり，また生涯学習を支える活
動でもあることを訴えようとしています。ボラ
みんなが生きる，ま
ンティア活動と生涯学習の魅力を引き出し，そ
保健衛生・性教 ちが生きるふだんぎ
れらの活動への参加意欲をかきたてることが，
育・運動
のボランティア活動 0時間30分 この作品の大きなねらいです。
このビデオは，『「健康」と「生活」の向上
をめざして』というテーマで編纂された平成９
年度版・厚生白書」の内容を，映像を通して分
かりやすく伝える目的で制作された作品です。
〈主な内容〉

V97142

平成９年度 ビデオ厚
生白書
保健衛生・性教 「健康」と「生活」
育・運動
の向上をめざして
0時間55分

「第１部

新たな感染症時代の到来」

「第２部

高齢化をめぐる課題」

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
１９９７年，科学技術庁の最重要プロジェク
トとして，大規模かつ総合的な脳科学研究が開
始されました。このビデオは，脳科学研究の最
前線を支える個性豊かな研究者の生の声を紹介
しながら，脳科学研究の現状と未来を展望して
います。
①脳を知る
人類の永遠の命題「こころ」を極める
②脳を守る
脳の疾病を治す
③脳を創る

V98002

保健衛生・性教
育・運動
脳科学への招待

0時間24分

革新的情報処理システムを創る
人間が生きていくためには，毎日の食事は欠
かす事ができません。安心して食べられる食事
を提供すること。その重要さは外食でも家庭の
食事でも同じです。このビデオは，一番身近な
家庭の食事を食中毒から守るための手引きとな
る教材です。
［主な内容］
①食中毒の恐ろしさ
②日本で発生している主な食中毒
③食中毒を防ぐための６つのポイント

V98003

V98039

保健衛生・性教 ここがポイント－家
育・運動
庭の食中毒予防－
0時間16分

④気をつけたい食中毒
理性や判断力を弱める，脳細胞を破壊するな
どのアルコールによる脳への影響や，アルコー
ルの有毒性と急性アルコール中毒，肝硬変，妊
健康に生きよう－成
娠中の飲酒と胎児への影響といった，飲酒によ
保健衛生・性教 長期の心と体を飲む
る体に及ぼす害について医学的にとらえ説明し
育・運動
アルコール
0時間21分 ている教材です。
①ねんざ
②腕の骨折，足の骨折
③肩の脱きゅう
④突き指

V98086

保健衛生・性教
育・運動
スポーツ医療

0時間35分

⑤アキレス腱断裂・ひざ関節のけが
①テープの種類
②ひざ関節のテーピング
③足関節のテーピング

V98087

V98127

V98128

保健衛生・性教
育・運動
テーピング

0時間50分

④足部のテーピング
知らぬ間に食卓に上がる遺伝子組み換えとは
何かを明らかにし，その利用の実態をアメリカ
やＥＵに取材し，遺伝子組み換え食品登場の背
景，その光と陰を浮き彫りにします。また，世
界の市民運動や生協，農家の持続的な農業と安
食生活の自己防衛シ
全な食を求める新しい動きも紹介し，いま安全
保健衛生・性教 リーズ 遺伝子組み
な食生活を実現するためにどうしたらよいのか
育・運動
替え食品ってなに
0時間43分 を考える教材です。
食品添加物に囲まれる現代の食生活。その危
食生活の自己防衛シ
険な実態を食品テストなどにより暴き，食品添
保健衛生・性教 リーズ それでもあ
加物の害を防ぎ，安全な食生活を築くための実
育・運動
なたは食べますか
0時間30分 践を訴える教材です。

教材コード

V98134

V98141

V98142

V99031

分類

タイトル

時間

内容
近年，非行は低年齢化が進み，急激な増加が
みられ，本人や家庭破壊にとどまらず，少年犯
罪が事件や社会不安に，大きくかかわるように
なってきました。特に，数年来，中・高生の間
に増えてきた覚せい剤汚染が注目され，憂慮さ
れています。この作品は，グループに誘われる
ままに覚せい剤とは知らずに手を染め，やがて
は断ち切れずに身も心も傷つき，病床に横たわ
る娘とその家族がたどった，怒りと悲しみ，そ
していたわり支えあった再起への長い闘いの記
録を通して，覚せい剤の恐怖と，根絶を強く訴
保健衛生・性教 家族－忍び寄る覚醒
育・運動
剤の恐怖
0時間36分 えています。
「お年寄りと暮す－ゆとりある老後のために
－」お年寄りと暮すとはどういうことなので
しょうか。元気なお年寄りとリハビリに励むお
年寄り，そして寝たきりのお年寄り。それぞれ
の家庭での生活を通して考える。○元気なお年
家庭介護シリーズ
寄りと暮す○寝たきりを防ぐ家庭介護○寝たき
保健衛生・性教 （入門編）
おとしよりと暮す
0時間18分 りのお年寄りとともに
育・運動
「寝たきりストップ －自力を助け，リズム
ある生活を－」お年寄りを寝たきりにさせな
い，お年寄りに優しい住宅をモデルルームから
学ぶとともに自立を助けるリハビリの方法や介
護サービスの利用の仕方を紹介。さらに介護者
のリフレッシュ方法等についても考える。○高
家庭介護シリーズ
齢者住宅モデルルーム ○寝たきりゼロへの十
保健衛生・性教 （自立編）
寝たきりストップ
0時間14分 ケ条○毎日が寝たきりへの分かれ道
育・運動
〈第１話〉ココは歯をみがくのが大きらい。
ある夜ココはうそをついて歯をみがかずに眠っ
てしまいました。真夜中，虫歯菌たちはゴソゴ
ソ集まり歯に穴を開けて道路工事を始めまし
た。あまり痛いので助けを求めると，スーパー
ハブラシが現れて………。
ココとララの健康安
全シリーズ ①
第１話 はぶらしが
んばれ！
保健衛生・性教 第２話 ニンジン・
育・運動
タマネギ・ピーマン 0時間15分

〈第２話〉ある日，留守番をしていたココと
ララは二人でお昼を食べることになりました。
でも，きらいな野菜を残して好きなものばかり
食べて出かけてしまいました。食べ残されたニ
ンジン・ピーマン・タマネギは相談して，おい
しいケーキに変身します。
〈第３話〉
ココはお風呂が好きではなく，入るのがいや
で外へ逃げ出してしまいます。キキとミミのと
ころへ遊びに行きましたが２人とも留守です。
しょんぼりして家に帰ると，おふろ場からキキ
とミミの声がします。あんまり楽しそうなの
で，おふろ嫌いのココも……。
〈第４話〉

V99032

ココとララの健康安
全シリーズ ②
第３話 おふろだい
すき！
保健衛生・性教 第４話 ココのしっ
育・運動
ぱい！
0時間15分

食事のあとすぐに遊びにとび出したココは急
におなかがいたくなってしまいます。みんなが
あわてているととおりがかったやぎのおじさん
が「しばらく休んでいればなおる」と教えてく
れました。痛みの止まったココはまた元気に遊
び家に帰りましたが……。
〈第５話〉ココとミミとキキが公園で遊んで
います。ブランコこぎ競争をしていたキキとミ
ミはバランスをくずしてハッ！とします。木登
りをしていたココも木から落ちてしまいます。
「危ないことをしてはだめよ」と注意された三
人は，また工事現場に入り遊び始め…。

V99033

ココとララの健康安
全シリーズ ③
第５話 あぶないこ
ともうしない！
保健衛生・性教 第６話 とびだし
育・運動
ちゃだめ！"
0時間15分

〈第６話〉遊歩道の噴水の前に仲良し仲間が
集まってきました。キキとミミは曲がり角でぶ
つかりおでこにたんこぶを作ってしまいます。
ブブは家からとびだしたとたん，走ってきたド
ドの自転車にぶつかり，ひざにすりきずを作っ
てしまいました。ココはトラックに…。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
〈男子の二次性徴〉１０歳頃から２０歳頃の
間に精通経験する。早くても遅くても心配ない
こと。その時には下着を取り替えて清潔にする
ことなどを説明しています。
①内外精器の発達について
②勃起と射精
③精通について

など

〈女子の二次性徴〉月経がはじまると，赤
ちゃんが産める体になったということ。でも，
それから，５，６年かけて徐々に成長し成人に
なること。

V99050

すばらしい体
保健衛生・性教 二次性徴＜子供から
大人へ＞
0時間18分
育・運動

V99051

ふしぎだなシリーズ
１巻
保健衛生・性教 おとうさん おかあ
さん
0時間15分
育・運動

V99052

ふしぎだなシリーズ
保健衛生・性教 ２巻
育・運動
先生のあかちゃん
0時間15分

V99053

ふしぎだなシリーズ
３巻
保健衛生・性教 あかちゃんのはじま
育・運動
りは？
0時間15分

V99054

ふしぎだなシリーズ
保健衛生・性教 ４巻
育・運動
女の子 男の子
0時間19分

V99055

ふしぎだなシリーズ
５巻
保健衛生・性教 いっしょに学ぼう初
育・運動
潮教育
0時間16分

V99056

ふしぎだなシリーズ
保健衛生・性教 ６巻
育・運動
こころのふしぎ
0時間19分

①性腺刺激ホルモンが各器官に働くこと
②内性器の発達について
児童にとって，もっとも身近な両親と自分と
のかかわりをテーマに，卵子と精子の結合，妊
娠，出産を愉快な人形劇でみせます。ペープ
サートの卵子や精子，おかあさん人形でのあか
ちゃん誕生。子供たちが思わず引き込まれる，
楽しさいっぱいの授業をビデオで再現。生命の
誕生が自然にわかり，低学年の性教育の導入に
最適なビデオです。
先生にもうすぐあかちゃんが……先生のおな
かの中にあかちゃんがいる……どうやっては
いったの？。担任の先生がお産の休みにはいる
ので，今日は最後の授業。先生はおなかの中の
あかちゃんの成長や出産について教えてくれま
した。児童と先生の，ほのぼのとした心の交流
の中で語られるあかちゃん誕生の物語。先生の
おなかに耳をあてて聞く胎児の心音や，流産し
そうになった先生の話をとおして，生命をいと
おしむ気持ちが芽生えます。
子供たちが最も知りたがり，そして最も教え
にくい生命の起源－受精と出産－をテーマに，
手作りの人形で，楽しく授業。等身大のパネル
やペープサート，おかあさんとおとうさんの人
形など，アイディアあふれる教材を駆使して，
児童の疑問・質問にひとつひとついねいに答
え，さわやかに語りかける教材です。
等身大のパネルにヒゲヤわき毛，性毛，乳
房，のどぼとけなどをはりつけて，子供からお
となへと成長していくことを学びます。二次性
徴を男子と女子が一緒に勉強して，お互いの成
長を認め合い，理解し合います。排卵と月経，
精通と夢精をアニメーションで説明し，個人差
にも触れ，児童の不安を取り除く教材です。
女子に乳腺の発達，排卵，月経が起こるよう
に，男子にも精子ができて精通という生理現象
が起きること。また，人形を使って，月経の手
当ての練習をいっしょにします。初経（初潮）
教育を単なる処置教育に終わらせず，お互いに
成長していることを認め合って，親切な思いや
りのある子になろうと呼びかけ，男女が協力し
合うように導く教材です。
異性への関心が高まる高学年の子供たちに，
ぜひ聞かせてたい“心の成長”のお話し。大脳
の構造と心の働き，前頭葉の発達を授業で一緒
に考えていきます。従来の性教育で見落とされ
がちだった心理面をテーマに展開するユニーク
な教材です。

教材コード

分類

タイトル

時間

V00024

保健衛生・性教 お酒は子どもに なぜ
育・運動
悪いの？
0時間20分

V01003

保健衛生・性教
育・運動
ＤＲUG ドラッグ

V01028

保健衛生・性教
育・運動
しのびよる性感染症 0時間21分

V01031

事例に学ぶ こんな
保健衛生・性教 とき，あなたならど
育・運動
うしますか
0時間20分

1時間53分

内容
飲酒による脳への影響，急性アルコール中
毒，アルコール依存症などアルコールのもつ有
害性を，「大人はよいが，子供はだめ」という
言葉に疑問をもつ小学５年のグループによる課
題学習の様子を通し説明した教材です。お酒は
飲まない，絶対に断るといったの強い意志を大
切さを示唆しています。
いじめに苦しむ１７歳の少女、沙耶香は渋谷
の街である少年と出会いました。クラブのDＪ
を夢見る彼だったが、いつしか覚醒剤に手を出
してしまいました。荒廃の一途をたどる彼を助
けようと必死になる沙耶香。絶望した二人を
救ったのは親の愛でした。
今，若い人達の間に，クラジミア感染症を始
めとする症状のない性感染症が密かに広がって
います。性生活を持つ人々の中に百万人近い感
染者がいると推定され,しかもいろいろな性感
染症の波に乗って，エイズもまた徐々に広がり
始めています。この作品では，主にクラジミア
とエイズ感染症を取り上げ，多くの医師や専門
のコーディネーター，実際に感染した患者の
方々を取材し，様々な角度から性感染症を検証
していく教材です。
薬物使用を誘われたときに，いかに断るかを
４つの事例を通して学ぶ，ケーススタディ方式
の構成です。事例１．アンパンやらないか。シ
ンナーを誘われたとき。事例２。小銭や携帯を
借りて，そのお礼にＳ（覚醒剤）を誘われた
時。事例３．やせられると言ってティーパー
ティーでＳやハッパ（大麻）を誘われたとき。
事例４．受験生が眠くならない，合法ドラッグ
だと言って，インターネットを通じて薬物使用
を誘われたとき。
・薬物乱用の歴史と現状
・薬物乱用者の広がりと低年齢化及びその背
景
・覚醒剤の呼び方，使い方の変化，末端密売
価格の低下
・薬物乱用の動機とその生態
・覚醒剤の依存性，耐性，フラッシュバック
と心身障害
・薬物知識が乱用防止に結びつかないのはな
ぜ。

V01032

保健衛生・性教
育・運動
薬物乱用社会の実相 0時間27分

V01070

たのしい陸上運動シ
保健衛生・性教 リーズ１ リレー・
育・運動
短距離
0時間12分

V01071

たのしい陸上運動シ
保健衛生・性教 リーズ２ しょうが
育・運動
い走
0時間12分

V01072

たのしい陸上運動シ
保健衛生・性教 リーズ３ 走りはば
育・運動
とび
0時間12分

V01073

たのしい陸上運動シ
保健衛生・性教 リーズ４ 走り高跳
育・運動
び
0時間12分

・薬物乱用者への対応の仕方
リレー・短距離走の基本的な技術を分かりや
すく見せると共に，そこの到達するための練習
法も紹介。走ることの楽しさや自己の記録に挑
戦する喜びを味わらせることも意図していま
す。
障害走の基本的な技能と練習法を見せなが
ら，自己の記録を向上させる喜びや，友達と協
力しあっての練習の大切さを理解させることも
意図して制作しています。
走り幅跳びの基本的な技能の分析解説と練習
法を紹介しながら，自己の記録の向上に挑戦す
る喜びを味わわせ，運動の楽しさを知らせて学
習効果を上げることを意図して制作していま
す。
走り高跳びの基本的な技能と練習法を解説し
ながら，運動の楽しさや自己の記録の向上に挑
戦する喜びをあじあわせて学習効果をあげるこ
とを意図して制作しています。

教材コード

分類

タイトル

時間

V01117

輝く明日へのステッ
保健衛生・性教 プ 中学生は飲酒に
ＮＯ！
0時間20分
育・運動

V02065

保健衛生・性教 ぼくのダイエット大
育・運動
作戦
0時間18分

V02067

保健衛生・性教
育・運動
よさこいソーラン

V02068

保健衛生・性教
育・運動
よさこい鳴子踊りⅠ 0時間30分

0時間30分

V02070

保健衛生・性教
育・運動
よさこい鳴子踊りⅡ 0時間30分
保健衛生・性教
育・運動
まつり花笠
0時間30分

V02071

保健衛生・性教
育・運動
ちゃーびらさい

V02069

0時間30分

内容
昨今，未成年者による飲酒の増加傾向を受け
中学生以下の生徒を対象とした飲酒の弊害に関
する教育の必要性が高まっています。このビデ
オは或る公立中学校の生徒達が「身近な健康問
題」として，自ら「アルコール」をテーマに選
び，グループで病院や警察を訪ねたり，先生と
共にロールプレーイングをすることで，周りか
らの誘いにもハッキリ「ＮＯ！！」と意志決定
できる自分づくりをしていく過程を描いていま
す。
健康な身体をつくることはなりよりも，規則
正しい生活習慣を身につけることが大切だと言
われています。小学２年生の将は食べることが
大好きで食事時にはいつも兄の優太と争うよう
に旺盛な食欲を見せています。
今や北海道で爆発的人気の「よさこいソーラ
ン」。鳴子を手にニューソーラン節にのって激
しく踊ります。盛り上がりは高知の鳴子踊りに
も負けません。伊藤多喜雄のバイタリティあふ
れるソーラン節の曲にのって，太鼓センターの
オリジナルの振り付をしています。
高知の夏の風物詩「鳴子おどり」，ポップ調
のよさこい節にのって，鳴子両手に激しく踊り
ます。小学校の運動会で大人気です。
人気の鳴子おどりの新ふりつけ。よりダイナ
ミックに，モダンに踊る。「鳴子おどり １」
より少々難しい踊りです。
「まつり太鼓」に合わせて踊る花笠おどり。
太鼓と一緒にとりくみ多人数で踊ります。
「ちゃーびらさい」とは，沖縄の言葉で「こ
んにちわ」と言う意味。四ツ竹という沖縄の楽
器を打ちならしながら，軽快・優雅に踊りま
す。保育園から小学校高学年まで運動会に最適
です。
子供たちが健康を保つために、日頃の生活習
慣をおとなから一方的に言われるのではなく、
子供たちが自ら知り、実行することで健康な身
体づくりができるということを学習します。
①早寝早起き、睡眠を充分にとる。
②食事は、好き嫌いをしないで残さない。

V04029

保健衛生・性教
育・運動
健康がいちばん

V05007

保健衛生・性教
育・運動
恐るべき性感染症

0時間15分 ③食後の歯磨きをする。
等々
近年，若者の性行動が低年齢化，活発化する
中，性感染症が急増しています。若者への街頭
インタビューを交えながら，厚木市立病院の岩
室紳也先生解説により性感染症の恐ろしさ，予
0時間25分 防策を探っていきます。
①口の中は､不思議の国
②歯の形を作ろう
③歯の形と役割を考えよう

V05027

歯・口の健康シリー
保健衛生・性教 ズ わくわく探検隊
育・運動
出動
0時間14分

V05038

ある身近な出来事をきっかけに３人の中学生
剛，佳奈，翔太と何でも知っているナビゲー
ター，゛お酒ナビ゛がアルコールが未成年者に
与える様々な影響を一緒に調べていきます。ビ
保健衛生・性教 未成年者とアルコー
デオでは特に，未成年者の脳に与える影響を中
育・運動
ル
0時間26分 心に解説しています。

④はみがき博士になろう
なぜ未成年者はお酒を飲んではいけないのだ
ろうか？

教材コード

V05040

分類

タイトル

時間

内容
家事と育児に明け暮れる日々を送っていた主
婦・山田裕美は，再び社会で働きたいと思い立
ち，早速，求職活動を始めるも不採用。３０代
も後半で，いまだ子育て中，社会との関わりを
絶って久しい裕美に，再就職の道は険しいもの
でした。が，そんな折，地域の女性センター等
で開催される「再就職支援セミナー」に参加
し，社会へ再チャレンジを目指す仲間が大勢い
ることを知り，勇気づけられます。裕美は再び
求職活動に積極的に取り組むが，果たして努力
保健衛生・性教
育・運動
元気に再チャレンジ 0時間25分 は実るのでしょうか?。

