教材コード

分類

タイトル

時間

内容
身近な場所で，子供が犯罪に巻き込まれる事
件が跡を絶ちません。子供たちを守り，安心し
て生活できる環境を築くにはどうすればよいの
でしょうか。
埼玉県上尾市のボランティアグループ「大石
北小学校区防犯連絡協議会」の「付き添い登下
校」と「校門前でのあいさつ運動」の実践例や
同小学校の隣りの「大石小学校区浅間台安全安
心支援隊」のあまり負担にならない「下校時間
に合わせての自転車で地域を回る銀輪パトロー
ル隊」と「家の前に出て水やりや外掃除などを
しながらの児童見守り隊」と「夕方，犬の散歩
をしながら子供たちを見守るわんわんパトロー
ル隊」と「夜，駅から自宅までの道のりを地域
に目を向けながらの帰宅パトロール隊」など，
地域の大人一人一人の目が子供たちに注がれる
環境をつくりだしている実践例を紹介していま
す。

D07007

D08001

D08007

D08026

また，「大石北小学校区防犯連絡協議会」が
同小学校のＰＴＡとの共催で，子どもたちの防
犯意識を高めることも目的とした子供たち自身
でつくる過程も含めての「地域安全マップづく
りとそのマップ」の紹介もしています。
増え続ける自転車事故。交通ルールや運転技
術を身につけずに自転車を運転する事が大きな
原因でもあると考えられます。また，最近で
は，自転車の性能が良くなりスピードも出やす
く，大きな事故につながるケースも増えていま
す。この作品は，この自転車免許制度の実際を
紹介することによって，自転車の正しい乗り方
を学び，事故も防止できるようにとの意図で編
交通安全・災害 ポンカンマンの自転
集されている作品です。 ＜アニメ実写合成映
防犯
車免許教室
0時間18分 画：１８分＞
交通事故の発生率を年齢層別に見てみると，
３歳から６歳までの幼児の事故が最も多い比率
を占めています。その原因のほとんどが，「飛
び出し」と「車の直前直後の横断」によるもの
です。
築こう ！
安全・
安心なまちを
交通安全・災害 ー 手をつなぎあう
住民たち ー
0時間24分
防犯

こうした幼児の交通事故を防ぐために，子供た
ちが関心をもって観られる，分かり易いアニ
できたかな？ あん
メーション。ケンタ（４歳・男の子）と愛猫の
ぜんかくにん ～ケ
ニャンタたちの一挙一動にハラハラしながら，
交通安全・災害 ンタとニャンタの交
自然と交通ルールを学べるよう工夫した内容で
防犯
通安全～
0時間13分 す。
配偶者からの暴力は，犯罪となる行為をも含
む重大な人権侵害です。配偶者からの暴力は，
配偶者からの暴力の
あなたの身近なところでおきています。このＤ
根絶をめざして～配
ＶＤは，配偶者からの暴力の根絶をめざして，
交通安全・災害 偶者暴力防止法のし
「配偶者暴力防止法」のしくみ等について分か
防犯
くみ～
0時間35分 りやすく紹介しています。
子供たちを犯罪から守るために，名探偵コナ
ンと仲間たちがＱ＆Ａクイズ形式で身近に潜む
「危険」を分かりやすく解説します。
みんなも名探偵になろう！

D09004

D09009

交通安全・災害 名探偵コナン防犯ガ
コナンが教える！子供防犯教育用ＤＶＤ＜アニ
防犯
イド
0時間26分 メーション＞
最近，小学校低学年を狙った「誘拐」，「連
れ去り」といった凶悪な事件が次々と発生して
います。低年齢のうちから，「まさか自分
が・・・」と思うのではなく，「自分も被害に
あうかも知れない」と，積極的に防犯意識を身
につけさせる試みが各地で行われ始めていま
ひとりのときがあぶ
す。本作品は，アニメと実写で描く，子供向け
の防犯教育用教材ビデオです。
ない ～ゆうかい・
交通安全・災害 つれさりにあわない
防犯
～
0時間15分 ＜アニメーション 及び 実写＞

教材コード

D09010

分類

タイトル

時間

内容
高齢者は，本人がなかなか自覚できない高
齢化による身体変化によって，視力の低下や道
路のわずかなデコボコにつまづくなど，交通事
故に遭遇する危険が高くなっています。
こうした高齢者が被害者となる交通事故をなく
すことがこの映像の切実な願いです。「高齢
楽しく街にでましょ
者」の特性をリアルにとらえたものをベースに
う
～高齢者だか
おき，説得納得によって分かりやすい語り口で
交通安全・災害 らこそ知っておきた
い交通ルール～
0時間23分 展開されています。
防犯
この作品は，小中学生がはまりやすい罠とそ
の対処法を，下記の3つのドラマで分かりやす
く紹介したものです。
ケータイ・ネット社会と子供たちが上手につき
あうための情報モラル学習教材です。
ドラマ１．架空請求と個人情報

D09011

ドラマ２．メール交換と友達関係
交通安全・災害 ネット社会の道しる
防犯
べ
0時間30分 ドラマ３．掲示板となりすまし
この作品は，小中学生がはまりやすい罠とそ
の対処法を下記の2つのドラマで分かりやすく
紹介したものです。
ケータイネット社会と子供たちが上手につきあ
うための情報モラル学習教材です。

D09012

ドラマ１．メールと依存症
交通安全・災害 ケータイ社会の落と
防犯
し穴
0時間25分 ドラマ２．ケータイサイトと不正請求
この作品は，小中学生がはまりやすい罠とそ
の対処法を，下記の2つのドラマで分かりやす
く紹介したものです。
ケータイネット社会と子供たちが上手につきあ
うための情報モラル教材です。
ドラマ１．ブログと個人情報
「情報」に変わるとき～

D09013

～「日常」が

交通安全・災害 ブログ社会の落とし
ドラマ２．ブログと権利侵害 ～ランキング競
防犯
穴
0時間25分 争が招くトラブル～
中高校生の携帯電話の利用普及率は，急速に
進んでいます。その一方で，「いじめ」や「犯
罪」につながるケースも増えています。本教材
は，実際にネットいじめと向き合った人たちを
取材し，トラブルに巻き込まれた生徒たちが解
決の糸口を見つけるまでを3つのドラマで再現
したものです。
ドラマ１．うちらのルール

D09014

D09017

ドラマ２．匿名ルール
交通安全・災害 ネットいじめに向き
防犯
合うために
0時間25分 ドラマ３．ネットいじめ
この教材は，幼児期の子供を対象に，分かり
やすいアニメーションで，地震に対する正しい
知識や心構えを身につけるために制作されまし
た。「地震はこわい」という恐怖心だけを植え
つけるだけでなく，子供の大好きな動物たちを
主人公にしながらストーリーを展開し，歌など
を交えながら，子供たちが豊かな想像力を活か
交通安全・災害 サル太郎 地震には負
して自分の命を守る方法を考えられる教材で
防犯
けないぞ
0時間15分 す。＜アニメーション＞

教材コード

D09018

分類

タイトル

時間

内容
子供たちの側に立った交通安全教材。ママパ
ンダが交通ルールをしっかりおしえます。

ある日，ママパンダは3匹の子パンダたちに，
交通ルールを教えるために街へ・・・・・。
「飛び出しパンダはダメパンダ」，「道に出る
とき，とにかく止まる」，「わたるパンダは横
断歩道」，「信号よく見てわたるパンダ」，
「横断歩道を遊びながらは，ダメパンダ」など
交通安全・災害 はじめにおぼえる交
防犯
通安全
0時間12分 など・・・・・。＜アニメーション＞
「 飛び出し禁止の金太郎！ 必ず停まって
よく見て右、左、右。道路は危険の金太郎！
遊ぶときには、公園、広場。二人乗り自転車禁
止の金太郎！ 片手、手放しひっくり返る。無
理は禁止の金太郎！ 横断歩道青でもチカチカ
は渡らない。家の角、車の陰、危険の金太郎！
信号無しならよく見て、よく聞
く。」・・・・・などなど、交通法規や交通マ
ナーに基づいての分かりやすい教材。
＜カラーアニメーション１
３分、日本交通安全協会 推薦＞

D10008

交通安全・災害
防犯
金太郎の交通安全

0時間13分 ＜幼児・小学生（低学年）向き＞
自転車を安全に乗るためには、ただルール
やマナーを覚えるだけでは不十分で、「なぜ危
険なのか？」、「どうしたら安全なのか？」と
いった疑問に対する子どもたち自身の理解が不
可欠です。そうした理解が、安全運転に必須の
「危険を予測する能力」 の 向上にもつながる
と考えます。
本教材では、子どもたちに「質問を投げか
け」、「考えさせる」といった手法を用いるこ
とで、自然とルールやマナー、危険予測力が身
に付くことを目指して企画・製作されている。

D10009

小学生の自転車の安
全な乗り方
～ な
＜２０１０年作品、実写、１
交通安全・災害 ぜ？ どうして？ か
６分、全日本交通安全協会推薦＞
防犯
ら考える ～
0時間16分 ＜小学生（中・高学年）向き＞

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
交通事故を防ぐためのポイントは、
１．飛び出しは絶対しない！
２．青信号、チカチカしたら渡らない！
３．道路で絶対遊ばない！
・・・・・・・・・・・・・・・などなど、い
くつかあげられますが、何と言っても大切なの
は、朝は早起きするなど、いつも心に余裕を
持って行動することではないでしょうか？
そこで、理恵子さんはお父さんと次のよう
なかたい三つの約束をしました。
１） 待つことを大切に
２） 急がないこと
３） 焦らないこと
そのためには？・・・・・・・
＜カラーアニメーション、１
４分、全日本交通安全協会推薦、
日本交通福祉協会推薦＞
＜小学生（中学年）向き＞

D10010

交通安全・災害
防犯
父との約束

0時間14分
２０１１年３月１１日午後２時４６分、三陸
沖を震源とするマグニチュード９．０の巨大地
震が発生。その後の大津波ー。東北放送が記録
した宮城県内の映像記録。

D11006

交通安全・災害 東日本大震災の記録
防犯
～3.11宮城～
2時間23分
２０１１年３月１１日午後２時４６分、三陸
沖を震源とするマグニチュード９．０の巨大地
震が発生。その後の大津波ー。東日本放送が記
録した宮城県内の映像記録。

D11007

交通安全・災害 3.11東日本大震災激
防犯
震と大津波の記録
1時間20分
２０１１年３月１１日午後２時４６分、三陸
沖を震源とするマグニチュード９．０の巨大地
震が発生。その後の大津波ー。河北新報社が記
録した宮城県内石巻沿岸部の映像記録。

D11008

東日本大震災 宮城・
交通安全・災害 石巻地方沿岸部の記
防犯
録
0時間31分

教材コード

D12018

分類

タイトル

時間

内容
自転車走行時の危険性を訴えながら，子ども
たちが楽しみながら自然に交通ルールを学べ
る。新道路交通法に対応

交通安全・災害 サル太郎 ヘルメッ
防犯
トはかぶってね
0時間15分
スタントマンが自転車事故の典型例をスタン
トで再現し，事故の恐ろしさを実感させること
で子どもたちの安全意識を高める。新道交法対
応

D12019

こんなときが危な
交通安全・災害 い！小学生のための
自転車安全教室
0時間17分
防犯
自転車事故の典型例をスタントで再現し，事
故の恐ろしさを実感させ，生徒の交通安全意識
を高める教材。新道交法対応

D12020

交通安全・災害 ケース・スタディ
防犯
中学生の自転車事故 0時間18分
地震･津波に対する効果的な防災･避難行動
を，東日本大震災を踏まえて映像により分かり
やすく解説した教材。

D12021

交通安全・災害 もし今地震が起きた
防犯
ら
0時間19分
あの日，保育園はどのようにして子どもたち
の命を守り抜いたのか，今後に生かすために｢
検証編｣と｢証言編｣で構成した教材。

D12022

交通安全・災害 3.11そのとき保育園
防犯
は①検証編
1時間0分
大津波の映像と共に，その後の被災者の救助
活動，復旧作業，被害者の探索等の行動を映像
として記録したもの。

D12023

海上保安官が見た大
交通安全・災害 津波と東日本大震災
防犯
復興支援
1時間58分
小学校低学年の子どもの作文をもとに，子ど
もの視点から交通安全についてつくられた教
材。交通安全ファミリー作品コンクール小学校
低学年の部最優秀作品(内閣官房長官賞)受賞

D13002

交通安全・災害
防犯
いってきます

0時間15分
身近な場所で犯罪の恐れがある場面をとりあ
げ，こんなときはどうする？とクイズ形式で問
い掛け，子ども自身が考えながら防犯対策の基
本を学べるように構成された教材。

D13003

交通安全・災害 あぶないめにあった
防犯
ときは？
0時間20分

教材コード

D13004

分類

タイトル

時間

内容
中学生自身が犯罪のことや防犯のことを調べ
る様子を捉えながら，犯罪者の心理，危険な場
所，万一襲われた場合の身の守り方等について
学べるように構成された教材。

交通安全・災害 不審者がいたら，ど
防犯
うする？
0時間19分
小学生の万引きは，とかく見過ごされがちだ
が，明らかな犯罪行為なので，できるだけ早い
時期にきちんと認識されることができるように
つくられたドラマである。

D14012

交通安全・災害 万引きは，ぜったい
防犯
悪い！
0時間14分
ボクはすぐに逃げた
交通安全・災害 んだ 東日本大震災
から学んだこと
0時間14分
防犯
ドライブレコーダー
は見た！ 自転車の
交通安全・災害 交通ルールを覚えよ
防犯
う
0時間15分

D14013

交通安全・災害
防犯

D15003

交通安全・災害
防犯

D15006

交通安全・災害
防犯

D13005
D14011

D15007

交通安全・災害
防犯
交通安全・防
災・防犯

D15043
交通安全・防
災・防犯
D16008
交通安全・防
災・防犯
D16009

東日本大震災の際，｢釜石の奇跡｣と呼ばれ
た，小･中学生が一人も死亡しなかった事例を
アニメ化し，避難の原則を明示した教材。
小学生の交通事故の多くを占める自転車事故
について，実際の｢ドライブレコーダーから見
た映像｣を駆使し，危険性を訴えルール厳守を
訴える教材。
小学生のケータイやネットによるトラブル急
小学生のためのケー
増を受け，加害･被害に遭わないように留意す
タイ･ネット教室
0時間30分 べき点，避けるべき点を明確にした教材。
いつ、どこで、地震が起きても不思議ではな
い。地震から命を守るために、どう行動するの
か、どういう備えをするのかなど、親子で話し
合う際のヒントを提供してくれる。
親子で一緒に 防災
計画 防災訓練
0時間24分
避難所の役割、開設・運営の流れ、東日本大
震災からの教訓などを分かりやすく解説した教
材。また、市民自らが避難所を運営する一員で
あることを自覚し、地域の共助力をより一層高
めることを訴える。
避難所の開設・運営
"
その時、皆さんの力
が必要です
0時間17分
自分は絶対に騙させないと思い込んでいる
が、被害が年々増え続けている振り込め詐欺。
被害の事例を再現し、被害防止策を紹介してい
ねらわれています！
く。高齢者の振り込め詐欺撃退法。
あなたも －多発す
る振り込め詐欺－
0時間22分
スマホの落とし穴
３４分
子どもたちがスマートフォンを使うときにあ
親子・地域で考えよ
りがちな問題を、６つのドラマで紹介する。ド
う
ラマにはスマホパトラというキャラクラーが登
場して、トラブルに関する補完情報を伝え、安
全で楽しく使用するためのポイントを教えてい
く。＜寄贈資料＞
交通事故の死者数に占める65歳以上の高齢者の
割合が，年々増加しています。このような事故
三遊亭小遊三の
17分
にあわない行動を三遊亭小遊三師匠がお笑いを
高齢者の交通安全
交えた話術で楽しくわかりやすく解説していま
す。
テレビで大人気の「はなかっぱ」が仲間たちと
はなかっぱの交通安
交通ルールを学んでいくアニメーションです。
全
13分
楽しい物語を通じて交通ルールを解説し、なぜ
ケーキを求めて右・
守らなければならないのかを理解できる構成に
左・右
なっています。

教材コード

分類

タイトル

時間

交通安全・防
災・
防犯

孫悟空の火の用心
まだまだ修行中

12分

交通安全・災害
防犯

染井家の火の用心

16分

日常生活を舞台に防火のポイントを解説。覚え
たその日から実行できるように、わかりやす
く、親しみやすく防火を学習。

12分

子どもたちに馴染みの深い虫たちがキャラク
ターになって登場するストーリーの中で、地震
が起きたときの行動や避難の仕方を分かりやす
く解説していきます。

D16022

内容
孫悟空，猪八戒，沙悟浄の仲間たちが，師匠の
三蔵法師と一緒に火災の恐ろしさを学ぶ火災予
防アニメーションです。
孫悟空たちは使い捨てライターによる火遊びの
怖さ，煙の危険性や花火をするときの注意点な
ど，クイズを交えながら勉強します。

D17013

交通安全・災害
防犯
D17014

じしんがきたらどう
する？
むしむし村の防災訓
練

「地震だ!!身を守れ！
秒）
「地震だ!!身を守れ！
「地震だ!!身を守れ！
秒）
「津波だ!!身を守れ！
コンテンツ
毎の時間
交通安全・災害
（内容の概
防犯
とっさの判断！君な
要参照のこ
らどうする？
と）
災害ケーススタディ

林家たい平の
交通安全・災害
高齢ドライバーの交
防犯
通安全

21分

D18015

通学路にて」
（６分24

秒）
「津波だ!!身を守れ！ 公園にて」
「台風だ!身を守れ！ 台風・集中ごう雨・土
砂災害」(7分50秒）
「雷・たつまきから身を守れ！」(8分48秒)
「雪害を学び身を守れ！」（8分15秒）
「火山を学び身を守れ！」（9分19秒）

高齢ドライバーの方は何十年も安全運転をして
いるので交通事故は起こさない。そして、自分
に限って事故を起こすはずはないと思っていま
せんか。交通事故はちょっとした不注意や気の
緩みで起きてしまいます。このビデオは高齢者
ドライバーの交通ルールと加齢に伴う身体的・
精神的特性を林家たい平師匠が軽妙な語り口で
解説して安全運転の大切さを示唆します。
(一般・高齢者対象)

近年、想定を超える規模の気象災害が多発して
います。広島市で起こった土砂災害をはじめと
して各地で大きな被害が発生しており、防災啓
気象災害から命を守
発の重要性がより高まっています。ここでは、
交通安全・災害
る
本編20分
局地的豪雨とそれに伴う災害を中心に取り上
防犯
『想定外』は、いま 証言集28分
げ、気象に関する正しい知識と命を守るすべを
起きるかもしれない
伝えます。
ナビゲータ：お天気キャスターの森田正光さ
ん(中学生・高校生・一般対象）

相次いで大きなゆれ
交通安全・災害
が！
防犯
熊本地震の特ちょう
を知っておこう

D18017

通学路にて」（５分）
自宅にて」（５分57

ロングバージョン
「地震だ!!身を守れ！」（9分18秒）
「津波だ!!身を守れ！」（12分40秒）

D17015

D18016

教室にて」（4分48

19分

小学校高学年を対象に、記憶に新しい「熊本地
震」を題材として取り上げ、地震とそのメカニ
ズムについて解説します。特に、今後も発生す
る頻度が高い熊本地震と同じ種類の地震（活断
層型地震）について詳しく説明します。
地震について博学なアニメキャラクター「ナマ
ズ博士」が登場し、子どもたちに活断層型地震
をやさしく解き明かしていきます。（小学校・
高学年対象）

教材コード

分類

タイトル

熊本地震・連続震度
７
交通安全・災害
内陸の浅い地震の怖
防犯
さ

時間

内容

23分

まだ、人々の記憶に新しい「熊本地震」を題材
として取り上げ、活断層型地震について考えて
いきます。熊本県で撮影した被災地の映像をも
とに、活断層と地震の関係、地震が起こるしく
み、そして過去の活断層型地震などについて検
証していきます。（一般対象）

40分

年間一万を超える覚せい剤事犯の検挙人数・・
さらに若年層を中心に大麻の検挙人数が増加傾
向に。薬物汚染の実態を「大麻乱用」「ネット
密売」「運び屋を使った密輸」の3つのケース
で探る。
ケース１：大麻の誘惑
ケース２：ネットが薬物を広める
ケース３：運び屋にされた彼女
（公益財団法人 警察協会から寄贈）

50分

誰もがインターネットに慣れ親しむ現代。それ
は、誰もがサイバー犯罪の被害者になりうる、
ということも意味します。
インターネット社会特有の犯罪の数々・・・。
次に騙されるのはあなたかもしれません！
第1部：スマートフォンで騙された！
第2部：ウェブサイトで騙された！
第3部：ビジネスメール詐欺の対策
第4部：公衆無線LANセキュリティー対策
（公益財団法人 警察協会から寄贈）

D18018

薬物汚染を許さな
い！
未来の日本のために

D18024

交通安全・災害
防犯

次にあなたが騙され
る

D18025

D18026

交通安全・災害
防犯
東日本大震災を語り
継ぐ
みちのく巡礼「次の
世代に語り継ぐメッ
セージ」

甚大な被害から得られた東日本大震災での貴重
第1巻
な教訓を人の命に向き合ってきた宮城県内12箇
（36分） 寺の住職の体験談を通して次世代に語り継ぐこ
とを目的として制作したものです。
第2巻
第1巻：宮城県南地区 六箇寺編
（45分）
第2巻：宮城県仙台・石巻地区 六箇寺編
（一般社団法人みちのく巡礼から寄贈）

運転マナーが大切
交通安全・災害 ～思いやり・ゆずり
防犯
あいの心が事故を防
ぐ～

16分

近年、車間距離を極端に詰めて挑発する行為や
走行中の幅寄せなどいわゆる「あおり運転」が
社会問題化しています。本作品ではまず「あお
り運転」をしないための心構えや、「あおり運
転」の遭遇した時の対処法を解説します。様々
な事故例をもとに、交通事故を防ぐため、交通
ルールをきちんと守ることやマナーの大切さ、
ゆずりあいの心で運転することの大切さを学び
ます。

13分

忍者玉丸と、くのニンが、消防士の黒丸や師匠
のじい丸と一緒に、火災の恐ろしさを学んでい
きます。子どもたちに火災の恐ろしさを知って
もらい、火遊びが原因である火災をなくすこと
を目的とした作品です。

交通安全・災害
防犯

D19002

交通安全・災害
忍者玉丸の火の用心
防犯
D19003

ニャンダーかめんと一緒に覚える誘拐防止の９
ポイント
ニャンダーかめんの
交通安全・災害
誘拐防止
防犯
ミーコちゃん ちゃ
んとチェック

D19004

11分

抵抗する力のない子供たちをいかにして犯罪か
ら守るか。日頃から自分を守るためには、どう
したらよいか話し合っておく必要があります。
誘拐防止のチェックポイントを身近なキャラク
ター＜ニャンダーかめん＞と一緒に覚えること
ができます。

教材コード

分類

タイトル

危険な目にあわない
ぞ！
交通安全・災害
ナナミパパの青空防
防犯
犯教室

時間

内容

１８分

子どもたちが犯罪被害にあわないためには、危
険を避ける力を子どもたち自身が身につける必
要があります。本作品では通学路や公園など子
どもに身近な場所を舞台に、危険な場所や怪し
い人、危険な目にあった時の対処法を具体的に
わかりやすく描きます。

１７分

子どもに多い「ながらスマホ」「ながらゲー
ム」の危険性を実験で検証しながら、正しい交
通ルールを確認し、「ながらスマホ」「ながら
ケータイ」の防止を強く訴えます。

D20003
スマホ・ケータイし
ながら大丈夫？
交通安全・災害
「ながら」の行動が
防犯
交通事故へ
D20006
F69023

交通安全・災害
防犯
チビ公の追跡

F70010

交通安全・災害 くらしの中の危険－
防犯
ガス－
0時間25分

0時間18分

F70019

交通安全・災害
防犯
小さな防火運動
交通安全・災害
防犯
交通戦争

F71012

交通安全・災害 お母さまあなたの力
防犯
を貸してください
0時間24分

F72021

交通安全・災害
防犯
あぶない遊び

0時間7分

F72022

交通安全・災害
防犯
信号をたしかめて

0時間8分

F73015

交通安全・災害 おとぎの国の交通安
防犯
全
0時間28分

F73023

交通安全・災害 火事のとき・地しん
防犯
のとき
0時間17分

F73024

交通安全・災害
防犯
車は急に止まれない 0時間8分

F75056

交通安全・災害 地震予知－地下水と
防犯
岩石－
0時間30分

F76039

交通安全・災害 パンダちゃんのこう
防犯
つうあんぜん
0時間14分

F78009

交通安全・災害 交通事故はなぜおき
防犯
る
0時間18分

F70015

0時間20分
0時間15分

自転車に乗って外へ出た小さな主人を，心配
のあまり追跡した子犬のチビ公と，しんせつな
老犬の物語です。
都市ガスやプロパンガスによる中毒とガス爆
発について，実験をまじえながら解説していま
す。ガスについての正しい知識や扱い方，留意
点などを具体的にえがいています。
家庭における防火を中心に，簡単な発火，消
火実験をおりまぜて解説したもので，家庭の防
火は，主婦が中心となって毎日の生活の中から
習慣づけることが大切であると訴えています。
子供と老人の交通安全に焦点をあて，交通安
全思想の周知徹底をはかる作品です。
子供を交通事故から守るための母親の役割
を，町ぐるみ交通安全の例を通してえがき，子
供の交通安全について，母親として何を考え，
どう行動すべきかを示唆しています。
子供たちの楽しい遊びの中にも，交通事故の
原因がかくされています。そのような遊びの中
の危険を，人形によるアニメ－ションによって
分かりやすくえがいています。
信号による安全な横断のしかたを，交通標語
をまじえながらえがき，信号の見方と，その意
味や機能を理解させようとしています。
幼児の心に密着した「お伽の国」のおもちゃ
や動物たちを主人公にし，ユ－モアとペ－ソス
の中で，規則の大切さ，交通事故の恐ろしさを
自然に理解させようとしている教材です。
避難訓練の様子を通して，安全な避難のしか
たと火災や地震に関する科学的な知識を実験な
どにより説明し，集団行動をする際の心構えな
どを理解させる教材です。
車の中から逆に歩行者を見ることによって，
子供の交通事故の原因を追求し，車は急に止ま
れないこと，車には死角があることなど，車の
特性と事故に焦点をあて解説しています。
川崎における集中観測の経過を通じて、地震
予知学の新しい理論－主として，地下水圧と岩
石破壊の関係及びショルツ理論－を分かりやす
い模型実験やアニメ－ションで紹介していま
す。
幼児や低学年の交通事故は相変わらず多い。
こうした不幸な事故を防ぐために小さいころか
ら交通安全の知識を教え，しつけを充分に身に
つけさせることが大切であることを教えていま
す。
小学生に多い交通事故にポイントを絞り，こ
れらの原因種別の事故はなぜおきるかというこ
とを分かりやすい実例や実験によって示して安
全知識を紹介しています。

教材コード

分類

タイトル

時間

F78024

交通安全・災害 都市が揺れるとき－
防犯
災害の死角－
0時間30分

F78033

交通安全・災害
防犯
宮城県沖地震の記録 0時間17分

F79011

交通安全・災害
防犯
地震とぼくたち

F79024

交通安全・災害 パンダちゃんのじて
防犯
んしゃきょうしつ
0時間14分

F80014

交通安全・災害
防犯
地震にそなえて

0時間19分

F81035

交通安全・災害
防犯
ぼくはじてんしゃ

0時間24分

F86015

交通安全・災害 タッチとびだしはア
防犯
ウトだよ
0時間17分

F86016

交通安全・災害 大地震で助かるため
防犯
に
0時間28分

F86017

交通安全・災害
防犯
とびたし危ない

0時間10分

F86018

交通安全・災害
防犯
ぼくはじてんしゃ

0時間24分

F87023

交通安全・災害 タッチとびだしはア
防犯
ウトだよ
0時間17分

F88030

交通安全・災害 大地震が学校をお
防犯
そった

F88031

交通安全・災害 ストップザ・自転車
防犯
事故
0時間20分

0時間20分

0時間20分

内容
宮城県沖地震は，震度５という強震となって
東北最大の都市仙台をおそいました。当時の状
況の記録から，ぜひ多くの教訓を心に焼きつけ
て，防災に対する心がまえを身につけることの
できる教材です。
１９７８年６月１２日午後５時１４分宮城県
沖を中心とした，東北の太平洋岸一帯を強い地
震がおそいました。地震の規模はマグニチュ－
ド７．４でした。この映画はその時の記録であ
り，災害に対する市民の再点検をうったえてい
る作品です。
子供と家庭の主婦を対象に，地震の危険性，
特に，二次的に発生する火災の恐ろしさを正し
く伝え，地震に備え手日頃どんな準備と心構え
が必要かを理解させる教材です。
交通事故の危険から子供たちを守り，道路交
通法に基づいた，正しく，安全な自転車の乗り
方，安全知識やル－ルを身につけてもらおう
と，愉快なアニメ－ションで描いています。
学校や登下校における地震発生に伴う危険や
避難の仕方などについての理解を深めさせなが
ら，どうしたら敏速かつ安全な集団行動ができ
るかという実践的な態度や能力を養う教材で
す。
子供に適した自転車の選び方，運転の規則と
マナ－，自転車の特性，点検と整備の必要性な
どを，街での体験の中でやさしく描いていま
す。
子供むけの交通安全映画として，テレビアニ
メのキャラクタ－をうまく使った作品です。ほ
のぼのとした愛とやさしさを生かしながら，子
供たちに交通安全の基本を，楽しく分かりやす
く教えています。
地震のもっとも危険であるという一分の間。
その一分間をどう行動するか，また，日頃から
備える地震対策の心構え等について，例を示し
ながら描いています。
小さい子供の交通事故，特にとびだし事故に
ついて三つのポイント（得意になると危ない，
考えごとをすると危ない，あわてると危な
い。）に分け，それぞれ動画を作って分かりや
すく描いています。
子供に買い求められた自転車の「語り」の形
式をとり，子供に適した自転車の選び方，運転
の規則とマナ－，自転車の特性，点検と整備の
必要性などを，街での体験の中でやさしく描い
ています。
子供むけの交通安全映画として，テレビアニ
メのキャラクタ－をうまく使った作品です。ほ
のぼのとした愛とやさしさを生かしながら，子
供たちに交通安全の基本を，楽しく分かりやす
く教えています。
万一，地震が発生した場合，自分の身の安全
を守るだけでなく，周りの人の安全を守るた
め，自分のできる役割を果たすことも大切なこ
とです。そして，大きな規模の地震が起きて
も，むやみに恐れず防災のためみんなで協力し
て立ち向かう積極的な姿勢を育てることをねら
いとした教材です。
道路を安全に走行するためのル－ルやマナ
－，それは 自転車に乗る人自身を守ると同時
に，ほかの人の大切な命を守るためにありま
す。それを遵守することは，自転車に乗る人の
義務であり責任でもあります。この映画は，多
発する自転車による事故をすこしでも少なくす
ることを願って事故の原因と安全利用の方法を
描いています。

教材コード

分類

F89014

交通安全・災害
防犯

F90002

交通安全・災害
防犯

F90044

交通安全・災害
防犯

F90066

交通安全・災害
防犯

F91042

交通安全・災害
防犯

F91046

交通安全・災害
防犯

F94018

交通安全・災害
防犯

F94042

交通安全・災害
防犯

タイトル

時間

内容
小学校の自転車事故で特に多い飛び出し事故
や急な進路変更，坂道での危険等に焦点をあ
て，事故にあったり，危険な目にあわないよう
にするためにはどうすればよいかを子供の「な
自転車の安全ウォッ
チング
0時間20分 ぜ」という疑問に答えながら描いています。
国や地方自治体がいくら防災の必要性を強調
しても，個人や地域の住民が日頃から防災意識
を持たなければ，災害を最小限度にくい止める
ことはできません。この映画は，災害に備え
て，住民の防災意識の啓蒙と住民レベルでの防
災意識－自主防災組織－の必要性を訴えていま
す。
災害に備えて－わが
町の防災体制－
0時間29分
地震の揺れには，初期微動を起こすＰ波と主
要動を起こすＳ波とがあります。この映画は，
その波の特徴に気づかせることを目的に，実験
模型などを用いて，視覚的に，分かりやすく描
地震の波
0時間6分 いています。
悪質なセ－ルスマンは，毎日，牙を磨いてお
年寄りや若者などを餌食にしようと狙っていま
す。この映画は，いままでにあった事例，将来
起こりうるケ－スも含め，悪徳商法の具体的手
口を興味あるドラマ形式で描いています。昭和
６３年１１月より施行された改正訪問販売法の
ポイントもあわせて説明しているので，高齢者
悪徳商法手口集
0時間30分 対象の映画会などに活用できます。
年々悪化する交通事情にともない，中学・高
校生の自転車事故が増えつづけています。事故
原因として，法規は知っているが実践しない，
故意に危険な乗り方をするなど交通マナーの乱
れが指摘されています。そこで，中高校生の通
学時にポイントをしぼって事故例を提示し分析
するとともに，基本に立ち返って交通法規と正
安全な自転車通学の
しい乗り方について考えさせようとしている教
ために
0時間19分 材です。
悲惨な交通事故に遇わないために，おそろし
さだけを前面に打ち出して教えるのではなく，
楽しさの中から交通安全の知識を自然に植えつ
ける。
にこにこぷん・こう
つうあんぜん－きを
ねらいからテレビでおなじみの「じゃじゃま
つけようくるまのか
る，ぽろり，ぴっころ」の三人を主人公に，ド
げからのとびだし－ 0時間11分 ラマ形式で話が展開する教材です。
子供たちの交通事故で，一番多いのが，飛び
出し事故です。低年齢層になるほど，その傾向
にあります。この映画は，子供たちにとっての
永遠のヒ－ロ－であるアトムが交通安全の基本
を繰り返し教えます。（１）飛び出しは絶対に
しない。（２）道路で遊ばない。（３）信号が
鉄腕アトムの交通安
青でも，左右を確認する。（４）曲がり角や物
全
0時間15分 陰の車に注意する。
中学校・高校生など，若者の自転車事故が相
変わらず多い，しかも最近は，「交通ル－ルを
守っていても」事故にあったというケ－スも多
くなっています。そこで，自転車の走行者も，
様々に変化する交通状況の中に潜む危険を読ん
だ乗り方が必要となっています。この映画は，
危険を読む自転車の
そういう側面から，改めて交通事故を考えさせ
のり方
0時間18分 ようとするものです。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
平成７年の阪神・淡路大震災を教訓として，
学校の児童に対し，映画を通じて地震の基礎知
識を身につけさせるとともに，突発災害時に，
的確な避難行動が迅速にとれるような実践的な
避難訓練を習得させる目的で制作しました。
映画内容は
１．阪神・淡路大震災の惨状
２．地震はどうして起きるか
３．地震によって起きる危険
４．地震に備えて
５，津波のこわさ
６．ふだんの備え（家族と一緒に）

F96005

交通安全・災害 地震！あなたはどう
防犯
する
0時間21分

F97001

交通安全・災害 地震！！あなたがで
防犯
きること
0時間21分

F98001

交通安全・災害 ロロとモモのじしん
防犯
とかじのはなし
0時間18分

F00001

交通安全・災害 いのちをまもるため
防犯
の五つのやくそく
0時間20分

F04005

交通安全・災害 １９７８宮城県沖地
防犯
震の記録
0時間18分

V86004

V88004

V89012

V89013

V89023

V89026

（文部省譲与フィルム）
学校や家庭での地震に対する備えと適切な行
動，地震の起こるしくみ，災害時において自分
自身や家族，そして地域の人々を守るための対
応などについて具体的にとらえ説明したもので
す。阪神大震災を教訓に，実践的な知識を身に
つけておく大切さを示唆しています。
地震による被害の様子，家庭や幼稚園での地
震に備えてふだんからの準備と心構えの大切
さ，地震が発生したときの安全な避難のしかた
などを家での生活や幼稚園での避難訓練の様子
を通して気づかせる教材です。さらに，火遊び
の恐ろしさや火事を見つけたらまわりの人に知
らせることなど，地震や火事に対する知識を分
かりやすくとらえています。
日常生活の中に潜む誘拐などの犯罪の危険性
や，自分の命をまもるための「五つの約束」を
覚えることがいかに大切であるか説明するとと
もに，「子供１１０番」シールのある 場所を
確認しておくなど，犯罪から守るための心構え
についてとらえさせる教材です。
１９７８年６月１２日午後５時１４分宮城県
沖を中心とした東北の太平洋岸一帯を強い地震
がおそった。地震の規模はマグニチュ－ド７．
４であった。この映画はその時の記録であり，
災害に対する市民の再点検を訴えている。
このビデオは，目で見るボランティア活動全
国ビデオコンク－ル最優秀作です。天竜厚生会
の活動やボランティア活動に参加した人のよう
すや感想を紹介しています。

交通安全・災害 福祉ってなんだろう
防犯
－福祉教育－
0時間25分
わたしたちの暮らし
とガス
ガスと空気の関係を理解させながら，ガスの
交通安全・災害 －安全，上手な使い
安全で上手な使い方を実例を示して描いていま
防犯
方－
0時間13分 す。
大正１２年９月１日，マグニチュ－ド７．
９，震度６，烈震の関東大地震の災害を忠実に
交通安全・災害 東京消失－関東大震
記録したもので，大地震に対する備えを訴える
防犯
災－
0時間50分 ビデオです。
急速な超高層都市化が進む中で，ひとたび火
災が発生したら，想像外の大惨事が予想されま
交通安全・災害 都市災害の恐怖－ビ
す。世界各地に起ったビル火災を紹介し，都市
防犯
ル火災編－
0時間30分 防災について考えさせるビデオです。
宮城県教育委員会家庭相談事業の構成とねら
すこやかさんこんに
いの説明。①手引き書による相談②電話による
交通安全・災害 ちは ・子供の心と
相談③巡回相談・子育てセミナ－④テレビによ
防犯
体
0時間30分 る相談。
子供の言葉を育てるためには，よい話し方や
よい聞き方に常に気をつけて対応することが大
すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・こどものこ
切です。対応の仕方について専門家からの助言
防犯
とば
0時間30分 を得て考える教材です。

教材コード

分類

タイトル

時間

V89027

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・ぼくこれが
してみたい
0時間30分
防犯

V89029

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・夜中に熱が
でたとき
0時間30分
防犯

V89030

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・ひとりでで
きる
0時間30分
防犯

V89031

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・子育ては自
信とゆとりで
0時間30分
防犯

V89032

交通安全・災害 すこやかな子どもた
防犯
ち
0時間30分

V90002

クルマは友だち－若
交通安全・災害 者たちへのメッセー
防犯
ジ－
0時間18分

V90010

交通安全・災害 絵図に見る災害の歴
防犯
史
0時間21分

V90016

東京消失
交通安全・災害 －関東大震災の記録
防犯
－
0時間50分

V90017

交通安全・災害 都市災害の恐怖－ビ
防犯
ル火災編－
0時間30分

V90022

交通安全・災害
防犯
わたしたちの防災

V91005

すこやかさんこんに
ちは ・病気に負け
交通安全・災害 ない子どもたち－小
防犯
児糖尿病－
0時間30分

V91006

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・ことばの生
防犯
活
0時間30分

V91009

交通安全・災害 すこやかさんこんに
防犯
ちは ・役割分担
0時間30分

0時間35分

V91047

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・共に生きる
防犯
社会のこども
0時間30分
防災－地震の被害防
止
交通安全・災害 －あなたを守る知恵
防犯
と行動－
0時間18分

V91062

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・ぜんそくな
防犯
んかとんでいけ！
0時間30分

V91013

内容
子供は遊びによって，楽しみながら成長発達
します。モザイク的遊び・模倣遊び・創造的な
遊びなど，遊びの分類と親の子に対する接し方
について専門家からの助言を得て考える教材で
す。
子供が夜中に急に発熱し，親があわてること
があります。発熱状態の観察の仕方，発熱時に
できる処置，救急の処置等について，専門家か
らの助言を得て，心構えを養うことをねらいと
しています。
子供を自立させるためにはどうしたらよいで
しょうか。６歳までを成長の一つの区切りとし
て，子供の世界を乱さないで意欲を伸ばしてや
るための配慮について，専門家からの助言を得
て考える教材です。
子供どうしの仲間関係が子供を育てる。子育
てグル－プは，親自身も楽しみながら育児の視
野を広げていくことが大事です。育児グル－プ
の実際とそれを支えるポイントについて，専門
家からの助言を得て考える教材です。
「すこやかな子供を育てるために」の本年度
シリ－ズの総まとめとして，「これからの子育
てはどうあるべきか」について，助言をしてい
ただいた専門家の方々の座談会です。
車の快適な運転（安全運転）とは何かを，若
者の心理に，フィットするゲ－ム感覚（コン
ピュ－タ・グラフィックス）を駆使し，興味深
く描いています。
日本は世界でも自然災害の多い国です。古代
から，現代の伊豆大島噴火にいたるまでの災害
の恐ろしさを絵図と生々しい映像で紹介し，
「防災の心得」を考えさせてくれる教材です。
大正１２年９月１日，マグニチュ－ド７．
９，震度６，烈震の関東大地震の災害を忠実に
記録したもので，大地震に対する備えを訴える
ビデオです。
急速な超高層都市化が進む中で，ひとたび火
災が発生したら，想像外の大惨事が予想されま
す。世界各地に起ったビル火災を紹介し，都市
防災について考えさせるビデオです。
火災発生のメカニズム，火災に備えて設置さ
れている種々な設備とその働き，火災の時の身
を守る方法等について，楽しく，分かりやすく
理解できるよう説明しています。
子供が長く付き合わなければならない病気に
小児糖尿病があります。この病気の種類，発熱
症状，治療の３原則，小学生の家庭や学校での
生活，また高校バレ－部の主将だった大学生の
練習の様子を紹介しています。
０歳児の言葉の発達の様子を紹介し，言葉の
やりとりには４つのはたらきがあること，言葉
をどのように教えるかについては，５つの方法
があることを紹介しています。
子供の自立を図るためには，手伝いを発展さ
せた役割分担が必要です。家庭での役割分担の
意味を考えながら，母親として注意すべき点に
ついて紹介しています。
「すこやかさん・こんにちは」の本年度の総
集編です。子育ての基本は，親子関係の安定が
一番大事であり，そのためのアドバイスを専門
家の先生が語っています。
地震体験者の体験談を交えながら，地震への
備えと地震が発生したらどうするかについて具
体的にくわしく，分かりやすく説明していま
す。
１０月はぜんそくシ－ズンです。ぜんそくに
負けない体をつくるにはどうすればよいでしょ
うか，発作を起こさないようにするには，お父
さん，お母さんができることはどんなことかを
専門家からの助言を得ながら考える作品です。

教材コード

分類

タイトル

時間

V91064

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・子どもを育
てるよろこび
0時間30分
防犯

V91066

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・けが，やけ
ど異物誤飲
0時間30分
防犯

V91067

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・楽しく食べ
よう
0時間30分
防犯

V92034

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは ・ボクガンバ
ルよ
0時間30分
防犯
海外旅行を安全に～
交通安全・災害 事件や事故に遇わな
いために～
0時間16分
防犯

V92047

交通事故のファ－ス
交通安全・災害 ト・エイド～知って
ほしい応急手当て～ 0時間17分
防犯

V93006

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは
防犯
①共に育つ親と子
0時間30分

V93008

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは
防犯
③ともだち
0時間30分

V91068

V93015

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは
防犯
⑤主治医はお母さん 0時間30分
すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは
防犯
⑥なぜ，どうして
0時間30分
すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは
防犯
⑩子育てをたのしむ 0時間30分

V93062

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは
防犯
①ふれあい
0時間30分

V93010
V93011

V93064

V93068

内容
三世代家族，核家族など，子供が育つ環境は
違っても，子供の成長には誰もが喜びを感じる
ものです。家族で支え合いながら楽しく子育て
ができるように，専門家から助言を得ながら考
える作品です。
おとなのちょっとした不注意や油断が，子供
の事故につながります。子供を事故から守りす
こやかに育てるためのポイントについて，専門
家の助言を得ながら子供との接し方を考える作
品です。
家族そろっての楽しい食事から健康が生まれ
ます。おっぱい，離乳食，おやつなど，子供の
メニュ－はもりだくさん。お母さんのアイディ
アが生きています。専門家の助言を得ながらア
イディアを考える作品です。
子供は好奇心に満ちています。子供の好奇心
を伸ばし，やる気を育てていくために，ほめ
方，しかり方について，専門家の助言を得なが
ら考える作品です。
海外で事件や事故などのトラブルに巻き込ま
れないための基本的な注意を１０項目にまと
め，分かり易く解説したものです。
交通事故を目撃したときの応急手当（人工呼
吸や心臓マッサ－ジや止血や骨折の手当の方
法）の方法や応急手当の必要性について述べて
います。
子供は心も身体も飛躍的に発達します。それ
らに対応する脳の発達を解説する教材です。子
供の動きを洞察し理解して対応を変える繰り返
しで親も子もともに成長することを訴えていま
す。
子供はともだちが大好きなのに時々けんかを
すし、それでもすぐ仲直りをします。子供に
とって友達とはどんなものか考えてみる教材で
す。
大きくなるまでに何度か病気をするのは当た
り前のことです。大切なことはどんな手当てを
したらよいか，どんな場合に病院で診てもらう
かを知ることの大切さを訴えています。
子供は好奇心のかたまりです。いろいろなも
のに興味を持ち，驚いたり疑問を持つことで考
える力がついてくるのです。
子育ては大変苦労が多いが，楽しみも多い，
子供を育てることで親も成長していく。子育て
の楽しさとは何かを考えてみる。
宮城県教育委員会のテレビによる育児相談
“健やかさん今日は”１０回シリ－ズの講師紹
介や総合テ－マ“触れ合い”の趣旨の説明，親
から子に対する働きかけや子供からの信号を的
確に受け止めて，触れ合いのやりとりを確実に
やっていくことが大切であることを解説してい
ます。
躾の漢字は身を美しく飾ると書きます。大人
が手本を示して指導していくことが大切で乳児
の時間に愛情関係をつくっていくことが大切で
す。

すこやかさんこんに
①基本的な生活習慣の自立食事，排泄，睡
ちは
眠，衣服の着脱
交通安全・災害 ③しつけはどうした
防犯
ら
0時間30分
②良いことと悪いことの区別
日本の乳幼児の死亡１万人の中で２０％は事
故によるものです。その主なものは交通事故，
墜落事故，火災事故，溺死，窒息死などです。
すこやかさんこんに
家庭内の事故を未然に防ぐための具的な対策や
交通安全・災害 ちは
親の安全チェックや事故に対する応急処置など
防犯
⑦危険がいっぱい
0時間30分 について考える作品です。

教材コード

分類

タイトル

時間

V93071

すこやかさんこんに
ちは
交通安全・災害 ⑩よその子もうちの
子も
0時間30分
防犯

V93090

地球は生きている－
交通安全・災害 自然災害と総合防災
－
0時間29分
防犯

V94005

交通安全・災害 －今三陸沖は黄信号
防犯
－津波が来るぞう
0時間20分

V94060

海外安全パスポ－ト
交通安全・災害 ～楽しい旅へのアド
バイス～
0時間15分
防犯

V94062

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは②
防犯
ママは栄養士さん
0時間30分

V94063

すこやかさんこんに
ちは③
交通安全・災害 こころのキャッチボ
防犯
－ル
0時間30分

V94064

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは④
防犯
ともだちっていいな 0時間30分

V94065

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは⑤
防犯
多世代家族の中で
0時間30分

V94066

すこやかさんこんに
ちは⑥
交通安全・災害 子育てに共通の理解
防犯
を
0時間30分

V94067

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは⑦
防犯
子どもとおもちゃ
0時間30分

V94068

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは⑧
防犯
ほめ方 しかり方
0時間30分

内容
子供の世界は家庭から近隣の社会に向かって
いきます。周囲の子供達に対してどう関わって
いくか。閉鎖的にならない社会の育成，多様な
価値観のあること，他を思いやる気持ち，安定
した連帯感，子供の安全，新しい知識の獲得，
道徳性の育成などがねらいとなっています。
地震・火山活動・台風などによる過去の自然
災害を踏まえ，国，地方治自体，そして住民一
人一人が自然災害に強い社会づくりのために何
を備え，どのように対処したらよいかを理解し
認識してもらうことを目的としている教材で
す。
三陸大津波となった明治２９年，昭和８年の
記録を検証して映像化しています。特にチリ地
震津波の記録をドキュメントタッチに絞り込
み，さらに津波に対する防災訓練，近代的な警
報システム等にスポットをあてています。
海外へ出かける日本人が旅先で犯罪に巻きこ
まれたり，事故にあうケ－スが増えています。
なぜトラブルに巻き込まれるのか，どうすれば
防げるかについて解説しています。また，渡航
先の安全情報についての情報収集の仕方につい
ていくつかの紹介しています。
新生児から乳幼児期までの栄養についてＪＲ
仙台病院の山口先生の指導。乳児にとっての母
乳の６つの利点，母乳育児推進グル－プや東北
公済病院の実際，助産婦さんの授乳時の諸注
意，家庭での離乳食づくりの実際，その他。
親子の人間関係は愛情が無ければ育ちませ
ん。知恵を育て自信を持たせて社会性をつくる
ため，子供の話をよく聞いて，親子の意思を通
じ合う心のキャッチボ－ルコミニケ－ションづ
くりの大切さを，東北大学の寺田先生が具体的
に説明しています。
子供たちは色々な遊びを通して様々な人がい
ることに気付き、しだいに社会性が育てられて
いきます。教会での遊びを通して苦労を乗り越
えてゆく国際結婚の家族や幼稚園における障害
児と健常児との付き合いの事例についてなかよ
し幼稚園長山本先生が解説しています。
多世代家族の子育てのメリットは何でしょう
か。４代９人の多世代家族の問題点や仕事を持
つワ－キング・ママの家庭の事例を紹介しま
す。誰が教育の主導権を持つのか，しつけの方
針，嫁姑の問題，電話相談など，ポイントはそ
れぞれの立場の尊重をと白百合短大松浦先生が
解説しています。
小子化や情報の氾濫によって子育ての不安が
募っている現在，保護者と保育者や幼稚園がと
のように関われば役立つのかを考えることは大
切です。保育者や幼稚園の設立目的や教育方針
の違い，入所入園前後に親の配慮すべき事項な
どについて，なかよし幼稚園長の山本先生が解
説しています。
子供が楽しく豊かに育っていくためにはおも
ちゃは必要です。よいおもちゃとは何か。おも
ちゃの働き，年齢に合ったおもちゃの与え方，
よいおもちゃの条件，手作りおもちゃの紹介な
ど，福祉大の「親子ふれあい教室」の実際を通
して東北福祉大学の西野先生が解説していま
す。
子供を叱るのはすぐできるが，ほめるのは意
識しないとなかなかできません。ほめ上手叱り
上手になるためにはどうしたらよいのでしょう
か。子供に物をねだられた時の留意１０項目，
家族外での叱り方，大人がよその子にどこまで
叱れるか等，白百合短大松浦先生が解説してい
ます。

教材コード

分類

タイトル

時間

V94069

すこやかさんこんに
ちは⑨
交通安全・災害 こんなときどうする
の
0時間30分
防犯

V95045

交通安全・災害
防犯
動物村の消防士

V95066

交通安全・災害 たけし君の交通安全
防犯
日記
0時間20分

V95109

交通安全・災害 阪神大震災
防犯
の心

V95129

なぜおきる交通事故
交通安全・災害 どうしてとびだした
防犯
の
0時間16分

V95130

V95131

V95132

0時間20分

被害者
0時間20分

内容
こどもクリニックの川村先生が子供によく見
られる病気の症状と対応について解説します。
発熱，解熱剤，ひきつけ，けいれん，風邪，せ
き，下痢，予防接種の対象疾病，小児科病院へ
のかかり方，医師とのコミョニケ－ションの持
ち方。
平和だった動物村も最近は火事続き。消防士
のウ－ボ－さんは毎日大忙しです。村に普及し
た家庭電器など使い方を知らないと大変。笑い
と緊張と涙が連続する楽しいスト－リ－の中か
ら火災予防の知識や避難の仕方の要点を教える
防災アニメの傑作。
交通ル－ルを知っているのに危ないめにあう
のはなぜでしょう。少年の生々しい体験を通し
て，安全教育は理屈より体で覚えることが大切
だということを実感的に訴える教材です。
阪神大震災で九死に一生を得た人や肉親をな
くした人たちの証言を通して，人の命の尊さや
ボランティア活動で発露された人間愛の素晴ら
しさを考えさせます。戦後最大の被害をもたら
した阪神大震災。その恐ろしさと哀しみは体験
した者にしかわかりません。計り知れない心の
傷を追った被害者のナマの声。決死の脱出と救
助，避難場での生活とボランティアへの感謝の
気持ち，肉親を失った哀しみ。ここから浮かび
上がってる生命の尊さ，助け合いの心，人間愛
の素晴らしさを分かちあってほしい作品です。
低学年の子供たちに多い，“とびだし”の事
故は，どのようにして起きるか，を豊富な実例
をもとにして，分かりやすく描き出している教
材です。
災害が発生したとき，救助活動は最初の７２
時間が勝負だといわれています。未曾有の大震
災に対して，消防・自治体・警察・病院などは
どのように立ち向かったのか。当時の映像を中
心に，時間を追って検証しています。

震度７・阪神大震災
〈主な内容〉
の教訓
交通安全・災害 １．ドキュメント神
発生時速報／火災の発生／災害対策本部／自
防犯
戸７２
0時間30分 衛隊の出動避難・救急の医療／交通の混乱
市民生活を支える基盤ともいえる水道，ガス
電気などのいわゆるライフライン。災害時に懸
念されるのは，そのシステムの崩壊。阪神大震
災での現実を検証するとともに，現代都市のラ
イフライン確保への課題について考える教材で
す。
〈主な内容〉
震度７・阪神大震災
の教訓
水道，電気，ガスの崩壊／救急医療の崩壊／
２．ライフラインと
ガス会社，電気会社の対応／火災が広がった原
地震火災
因
交通安全・災害 ～崩壊した市民生活
防犯
～
0時間22分
ライフライン確保のための課題
家屋の倒壊により多くの犠牲者を出した阪神
大震災。住宅の耐震性が改めて注目されて，家
屋が倒壊した原因を様々な角度から分析，地震
に強い住宅づくりや，耐震診断の仕方などを紹
介しています。
震度７・阪神大震災
〈主な内容〉
の教訓
３．家屋倒壊
木造家屋倒壊の原因／マンション倒壊の原因
交通安全・災害 ～あなたの家は万全
／耐震基準／新築する際のチェックポイント／
防犯
か～
0時間23分 自分の家の耐震診断／改築の具体例

教材コード

V95133

V96088

V96111

V96160

V96161

V96169

分類

タイトル

時間

内容
地震発生時，まず何をするべきか？日常の備
えは？阪神大震災以後，災害時の防災マニュア
ルの見直しが叫ばれている。自分の命を守るた
めに知っておきたい行動規範や非常用携帯品な
ど，阪神大震災の教訓を生かした防災対策を紹
介しています。

〈主な内容〉
震度７・阪神大震災
の教訓
阪神大震災／地震７とは／家具の倒壊防止／
４．グラッときたら
火の始末は？／緊急避難時の必要携帯品／情報
交通安全・災害 ～いのちを守る防災
術～
0時間21分 とデマ
防犯
いま私たちに問いかける，人の温もり，生き
ることへの感謝！。１９９５年１月１７日……
６３００人もの尊い命を奪っていったあの阪神
大震災。西宮市立樋ノ口小学校６年３組も，か
けがいのないクラスメートを失いました。学級
通信「ばこちん」に残された亡くなったクラス
メートの最後の作文。そして，どうすることも
できない深い悲しみの中，「ばこちん」を書く
ことで，少しずつ癒され，快復していく生徒た
ち。命って何だろう？にんげんて何だろう？地
震から卒業までを描く，６年３組，「心」の記
交通安全・災害 負けへんで！６年３
防犯
組の阪神大震災
0時間23分 録です。
中学生期に多い交通事故は，歩行中の事故と
自転車乗車中の事故です。それらについて具体
的な例を取り上げ，人的要因，車両要因そして
環境要因がどのように事故につながっているか
を分析し，解説します。さらに，なぜ中学生に
交通安全・災害 中学生期に多い交通
多いのかについて，中学生の心身の状態を解剖
防犯
事故－原因を探る－ 0時間10分 しながら追求しています。
ストーブのある暖かい部屋にいるトラちゃ
ん，ヨッちゃん。飛ばした紙飛行機がストーブ
に入って火事になり，近所の人たちの手際よい
交通安全・災害 トラちゃんの消防隊
消火で鎮火しました。その夜，夢の中で消防隊
防犯
長
0時間15分 長になったトラちゃんが大活躍するお話です。
関本卓治（１７）はオートバイに夢中です。
グループでローリングに出かけ，仲間と別れた
後も指定速度を越えて走っていた卓治は，ライ
トの中に横断中の人影をとらえ，急ブレーキを
かけたが間に合いませんでした。この悲劇，も
ともと言えば，ただスピードの快感のみを追求
し，交通ルールとマナーそして安全運転の心を
欠いたライダーの無謀運転から，起こるべくし
て起こったものです。被害者とその家族は……
交通安全・災害
加害者の一家……。「安全運転の心」の大切さ
防犯
暴走の報い
0時間28分 を説く作品です。
年中無休の母親業，息切れを感じることはあ
すこやかさんこんに
りませんか。子供も大切だけれども自分も大
ちは
切。そんな思いはどうすればよいのでしょう
交通安全・災害 ママだって満たされ
か。 中耳炎（放送日 平成８年１０月５日東
防犯
たい！
0時間30分 北放送テレビ）
人は赤ちゃんの時からお乳の飲み方もおも
ちゃの好き嫌いも違う，豊かな個性を持ってい
ます。そのすてきな違いを，育児においても大
切にしていくことがたいせつです。
①すこやか健康メモ
②咽頭炎と偏桃炎

V96174

③祖父母学級
すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは みんな 違っ
④お便り紹介（放送日
防犯
ておもしろい
0時間30分 日東北放送テレビ）

平成８年１１月１６

教材コード

分類

タイトル

時間

V96183

すこやかさんこんに
ちは ・じゃれあい
交通安全・災害 ふれあい たっぷり
と
0時間30分
防犯

V97031

交通安全・災害 どうろのあるきか
防犯
た・わたりかた

0時間10分

V97032

交通安全・災害
防犯
はじめての自転車

0時間10分

V97033

交通安全・災害 ドクターＸの自転車
防犯
安全セミナー
0時間21分

V97118

大好きな友だちそし
交通安全・災害 て学校 阪神大地震
防犯
と子どもたち
0時間43分

内容
仲間との交わりは，全身を使って泣いたり，
笑ったり。時には厳しいけんかも。子供達はお
互いの自己主張のぶつけあいから，人との付き
合い方を学びます。すこやか健康メモ 歯の話
パパ・ママのキッズふれあいクラブ 向山の
『のぞみ文庫』の川端英子さんの紹介（放送日
平成９年２月８日 東北放送テレビ）
子どもの交通事故で，いちばん多い飛びだし
事故。飛びだ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分かりやすく描いてい
る教材です。
自分の体にあった自転車の選び方をはじめ，
運転の仕方や走るときの注意点。またマナーや
点検の仕方など，自転車にはじめて乗るときに
必要な知識を，分かりやすい映像で紹介してい
ます。
危険な自転車の乗り方をしていた少年たちを
相手に，自転車博士が繰り広げるユニークな交
通安全指導。事故をどう予測し，どう対応すれ
ば防げるか，具体的に分かりやすく描いていま
す。
阪神・淡路大震災は，子供たちをも恐怖と悲
しみの，どん底につきおとしました。この子供
たちに，明るさと勇気をよみがえらせたのは，
友だちと学校の存在でした。そしてこの子供た
ちによって学校から家庭に，そして地域へと広
がり，明るさと希望を回復するのに大きな役割
を果たしたといわれます。この映画は，阪神大
震災を生きた子供たちの体験を通して，友だち
と学校に対する子供たちそれぞれの思いつめ，
元気に明るく生きる震災後の子供たちにせまる
作品です。
絵本は子供の心を育てるとても大切なもので
す。家庭での本の選び方や絵本の読み聞かせに
ついて，小さき花幼稚園の京けい子園長先生の
お話しを伺いながら，幼児と絵本・絵本の読み
聞かせとその効果などについて考えます。
［すこやか健康メモ］赤ちゃんの発熱
［いっしょに作ろう］パックとんぼ

V97146

V97147

※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
すこやかさんこんに
組』
ちは
交通安全・災害 どの絵本読もうか
（放送日 平成９年１０月４日 東北放送テ
防犯
な？
0時間30分 レビ）
家庭における親子のふれあいや，父親が育児
に参加することによるの心のゆとりなどについ
て，お人形社第二幼稚園の横澤行夫園長先生の
お話しを伺いながら，父親の役割を考えます。
親子ふれあいさわやかキャンプ（会場 岩出山
町）や，父親を考えるフォーラム（会場 柴田
町）での父親の役割についてのインタビューも
紹介しています。
※幼児の親を対象にした『ﾃﾚﾋﾞ育児相談番
すこやかさんこんに
組』
ちは
交通安全・災害 頼もしいな お父さ
（放送日 平成９年１０月１８日 東北放送
防犯
ん
0時間30分 テレビ）

教材コード

V97148

分類

タイトル

時間

内容
乳幼児の免疫は３～４ケ月過ぎると少しずつ
失われます。病気から身体を守るには，赤ちゃ
ん自身が免疫を作っていかなければなりませ
ん。その時の大切な役割が予防接種。定期接種
と任意接種・対象年齢・接種時期や主な副作用
の症状と対策・予防接種を受ける上での注意事
項などについて，仙台逓信病院小児科の田沢二
三代先生にお話しを聞きました。

※幼児の親を対象にした『テレビﾞ育児相談
番組』
すこやかさんこんに
ちは
（放送日 平成９年１１月１日 東北放送テ
交通安全・災害 予防接種を受けま
しょう
0時間30分 レビ）
防犯
かわむらこどもクリニック院長 川村和久先
生のお話をうかがいながら，子供の個性ついて
考える作品です。今，子供の個性を伸ばすこと
が，子育てに求められています。ともすれば，
個性という意味が誤解されがちです。

V97151

※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』
すこやかさんこんに
ちは
（放送日 平成９年１１月２９日 東北放送
交通安全・災害 個性とは？しつけと
は？
0時間30分 テレビ）
防犯
自分のからだは自分のもの。幼いうちから，
大切な自分自身を守るために「やめて！」「Ｎ
ｏ！」が言える子にするには，どうしたらよい
のでしょうか。

V97159

※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
すこやかさんこんに
組』
ちは
交通安全・災害 『やめて！』と言え
（放送日 平成１０年１月１０日 東北放送
防犯
る子に
0時間30分 テレビ）
病気に対する誤解は，子供の症状を悪化さ
せ，保護者のストレスにもつながります。子供
と自分のために，病気に対する誤解をといてい
きます。

V97160

※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
すこやかさんこんに
組』
ちは
交通安全・災害 子供の病気うそとほ
（放送日 平成１０年１月２４日 東北放送
防犯
んと？
0時間30分 テレビ）
子供時代によい食習慣をつけることが，健康
な生活への第一歩。飽食の時代といわれる現代
社会で，おとなはどんなふうに子供もたちの食
生活をとらえていけばよいのでしょうか。
幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

V97161

すこやかさんこんに
交通安全・災害 ちは
（放送日 平成１０年２月７日 東北放送テ
防犯
子供と食事
0時間30分 レビ）
力の強い子供弱い子供，障害を持った子供，
みんな一人一人大切な仲間です。日々の生活や
遊びの中で，ぶつかり合いながら人を理解し，
思いやる心が育っていきます。
※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

V97162

すこやかさんこんに
（放送日
交通安全・災害 ちは
防犯
みんな一緒に
0時間30分 テレビ）

平成１０年２月２１日

東北放送

教材コード

分類

タイトル

時間

V98041

交通安全・災害
防犯
とびだしちゃダメ！ 0時間20分

V98070

交通安全・災害 自転車の安全な乗り
防犯
方
0時間10分

V99069

交通安全・災害 がんばれ！子象の交
防犯
通安全パトロール隊 0時間17分

V99070

交通安全・災害 カブタックの交通安
防犯
全
0時間15分

内容
小さな子供たちは，歌や踊りが大好き。交通
安全をテーマに，思わず踊りだしたくなるよう
な，楽しい歌を全編にちりばめたミュージカル
スタイルのアニメーション。可愛らしい動物の
キャラクターたちの活躍に見入るうちに，自然
に交通安全の基本を身につけるような，新しい
形の教材です。
自転車は歩行者に対しては危険な乗り物にな
ることや，自転車に乗るときに守らなければな
らない交通ル－ル，また，２人乗りなどの危険
性など，さまざまな実験をとおして自転車の安
全な乗り方を考える教材です。
静かな街並を横切るハイウエーを真っ赤なス
ポーツカーとサイが運転するダンプカーが猛ス
ピードでジグザグ運転をしています。その無謀
運転のために子象のお母さんは子供たちの犠牲
になり大ケガをしました。もう二度とこんな事
故を起こさない為に子象は交通安全パトロール
隊に入隊することを決意します。
テレビで大人気のビーロボカブタックとその
仲間たちが登場。子供の交通事故を減らしたい
という願いに応えて，愉快な仲間と一緒に“交
差点や道路の横断の仕方”や“車の後ろに潜む
危険”“急な飛び出しに注意する”等，正しい
交通ルールとその大切さを楽しく学べる作品で
す。
子供たちにとって自転車は自分で運転する初
めての乗り物です。技術も未熟で交通ルールも
よく分からない子供たち，特に小学生が自転車
の事故を起こすことが多くあります。自転車事
故を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。実
際に起こった事故例から原因を探ってみいま
す。
①１様々な事故例１～２
②道路を走る前に交通ル－ルを知る
③自転車の技術の向上

V99071

交通安全・災害 ひろし君と学ぶ 安
防犯
全な自転車の乗り方 0時間22分

V00053

交通安全・災害
防犯
自転車大好き

V00054

交通安全・災害 あっぱれ 桃太郎の交
防犯
通安全
0時間17分

V00055

交通安全・災害 はれときどきぶたの
防犯
交通安全
0時間15分

V00080

ご隠居さんの交通安
全シリーズ①
交通安全・災害 ちょっと待った！
防犯
魔の交差点
0時間13分

0時間10分

④安全点検と整備
サイクルサッカーの選手の話をとおして，手
放し運転や二人乗りなど，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
方について解説している教材です。
ある日のこと，桃太郎は里に迷い込んだ旅人
から交通違反で街を荒らし回る「暴走鬼族」の
話を聞きました。「よし！ぼくがその鬼をこら
しめる」層決心した桃太郎はイヌ，サル，キジ
をしたがえて街へむかい，きび団子を食べてパ
ワーアップした桃太郎たちは大活躍。とうとう
鬼たちは降参して交通ルールを守ることを誓う
のでした。
子供たちに大人気のテレビアニメ「はれとき
どきぶた」（矢玉四郎原作）の交通安全ビデオ
である。主人公・則安くんとその仲間たちが登
場し，楽しく交通ルールを学べるよう，ポイン
トを 押さえて理解しやすいように構成されて
います。
「大変だ！煙草屋のトメさんが車にはねられ
た！」交差点は，直進車，右折車，左折車が交
錯するところを，歩行者は横断しなければなり
ません。高齢者の事故で圧倒的に多いのが歩行
中で，しかも交差点で起こっています。どうし
てこのような事故が起こったのか，高齢のトメ
さんにどんな要因が潜んでいたかをご隠居さん
（猫八）と山田隆夫の愉快なやり取りを中心に
解説していく作品です。

教材コード

V00081

V00082

V01029

分類

タイトル

時間

内容
「大変だ！幽霊が出た！」ご隠居さん（猫
八）の知り合いの高齢者が，夜，墓地の脇道で
幽霊をひいてしまいました。墓地の脇道は街頭
も少なく薄暗い。黒っぽい服装の歩行者は，ド
ライバーからは非常に見えにくく，対向車のラ
イトを受けると一瞬見えなくります。この巻で
は，夜間の交通事故の典型的な例を取り上げ，
夜間運転時の注意（とくに高齢者の場合）と歩
ご隠居さんの交通安
行者側の気をつけることについて解説する作品
交通安全・災害 全シ リーズ② 夜道
のこわ～い話
0時間13分 です。
防犯
ご隠居さん（猫八）の知り合いの高齢者が，
自転車で商店街を走っていて，車と接触，転倒
した際に軽い怪我をしました。そこで山田が
「いつもフラフラしながら自転車に乗ってるか
らな」。さらに，ご隠居さんの自動車の運転に
ついても判断の鈍さを指摘して怒らせてしま
う。この巻では高齢者の身体機能の衰え，運転
操作のミス，状況判断の遅れなどの問題を取り
ご隠居さんの交通安
上げ，過去の経験や技術を過信しないよう事故
交通安全・災害 全シ リーズ③ その
自信が危ない！
0時間13分 例で具体的に解説する作品です。
防犯
今，小学校の「万引き」が激増しています。
スリルを伴う一種の遊びと考えたり，仲間はず
れにされるのがいやだと思って友人につき合っ
ているなど，その動機は様々ですがいずれにも
共通しているのは「罪の意識の低さ」です。こ
の作品では「万引き」が「犯罪」であることを
子供たちに意識させ，社会のルールを守る大切
さを訴えると同時に，周りの大人が非行の小さ
な芽に気づき，きちんと対応していかなければ
交通安全・災害
防犯
万引きはダメッ！
0時間21分 ならないことも示しています。
１９９５年１月１７日，午前５時４６分，兵
庫県南部を中心に，大地震が起こりました。マ
グニチュードは７．２。震度は７の激震を記録
し,高速道路は崩れ落ち，鉄道の電車は横転し,
コンクリートのビルも倒れ，多くの家々もつぶ
れました。そして，町のあちこちから火災が起
こり，５，５００人を越す人々が亡くなりまし
た。
①地震と揺れ
②地震国日本
③地震が起きたときの対応
・登校時や下校時に起きたら
・家の中にいるとき起きたら

V01064

V01079

V01099

交通安全・災害
防犯
地震と安全

0時間15分

④ふだんからの準備について
近年，児童たちが誘拐事件や殺害事件など，
凶悪な犯罪にまきこまれる事件が多発していま
す。

そこで，児童等が犯罪から身を守るための方
交通安全・災害 守ろう！みんなの大
法について考え，学び，知識を習得していくこ
防犯
切な命
0時間20分 とを目的に制作した教材です。
私たちの身近に起こっている地震。何故起こ
るか知っているでしょうか。私たちがふだん目
にしている地形が地震と関係があることを知っ
ているでしょうか。兵庫県南部地震のときに起
こったことを注意して観察していくと，実はこ
んなところに，地震のなぞを探るヒントがたく
さん見つかります。「こぶ平君」「ナマズ君」
が身近にできる実験を交えながら，みなさんと
交通安全・災害
防犯
地震はなぜおこる？ 0時間17分 一緒にかんがえていきます。

教材コード

分類

タイトル

時間

V02032

交通安全・災害 地域のためにみんな
防犯
のために
0時間15分
安全は自分自身の手
交通安全・災害 で 事件や事故から
身を守ろう
0時間20分
防犯

V02047

交通安全・災害 ｽﾞｯｺｹ三人組
防犯
の安全教室

V02051

交通安全・災害 おじゃる丸の交通安
防犯
全
0時間15分

V02053

幼い命の悲鳴を救う
交通安全・災害 ために 地域の虐待
防犯
防止
0時間20分

V02096

交通安全・災害 親子で学ぶ 火事の
防犯
用心・地震の用心
0時間11分

V02118

交通安全・災害 地震！あなたができ
防犯
ること
0時間21分

V03030

交通安全・災害 危険の予測で交通安
防犯
全を
0時間20分

V03053

交通安全・災害 出会い系サイトの危
防犯
険
0時間20分

V01122

自転車
0時間20分

V03061

交通安全・災害 ちびまる子ちゃんの
防犯
交通安全
0時間13分
ちびまる子ちゃんの
交通安全・災害 地震を考えるｰわが家
防犯
防災ー
0時間13分

V03077

交通安全・災害 飛び出し事故が起き
防犯
るとき
0時間10分

V03058

内容
みんなで力を合わせて洪水から地域を守る水
防活動！！ひとたび水害に見舞われると，都市
では数多くの被害がもたらされます。都市が都
市として機能するために私たちの暮らしを守る
ために，自ら地域を守ることの大切さを訴えて
います。
犯罪から生徒達を守る中学校の取り組みを紹
介しながら，学校や地域社会における防犯対策
の重要性を認識させる教材です。
最近，小学生の自転車による事故が多発して
いることから，花山第二小学校では自転車の安
全な乗り方を指導する「安全委員」を上級生か
ら選び，下級生に教えることになりました。６
年１組でも「指導委員」を決めようとしている
ところに，なんと手を上げたのは意外にもハチ
ベー，ハカセ，モーちゃんのズッコケ三人組で
した。釣り大会の選手を選んでいるのだと勘違
いしたのでした。相変わらずのおっちょこちょ
いぶりに担任の宅和先生は頭を抱えてしまう
が，妙案を思いつきました。
本田先生のもと，交通ﾙｰﾙを学ぶことになっ
たおじゃる丸たちの活躍を楽しく見る間に，交
通ルールと交通安全の大切さを学んでいく教材
です。
児童虐待事件。その悲惨な現実は，大きな社
会問題になっています。この作品は隣の子ども
の悲鳴を耳にしたある主婦を軸にし，虐待問題
への関わり方を探っていく教材です
愉快な宇宙人の父と子が活躍するテレビ番組
｢親子クラブ｣の防災アニメーション。元気なお
ばあちゃんとパパ，ママ，イチロ，ユリ親子と
宇宙人親子のロン，ルンがくりひろげる，楽し
いお話をとおして火事の怖さと原因等のほか防
災の大切さを，訴える教材です。
阪神大震災を実例に地震のときの対策をてい
ねいに解説しています。１．ゆれているときど
う身を守るか。２．ゆれがおさまったときにす
ることは何か。等，学校を中心に行動の例を収
録しています。
日常生活での交通安全に関して，目に見える
危険や見えない危険が潜んでいることを緊張感
を持って捉えることができ，安全な行動が身に
つけられるよう映像構成に工夫を凝らした作品
です。
｢出会い系サイト」はバーチャルの世界で
す。顔の見えない相手と携帯電話でアクセス
し，ハンドメールのやりとりだけで信用し親密
になったと思いこんでしまう点に危険な落とし
穴が存在します｡特に女性がメールで知り合っ
た男性に暴行されたり，殺人，監禁，恐喝など
様々な被害にあっています。実際に会う事は危
険と知っていながら，私なら大丈夫，逃げれば
いいと考えてはいないでしょうか。中・高校生
が軽い気持ちで出会って，事件に巻き込まれな
いかが心配です。リスクの重さを理解し，犯罪
に遭わないよう自己防衛することを訴えていま
す｡
まるちゃんは，友達との遊びや登校時など，
毎日の生活の中で一つずつ交通安全の大切さに
気がついていきます。この作品では，交通安全
の重要性を理解するとともに，まるちゃんと一
緒に自然に交通ルールを身につけられるように
製作されています｡
まるちゃんの家庭の防災を例にどこの家でも
考えておかなければいけない地震の時の備えに
ついて分かりやすく描いています｡
飛び出し事故を中心に，事故に結びつく３つ
の要素（心にすきがあるとき，行動にすきがあ
るとき，環境の問題）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てい
ます｡

教材コード

V04018

V04026
V04031

分類

タイトル

時間

内容
携帯電話の急速な普及によって利便性も高ま
りましたが、その裏には危険性も隠れているの
です。中高校生が、犯罪や被害に巻き込まれる
ケースが増えています。そこで、彼らが被害に
交通安全・災害 凶器にもかわる携帯
防犯
電話
0時間20分 遭わないようにと願い、制作しています。
○信号は正しく、必ず守りましょう。 ○横
断歩道を渡りましょう ○斜め横断は絶対して
はいけません ○車の間からの横断は絶対にし
てはいけません ○駐車場、道路で遊ばないこ
交通安全・災害 みーちゃんとゆうす
防犯
けの交通安全
0時間15分 と ○その他の内容
交通安全・災害 ミーコちゃんちゃん
ニャンダーかめんと一緒に覚える誘拐防止の
防犯
とチェック
0時間11分 ９ポイントの紹介です。
○過密都市・大坂
○過密解消への取り組み
○島根県の過疎地帯

V04052

交通安全・災害 中学校地理シリーズ
防犯
過密と過疎
0時間8分

V04066

交通安全・災害 なくせ！
防犯
カー

ストー

○高齢化や過疎に対する取り組み
普通の女子大生・吉川彩乃（小倉優子）は同
級生の男子学生・佐藤慎也に好意をもたれま
す。軽い気持ちでデートをした彩乃に対して、
執拗に交際を求める慎也。彩乃のあいまいな態
度にいら立つ慎也の行動は次第にエスカレー
ト。とうとう慎也は彩乃のことをつけ回すス
トーカーになってしまいます・・・。ストー
カー被害に遭わないようにするには、またス
トーカーをつくらないようにするにはどうすれ
ばよいのでしょうか。ストーカーの犯罪を分か
0時間40分 りやすく解説しています。
①仙台市にある熱心な自主防災クラブの紹介
②２００３年７月，直下型の宮城県北部連続
地震発生！
③家具転倒防止のボランティアが生まれた
④２００３年９月，海洋型の十勝沖大地震，
津波の恐怖
⑤大地震で恐ろしいのは火災による二次災害
⑥防災の最大の力は，隣近所のつながり，助
け合い

V05011
V05015

V05022

V05023

V06007

交通安全・災害 大地震の恐怖残され
防犯
た教訓
0時間26分

⑦大地震への備えと対処策を詳しく解説
ハム太郎とハムちゃんが登場し火事の恐ろし
交通安全・災害 ハム太郎のとっとこ
さや，地震の際の防災の大切さを分かりやすく
防犯
大事だ 防災訓練
0時間13分 楽しく学べるようにこうせいした。
自転車は乗り方を間違うと凶器となり，自転
車運転者が加害者になってしまいます。たと
え，未成年者でも自転車を操作する運転者であ
るということに注意を喚起し，事故の加害者に
交通安全・災害 安全な自転車のルー
なる自転車運転者も賠償責任を負わなければな
防犯
ル
0時間20分 らないということを訴える為に制作しました。
ちょっと，おっちょこちょいでお人好しの主
人公。なんとなく，友だちになりたくなるリー
ルマンが，しっかり！と交通安全のポイントを
解説します。自然にリピートすながら覚えられ
交通安全・災害 ルールマンの交通安
る魅力を盛り込んだＮＥＷタイプの交通安全教
防犯
全
0時間15分 材です。
近年，信じられないような犯罪が発生し，中
学生などが被害者になるような凶悪な事件や事
故が増えています。
そこで，犯罪から生徒たちを守る中学校の取
り組みを紹介しながら，学校や地域社会におけ
交通安全・災害 安全は自分自身の手
る防犯対策の重要性を認識する目的で制作され
防犯
で
0時間20分 た教材です。

教材コード

V06008

V07003

分類

タイトル

時間

内容
昨今，子どもが被害に遭う凶悪犯罪が急増し
ている。いつ起きるかもしれない連れ去
り・・・。

子供を守るために一番大切なことは，犯罪の
起きにくい環境をつくることですが・・・。地
域の大人たちは，子供を守るために何ができる
交通安全・災害 子ども連れ去り被害
防犯
防止
0時間22分 のか？・・・。
「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。
やんちゃな少女のドロシーやカカシ，ブリキの
人形，ライオンのおなじみのキャラクターたち
が，オズの魔法の不思議な世界で交通ルールの
基本を学んでいく物語。大人から子供まで親し
まれているオズの魔法使いの世界を楽しみなが
交通安全・災害 オズの魔法使いの交
防犯
通安全の旅
0時間12分 ら，交通安全が身につく作品です。
子供への虐待，その深刻化は地域住民の結び
つきの崩壊と無縁ではありません。人と人とが
互いに支え合う，そんな地域づくりが，今求め
られているのです。
この教材は，上記のことをテーマに，
１．子供の虐待とは？
２．虐待防止ネットワークづくりが大切で，
全国でも顕著な取組を紹介。

V07005

交通安全・災害 ネットワークで防ぐ
防犯
子どもの虐待
0時間25分 の二部構成となっています。

