
ジャンル 分類 タイトル サブタイトル 時間：分 対象（下限） 対象（上限） 資料番号

1 社会 平和 かんからさんしん 78 小・低学年向 一般向け ＤＶＤ３５４

2 教育教材 体育・保健 考えよう！私の性　みんなの性
中学生のいのちとこころを守る
性教育シリーズ

19 中学生向 中学生向 ＤＶＤ３５５

3 人権 人権 クレヨンの星 14 幼児 一般向 ＤＶＤ５１２９
4 人権 人権 風の旅人 30 中学生向 中学生向 ＤＶＤ５１３０
5 人権 国際理解 在日コリアンの肖像 時代を生きる家族・7年の足跡 45 中学生向 一般向 ＤＶＤ５１３１
6 社会 環境 異常気象　地球で今、何が… 地球温暖化対策を考える 21 一般向 一般向 ＤＶＤ３５６
7 社会 環境 地球温暖化対策 　実現のカギは… 21 中学生向 高校生向 ＤＶＤ３５７
8 社会 環境 なぜ防げないの！地球温暖化 20 小・高学年向 小・高学年向 ＤＶＤ３５８
9 社会 教育 天王寺おばあちゃんゾウ　春子　最後の夏 99 一般向 一般向 ＤＶＤ３５９
10 社会 職場・職業 受けよう、活かそう！ストレスチェック 15 一般向 一般向 ＤＶＤ３６０
11 社会 職場・職業 元気な職場を作るメンタルヘルス７ ①ストレスチェックを活用したセルフケア 25 一般向 一般向 ＤＶＤ３６１
12 社会 職場・職業 元気な職場を作るメンタルヘルス７ ②部下が休職する前にできること 25 一般向 一般向 ＤＶＤ３６２
13 社会 職場・職業 減らそう！セクシャル・ハラスメント ～職場の風土を変えよう～ 25 一般向 一般向 ＤＶＤ３６３
14 社会 職場・職業 出産・育児への理解がない ～職場のマタニティ・ハラスメントを防ぐ～ 26 一般向 一般向 ＤＶＤ３６４
15 社会 職場・職業 職場に潜む火災 ～事例から学ぶ防火管理～ 24 一般向 一般向 ＤＶＤ３６５
16 社会 情報・メディア 知っておこう　個人情報のトラブル 12 一般向 一般向 ＤＶＤ３６６
17 社会 情報・メディア ネットワーク社会のトラブル ～危険性と安全対策～　第1巻 38 中学生向 青年向 ＤＶＤ３６７
18 社会 情報・メディア ネットワーク社会のトラブル ～危険性と安全対策～　第2巻 38 中学生向 青年向 ＤＶＤ３６８
19 社会 情報・メディア 未来 －ＳＮＳの罠－ 18 中学生以上 一般向 ＤＶＤ３６９

20 社会 情報・メディア みんなの情報モラルⅠ
アニメ―ションで学ぶ！
ネット社会のルールとマナー

43 小・中学年向 一般向 ＤＶＤ３７０

21 社会 情報・メディア みんなの情報モラルⅡ
アニメ―ションで学ぶ！
ゲーム機・スマホ安全教室

43 小学生向 保護者・一般向 ＤＶＤ３７１

22 くらし 安全・防災 気象災害から身を守ろう！ 台風・大雨・落雷・土砂災害・竜巻 19 小学生向 高校生向 ＤＶＤ３７２
23 くらし 安全・防災 気象災害と避難方法 台風・豪雨・土砂災害・落雷・竜巻 20 中学生向 高校生向 ＤＶＤ３７３
24 くらし 安全・防災 巧妙化する詐欺手口に備える 21 一般向 一般向 ＤＶＤ３７４
25 くらし 安全・防災 スマホ・ケータイしながら大丈夫？ 「ながら」の行動が交通事故へ 17 小学生向 小学生向 ＤＶＤ３７５
26 くらし 安全・防災 ズッコケロボの自転車の交通安全 16 小学生向 小学生向 ＤＶＤ３７６
27 くらし 安全・防災 その自転車の運転危険です！ 交通事故を検証する 18 中学生向 高校生向 ＤＶＤ３７７
28 くらし 安全・防災 大丈夫ですか？火の消し忘れ ～データでみる住宅火災の原因～ 19 一般向 一般向 ＤＶＤ３７８
29 くらし 安全・防災 地域の人々を戦力に 自主防災の新しい挑戦 24 一般向 一般向 ＤＶＤ３７９
30 くらし 安全・防災 注意一秒　怪我一生 26 一般向 一般向 ＤＶＤ３８０
31 くらし 安全・防災 被災地からのメッセージ 25 一般向 一般向 ＤＶＤ３８１
32 文学 日本の民話・童話殿さまの茶わん 16 小学生向 中学生向 ＤＶＤ３８２

33 人権 人権
セクハラ・パワハラ処方箋  最新4プログラム
　（4巻セット）

93 一般向 一般向 ＤＶＤ５１３２

34 人権 障がい者問題 合理的配慮の実践法 障害のある者、ない者が共に学ぶ 20 指導者向 保護者向 ＤＶＤ５１３３
35 人権 障がい者問題 障害のある子　障害のない子 ちがいを認めて助け合おう 18 小・高学年向 小・高学年向 ＤＶＤ５１３４
36 人権 高齢者 認知症と向き合う 30 一般向 一般向 ＤＶＤ５１３５
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