
番号 タイトル 分野 テーマ 時間 備考 種別
Vあ01 相手を理解する　言葉の背景を見つめると 学校教育 国語科 37分 ビデオ
Vあ02 青の洞門 学校教育 道徳 14分 ビデオ
Vあ03 赤ちゃんがうまれるまで 学校教育 理科 10分 ビデオ
Vあ04 あした元気になあれ―元気配達人・松村智広― 人権教育 同和問題 27分 ビデオ
Vあ05 あしたね、ゆれ動く心、４歳児 幼児教育 22分 ビデオ
Vあ06 あたたかい沖縄県のくらし 学校教育 社会科 17分 ビデオ
Vあ07 新しい学問と町人の文化 学校教育 社会科 23分 アニメ ビデオ
Vあ08 新しい風 人権教育 30分 ビデオ
Vあ09 雨にぬれた碑 人権教育 平和学習 23分 ビデオ
Vあ10 ありがとう 学校教育 道徳 20分 ビデオ
Vあ11 ありがとう―あなたへこころから― 家庭教育 20分 ビデオ
Vあ12 新しいヨーロッパの姿ＥＵとユーロをもっと知ろう 学校教育 社会科 20分 ビデオ
Vあ13 あなたを応援します～いつでもどこでもだれでもチャレンジ～ 人権教育 男女共同参画 40分 ビデオ
Vあ14 明日への伝言　祈りかさねて　神戸60年目の記憶 人権教育 平和学習 30分 ビデオ
Vい01 生きてます、１５歳 人権教育 障害者 22分 アニメ ビデオ
Vい02 いじめ１４歳Ｍｅｓｓａｇｅ 人権教育 いじめ問題 25分 アニメ ビデオ
Vい03 いじめ、ゼロをめざして―家庭と学校の連携― 人権教育 いじめ問題 30分 ビデオ
Vい04 １ばんゆうき 学校教育 道徳 13分 アニメ ビデオ
Vい05 いちばん近くに 人権教育 外国人 22分 アニメ ビデオ
Vい06 いっしょに歩こう～豊かな国際社会をめざして～ 人権教育 外国人 45分 ビデオ
Vい07 いのち輝いて 人権教育 障害者 30分 ビデオ
Vい08 いのち輝くとき 人権教育 虐待 30分 ビデオ
Vい09 いのち輝け！思春期　心の教育を考える 家庭教育 30分 ビデオ
Vい10 いのちのあさがお 人権教育 36分 ビデオ
Vい11 いのりの手 学校教育 道徳 18分 アニメ ビデオ
Vい12 インターネットの罠 社会教育 情報教育 20分 ビデオ
Vい13 一番星 学校教育 道徳 45分 ビデオ
Vい14 いつでもどこでもだれでも　教室におけるネットワーク利用 学校教育 情報教育 22分 ビデオ
Vい15 いにしえの奈良　平城京の姿が見える 社会教育 15分 ビデオ
Vい16 衣服の変化から歴史を発見しよう 学校教育 社会科 22分 ビデオ
Vい17 今、インターネットの有害情報から子どもを守るために 家庭教育 情報教育 12分 ビデオ
Vい18 色と形で伝える　ビジュアル・コミュニケーションの時代 学校教育 美術科 23分 ビデオ
Vう01 ウェット・ブルー 人権教育 同和問題 54分 ビデオ
Vう02 うちの子に限って 家庭教育 29分 ビデオ
Vう03 うっかり奥さまの　ＰＥＴボトルリサイクル 社会教育 環境問題 18分 ビデオ
Vう04 美しいメッセージ 人権教育 同和問題 27分 アニメ ビデオ
Vう05 「美しく豊かな言葉をめざして」表現を豊かにするために～「かわいい」ってどういうこと？ 社会教育 42分 ビデオ
Vう06 運動大好き！体力が豊かな心と体を育む 学校教育 体育科 20分 ビデオ
Vえ01 エイズってなに? 人権教育 ＨＩＶ 20分 ビデオ
Vえ02 ＨＩＶとエイズ 人権教育 ＨＩＶ 22分 アニメ ビデオ
Vえ03 エールを贈るバス 人権教育 障害者 29分 ビデオ
Vえ04 絵に見る日本の美術のよさ―表現の多様性と美しさを探る― 学校教育 美術科 23分 ビデオ
Vえ05 エル・ネット「オープンカレッジ」で　大学のキャンパスに早変わり 社会教育 18分 ビデオ
Vお01 お母さん、泣かないで 学校教育 道徳 17分 アニメ ビデオ
Vお02 おかあさんの再挑戦 人権教育 男女共同参画 20分 ビデオ
Vお03 おこりじぞう 人権教育 平和学習 28分 アニメ ビデオ
Vお04 お酒は子どもになぜ悪いの？ 学校教育 体育科（保健） 20分 ビデオ
Vお05 幼い命の悲鳴を救うために―地域の虐待防止― 人権教育 虐待 26分 ビデオ
Vお06 お助けマン参上 人権教育 高齢者 30分 ビデオ
Vお07 お父さんの出番です 家庭教育 20分 ビデオ
Vお08 男たちの居場所づくり 人権教育 男女共同参画 21分 ビデオ
Vお09 鬼の子とゆきうさぎ 学校教育 道徳 22分 アニメ ビデオ
Vお10 おばあちゃんありがとう 人権教育 同和問題 52分 ビデオ
Vお11 おばあちゃんありがとう 家庭教育 15分 ビデオ
Vお12 おばあちゃんの青春 人権教育 高齢者 17分 ビデオ
Vお13 おはようの一言で 学校教育 道徳 18分 ビデオ
Vお14 親学サポートブック 家庭教育 26分 ビデオ
Vお15 親子ではぐくむ「素晴らしき思春期」 家庭教育 26分 ビデオ
Vお16 親と子の対話 家庭教育 29分 ビデオ
Vお17 「親の目　子の目」いのちってなあに 学校教育 総合的な学習 28分 ビデオ
Vお18 音の風景をたずねて 学校教育 音楽科 20分 ビデオ
Vお19 親子で語ろう！テレビの見方 家庭教育 20分 ビデオ
Vか01 火事からみんなを守る 学校教育 社会科 15分 ビデオ
Vか02 風と大地と梨の木と　第３章老いのいきさき 人権教育 高齢者 54分 ビデオ
Vか03 風の旅人 人権教育 障害者 30分 アニメ ビデオ
Vか04 風のひびき 人権教育 障害者 54分 ビデオ
Vか05 体のつくりと働き―食べる― 学校教育 理科 11分 ビデオ
Vか06 カワウソ親子の冒険 学校教育 道徳 19分 アニメ ビデオ
Vか07 カワウソ親子の冒険（字幕スーパー） 学校教育 道徳 19分 アニメ ビデオ
Vか08 かわってきたわたしたちのくらし 学校教育 社会科 13分 ビデオ
Vか09 考えながら感じながら 学校教育 図画工作科 21分 ビデオ
Vか10 かんからさんしん 人権教育 平和学習 78分 アニメ ビデオ
Vか11 がんばるしきじ～和泉の識字～ 人権教育 24分 ビデオ
Vか12 頑張れ！お父さんパパたちの子育て奮闘記 人権教育 男女共同参画 16分 ビデオ
Vか13 がんばれまあちゃん 人権教育 障害者 48分 ビデオ
Vか14 学校にネットワークを！ 学校教育 情報教育 23分 ビデオ
Vか15 壁のないまち 人権教育 障害者 35分 ビデオ
Vか16 仮免許　練習中 人権教育 30分 ビデオ
Vか17 明日への伝言　語りつぐ炎の記憶 人権教育 平和学習 30分 ビデオ
Vき01 きいちゃん―私、生まれてきてよかった― 人権教育 障害者 21分 アニメ ビデオ
Vき02 気づくことがはじめの一歩～男女共同参画社会を築くために～ 人権教育 男女共同参画 24分 ビデオ
Vき03 きつねとぶどう 家庭教育 11分 アニメ ビデオ
Vき04 希望の春 人権教育 54分 ビデオ
Vき05 基本介護技術Ⅰ 社会教育 介護 18分 ビデオ
Vき06 基本介護技術Ⅱ 社会教育 介護 27分 ビデオ
Vき07 基本介護技術Ⅲ 社会教育 介護 23分 ビデオ
Vき08 基本介護技術Ⅳ 社会教育 介護 33分 ビデオ
Vき09 基本介護技術Ⅴ 社会教育 介護 34分 ビデオ
Vき10 きまりのない国 学校教育 道徳 16分 アニメ ビデオ
Vき11 虐待から子どもを守るために 人権教育 虐待 53分 ビデオ
Vき12 九州エネルギーロード 学校教育 総合的な学習 39分 ビデオ
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Vき13 今日もよか天気たい 人権教育 35分 ビデオ
Vき14 危険なアクセス 人権教育 情報モラル 30分 ビデオ
Vく01 雲が晴れた日 人権教育 53分 ビデオ
Vく02 くもりのち晴れ 人権教育 いじめ問題 40分 アニメ ビデオ
Vく03 クラスメイト 人権教育 いじめ問題 20分 ビデオ
Vく04 黒い雨にうたれて 人権教育 平和学習 90分 アニメ ビデオ
Vく05 暮らしの中の「あいまいな表現」 学校教育 国語科 35分 ビデオ
Vけ01 ケガレ観再考 ―肉とケガレ観― 人権教育 同和問題 29分 ビデオ
Vけ02 源吉じいさんと子ぎつね 学校教育 道徳 18分 アニメ ビデオ
Vけ03 元気をありがとう 人権教育 53分 ビデオ
Vけ04 元気に再チャレンジ！ 人権教育 男女共同参画 25分 ビデオ
Vこ01 皇后陛下美智子さま　子供時代の読書の思い出　 社会教育 55分 ビデオ
Vこ02 こうして話せばいいんだね―話し方・聞き方― 学校教育 国語科 19分 ビデオ
Vこ03 校長先生が泳いだ 人権教育 障害者 20分 アニメ ビデオ
Vこ04 高齢者から学び、ともに生きる 人権教育 高齢者 33分 ビデオ
Vこ05 こぎつねのおくりもの 学校教育 道徳 30分 アニメ ビデオ
Vこ06 心かよいあうボランテｲア活動 社会教育 20分 ビデオ
Vこ07 こころつくりこころ伝え 学校教育 美術科 22分 ビデオ
Vこ08 心の交響楽（シンフォニー） 人権教育 13分 アニメ ビデオ
Vこ09 心の花たば 学校教育 道徳 13分 アニメ ビデオ
Vこ10 心響きあうまちに～高校生の目で見たバリアフリー～ 人権教育 障害者 20分 ビデオ
Vこ11 心ひらくとき 人権教育 55分 ビデオ
Vこ12 心を結ぶ愛のハーネス 人権教育 障害者 55分 ビデオ
Vこ13 子育ての極意　　ゆっくり、ゆったり 家庭教育 17分 ビデオ
Vこ14 ５等になりたい 人権教育 障害者 76分 アニメ ビデオ
Vこ15 琴美の決意―差別なき未来に向かって― 人権教育 同和問題 37分 ビデオ
Vこ16 子どものくらしのうつりかわり 学校教育 社会科 13分 ビデオ
Vこ17 ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ＆テディ　　子ごもとしつけ 家庭教育 16分 ビデオ
Vこ18 こまったらここへ　なやんだらあそこへ 家庭教育 20分 ビデオ
Vこ19 ごみ博士になろう！ 学校教育 環境問題 14分 ビデオ
Vこ20 ごめんね　ミーちゃん 学校教育 道徳 12分 アニメ ビデオ
Vこ21 「こらっ！」のおじいちゃん 学校教育 27分 ビデオ
Vこ22 これで安心！インターネットを楽しむために 社会教育 情報教育 20分 ビデオ
Vこ23 根絶！夫からの暴力-あなたは悩んでいませんか- 人権教育 女性 27分 ビデオ
Vこ24 こうすればできる小学校英語活動 学校教育 外国語 24分 ビデオ
Vこ25 高等学校「情報」教員養成教材　授業設計と教材開発の指導～情報Ｂを中心に～ 学校教育 情報教育 36分 ビデオ
Vこ26 高等学校「情報」教員養成教材　情報Ｃにおける学習とその指導 学校教育 情報教育 29分 ビデオ
Vこ27 高等学校「情報」教員養成教材　普通科「情報」の目指すもの 学校教育 情報教育 37分 ビデオ
Vこ28 子どもの居場所づくり―基本編― 社会教育 27分 ビデオ
Vこ29 子どもの居場所づくり―事例編― 社会教育 25分 ビデオ
Vこ30 子どもの居場所づくり―マニュアル編― 社会教育 30分 ビデオ
Vこ31 この空の下で 人権教育 障害者 42分 アニメ ビデオ
Vさ01 サラムという名の隣人 人権教育 外国人 38分 ビデオ
Vさ02 さるカニ合戦　いじめっこザルと正直カニさん 学校教育 いじめ問題 12分 アニメ ビデオ
Vさ03 三月三日の風　　水平社誕生物語 人権教育 同和問題 53分 ビデオ
Vさ04 酸性雨 学校教育 環境問題 10分 ビデオ
Vさ05 酸性雨を考える～わたしたちの地球を守るために～ 学校教育 環境問題 20分 ビデオ
Vさ06 サンタさんは大いそがし 学校教育 12分 アニメ ビデオ
Vさ07 産業社会と人間のススメ 学校教育 総合学科 20分 ビデオ
Vさ08 算数すきになれるかな―算数的活動― 学校教育 算数科 22分 ビデオ
Vさ09 差別っていったい何やねん―歩く水平社宣言・川口泰司― 人権教育 同和問題 30分 ビデオ
Vし01 じごくのそうべえ 学校教育 17分 アニメ ビデオ
Vし02 地震と災害 社会教育 20分 ビデオ
Vし03 自然の風景―地球とその成りたち― 学校教育 社会科 10分 ビデオ
Vし04 しつけとルール 家庭教育 18分 ビデオ
Vし05 信濃川とさかなたち 学校教育 社会科 20分 ビデオ
Vし06 字のないはがき 家庭教育 18分 アニメ ビデオ
Vし07 自分らしさを求めて 学校教育 30分 ビデオ
Vし08 「障害者」それぞれの暮らしそれぞれの自立 人権教育 障害者 27分 ビデオ
Vし09 障害者の心 人権教育 障害者 20分 ビデオ
Vし10 障害のある人とともに生きる 人権教育 障害者 29分 ビデオ
Vし11 証言　阪神大震災　　その時くるまは 社会教育 27分 ビデオ
Vし12 翔太のあした 人権教育 男女共同参画 54分 ビデオ
Vし13 職場へふたたびの朝 人権教育 障害者 38分 ビデオ
Vし14 女性の人権を考える 人権教育 女性 25分 ビデオ
Vし15 ―人権啓発ドキュメント― 叫びとささやき 人権教育 同和問題 45分 ビデオ
Vし16 人権を考える～識字がひらく明日～ 人権教育 同和問題 29分 ビデオ
Vし17 人権を考える～みつめてみませんかあなたのこころ～ 人権教育 同和問題 29分 ビデオ
Vし18 「人権を確かめあう日｣を今 人権教育 29分 ビデオ
Vし19 身障犬ギブのおくりもの 人権教育 39分 ビデオ
Vし20 新ちゃんが泣いた 人権教育 障害者 36分 アニメ ビデオ
Vし21 しんちゃんのさんりんしゃ 人権教育 平和学習 24分 アニメ ビデオ
Vし22 自然と環境　大気・水・土と生物を調べる 学校教育 理科 20分 ビデオ
Vし23 人権感覚のアンテナって？ 人権教育 39分 ビデオ
Vす01 水平社博物館（館内案内ビデオ） 人権教育 同和問題 4分 ビデオ
Vす02 スーパーマーケットのひみつ 学校教育 社会科 13分 ビデオ
Vす03 素顔の心で 人権教育 同和問題 53分 ビデオ
Vす04 スタート 人権教育 45分 ビデオ
Vす05 姿なき侵入者 人権教育 情報モラル 40分 ビデオ
Vせ01 せかいいちうつくしいぼくの村 人権教育 平和学習 16分 アニメ ビデオ
Vせ02 世界のペットボトル　　北アメリカ編 学校教育 環境問題 15分 ビデオ
Vせ03 セクシャルハラスメント　職場のイエローカード、レッドカード 人権教育 女性 25分 ビデオ
Vせ04 セッちゃん 人権教育 いじめ問題 34分 ビデオ
Vせ05 せんせい　せんせい―３歳児の世界― 幼児教育 21分 ビデオ
Vせ06 生活に生きている　日本の美術文化 学校教育 美術科 22分 ビデオ
Vせ07 世界の中の日本の役割　戦後の復興・発展と国際貢献 学校教育 社会科 20分 ビデオ
Vそ01 それぞれの明日 人権教育 50分 ビデオ
Vそ02 それぞれの音色―太鼓の町に生きる― 人権教育 同和問題 38分 ビデオ
Vた01 だけん、なん 人権教育 同和問題 58分 ビデオ
Vた02 確かな学力　ネットワーク活用 学校教育 情報教育 22分 ビデオ
Vた03 大学から明日が見える～開かれた大学の姿～ 社会教育 22分 ビデオ
Vた04 たのしいぞうけいあそび　いいこと考えた 学校教育 図画工作科 21分 ビデオ
Vた05 たのしさいっぱい！郷土の音楽 学校教育 音楽科 20分 ビデオ
Vた06 旅立ちの日に 人権教育 障害者 40分 アニメ ビデオ
Vた07 食べ物博士の「調べてみれば？」 学校教育 総合的な学習 17分 ビデオ



Vち01 地域に生きるボランティア 社会教育 20分 ビデオ
Vち02 地域に根ざした伝統的地場産業のいま、そして明日へ 人権教育 同和問題 29分 ビデオ
Vち03 地域の歴史を調べる―ふるさとを探検しよう― 学校教育 社会科 21分 ビデオ
Vち04 小さな叫び 人権教育 虐待 30分 ビデオ
Vち05 ちいさな勇気―見ぬふりあなたは？― 社会教育 15分 ビデオ
Vち06 地球が動いた日 学校教育 76分 アニメ ビデオ
Vち07 地球環境を守る―エンノスケの旅― 学校教育 環境問題 20分 ビデオ
Vち08 地球号ＳＯＳ 学校教育 環境問題 20分 ビデオ
Vち09 地球と環境 学校教育 環境問題 20分 ビデオ
Vち10 ちぎれ雲～いつか老人介護～ 人権教育 高齢者 120分 ビデオ
Vち11 ちっちゃいけどいい？友だちを求めあうなかで 幼児教育 22分 ビデオ
Vち12 チケットをつくってきたんだけど～ふくらむイメージ・支える教師～ 幼児教育 21分 ビデオ
Vち13 着衣泳入門―水に落ちてもあわてない方法― 学校教育 体育科（保健） 18分 ビデオ
Vち14 千夏のおくりもの 人権教育 54分 ビデオ
Vつ01 つくる、飾る、デザイン行動 学校教育 美術科 22分 ビデオ
Vつ02 紡ぎだす未来 人権教育 35分 ビデオ
Vて01 手紙 人権教育 平和学習 18分 アニメ ビデオ
Vと01 同和問題これからの課題 人権教育 同和問題 28分 ビデオ
Vと02 ドキュメンタリー　結婚 人権教育 同和問題 33分 ビデオ
Vと03 トビウオのぼうやはびょうきです 人権教育 平和学習 19分 アニメ ビデオ
Vと04 とび出そう、まちの中へ、自然の中へ 学校教育 総合的な学習 20分 ビデオ
Vと05 翔べオオムラサキ 学校教育 道徳 49分 ビデオ
Vと06 とも子ちゃんとわたし 学校教育 20分 アニメ ビデオ
Vと07 泥棒と殿様 社会教育 60分 ビデオ
Vと08 どんぐり森へ 学校教育 道徳 15分 アニメ ビデオ
Vと09 とんび家族 家庭教育 54分 ビデオ
Vと10 特別授業　こんにちは！先ぱい　きずな～世代を超えた交流～ 学校教育 総合的な学習 16分 ビデオ
Vと11 飛び込んでみよう！日本の学校　英語版 学校教育 外国語 23分 ビデオ
Vと12 どくとる・なーると考える、食の大切さ～食育～ 学校教育 家庭科 15分 ビデオ
Vと13 どくとる・なーると考える、森林の大切さ～地球に優しい木の役割～ 学校教育 総合的な学習 15分 ビデオ
Vな01 泣いた赤おに 学校教育 道徳 15分 アニメ ビデオ
Vな02 泣いて笑って涙してポコア、ポコ 人権教育 障害者 53分 ビデオ
Vな03 ながさきの子うま 人権教育 平和学習 27分 アニメ ビデオ
Vな04 ならぬことはならぬ 家庭教育 29分 ビデオ
Vな05 なくせ！ストーカー！心の闇に潜むもの 社会教育 40分 ビデオ
Vな06 名前・・・それは燃えるいのち 人権教育 18分 ビデオ
Vの01 農家の仕事―おいしいお米をつくる― 学校教育 社会科 13分 ビデオ
Vの02 野菊の墓 社会教育 20分 アニメ ビデオ
Vの03 残された日記 人権教育 同和問題 56分 ビデオ
Vは01 橋のない川 人権教育 同和問題 139分 ビデオ
Vは02 「橋のない川」にみなければならないもの 人権教育 同和問題 44分 ビデオ
Vは03 始めよう！通学合宿―いしかり・子ども宿の活動― 社会教育 28分 ビデオ
Vは04 はだしのゲン 人権教育 平和学習 85分 アニメ ビデオ
Vは05 はだしのゲン　　第１部 人権教育 平和学習 107分 ビデオ
Vは06 はとよ　ひろしまの空を 人権教育 平和学習 21分 アニメ ビデオ
Vは07 阪神大震災 社会教育 114分 ビデオ
Vは08 ハンセン病　剥奪された人権 人権教育 ハンセン病 25分 ビデオ
Vは09 発見！！篳篥の魅力 学校教育 音楽科 20分 ビデオ
Vひ01 飛騨高山　森と生きる 学校教育 社会科 23分 ビデオ
Vひ02 陽だまりの家 人権教育 42分 アニメ ビデオ
Vひ03 人あるかぎり～あらたなる史実から～ 人権教育 同和問題 29分 ビデオ
Vひ04 人あるかぎり～今、子どもたちへ～ 人権教育 29分 ビデオ
Vひ05 人あるかぎり～暮らしの中で～ 人権教育 29分 ビデオ
Vひ06 人あるかぎり～ささえあう明日を～ 人権教育 29分 ビデオ
Vひ07 人あるかぎり～女性史をみつめて～ 人権教育 女性 29分 ビデオ
Vひ08 人あるかぎり～人権を確かめあうとりくみは家族から家庭から～ 人権教育 30分 ビデオ
Vひ09 人にいちばん近いまち 人権教育 同和問題 58分 ビデオ
Vひ10 人の世に熱と光を 人権教育 同和問題 26分 ビデオ
Vひ11 １人ぼっちの狼と７ひきの子やぎ 学校教育 道徳 18分 アニメ ビデオ
Vひ12 火の雨がふる 人権教育 平和学習 80分 アニメ ビデオ
Vひ13 ひびけ！和だいこ 人権教育 22分 アニメ ビデオ
Vひ14 病気にならない体をつくる―小学生の生活習慣病予防― 学校教育 体育科（保健） 15分 ビデオ
Vひ15 微生物の働きと生物のつりあい 学校教育 理科 20分 ビデオ
Vひ16 広がる未来！私が選ぶ　チャレンジする女性たち 社会教育 男女共同参画 29分 ビデオ
Vふ01 風化からの告発　身元調査を考える！ 人権教育 同和問題 32分 ビデオ
Vふ02 プラスチックが見た夢 学校教育 環境問題 20分 ビデオ
Vふ03 プラスチックのリサイクルと油化 学校教育 環境問題 17分 ビデオ
Vふ04 不思議あそび　不思議の世界をつくりだそう 学校教育 美術科 22分 ビデオ
Vふ05 藤ノ木古墳　よみがえる古代ロマン 社会教育 50分 ビデオ
Vへ01 へんてこなボランティア 人権教育 48分 ビデオ
Vほ01 ボクの犬小屋日記 学校教育 道徳 20分 ビデオ
Vま01 マイ・プロジェクト 人権教育 60分 ビデオ
Vま02 負けるな！千太～さよならいじめ虫～ 人権教育 いじめ問題 24分 アニメ ビデオ
Vま03 街で生きる障害者と共に 人権教育 障害者 30分 ビデオ
Vま04 学び座 学校教育 102分 ビデオ
Vま05 守ろう！みんなの大切な命 学校教育 安全教育 20分 ビデオ
Vま06 蔓延する性病（ＳＴＤ）エイズⅠ 人権教育 ＨＩＶ 20分 ビデオ
Vま07 蔓延する性病（ＳＴＤ）エイズⅡ 人権教育 ＨＩＶ 20分 ビデオ
Vま08 学び　交流　そして　喜び～住民参画と公民館活動～ 社会教育 20分 ビデオ
Vみ01 み～つけた！ 学校教育 道徳 18分 アニメ ビデオ
Vみ02 水戸黄門のお年寄りの交通安全 社会教育 高齢者 25分 ビデオ
Vみ03 みんなで跳んだ 学校教育 28分 アニメ ビデオ
Vむ01 むいむいはたおり教室　活動記録 社会教育 28分 ビデオ
Vめ01 迷路ごっこだよ～伝わる喜びから伝えあう楽しさ～ 幼児教育 21分 ビデオ
Vめ02 メール 人権教育 同和問題 54分 ビデオ
Vめ03 めばえの朝 人権教育 同和問題 41分 アニメ ビデオ
Vめ04 免疫とエイズ 人権教育 ＨＩＶ 22分 アニメ ビデオ
Vも01 もう一度あの浜辺へ 人権教育 38分 ビデオ
Vも02 盲導犬クイールの一生 人権教育 障害者 25分 アニメ ビデオ
Vも03 もう一人の私　個人情報の保護 社会教育 情報教育 27分 ビデオ
Vも04 文字をとりもどしたい　識字教室に学ぶ人達 人権教育 18分 ビデオ
Vも05 モラルをもって勝ち残れ 学校教育 情報教育 22分 ビデオ
Vも06 森の博物館　暮らしの中の樹林 学校教育 総合的な学習 22分 ビデオ
Vも07 もとにするのはな～に？―授業を変える　指導と評価の一体化― 学校教育 数学科 24分 ビデオ
Vも08 ものづくりフロンティア 社会教育 22分 ビデオ



Vや01 屋久島　森の秘密 学校教育 社会科 20分 ビデオ
Vや02 やくそく 学校教育 道徳 20分 ビデオ
Vや03 薬物乱用・親として 家庭教育 26分 ビデオ
Vゆ01 勇気への出発 人権教育 52分 ビデオ
Vゆ02 雪の多い新潟県・寒い北海道のくらし 学校教育 社会科 17分 ビデオ
Vゆ03 豊かな心を育てる体験活動～地域と連携する学校～ 学校教育 20分 ビデオ
Vゆ04 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 30分 ビデオ
Vゆ05 豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる(2) 学校教育 31分 ビデオ
Vゆ06 豊かな心をもちたくましく 生きる子どもを育てる(3) 学校教育 39分 ビデオ
Vゆ07 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 － 学校教育 36分 ビデオ
Vゆ08 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 30分 ビデオ
Vゆ09 豊かな心を持ちたくましく生きる生徒を育てる(2) 学校教育 43分 ビデオ
Vゆ10 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる(3) 学校教育 39分 ビデオ
Vゆ11 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 － 学校教育 37分 ビデオ
Vゆ12 友好を築くのは誰？～どくとる・な～ると考える、日米交流の大切さ～ 学校教育 社会科 15分 ビデオ
Vよ01 よーいドン！ 人権教育 18分 アニメ ビデオ
Vよ02 よっちゃんの不思議なクレヨン 学校教育 道徳 22分 アニメ ビデオ
Vら01 ライアンツーリーのうた 人権教育 平和学習 85分 アニメ ビデオ
Vら02 落語アニメ　おばけ長屋 学校教育 20分 アニメ ビデオ
Vら03 酪農家の仕事を見てみよう 学校教育 社会科 10分 ビデオ
Vら04 ラストからはじまる 人権教育 同和問題 53分 ビデオ
Vら05 ラブレター 人権教育 54分 ビデオ
Vる01 るるるのるール 学校教育 環境問題 16分 アニメ ビデオ
Vる02 ループはつながった 社会教育 29分 ビデオ
Vわ01 わが子の心が見えない 家庭教育 32分 ビデオ
Vわ02 若者たちの旅立ち 社会教育 51分 ビデオ
Vわ03 ワクワク探検隊出動！ 学校教育 体育科（保健） 14分 ビデオ
Vわ04 わすれるもんか！ 人権教育 障害者 40分 アニメ ビデオ
Vわ05 わたしたちの試み　第１部 人権教育 53分 ビデオ
Vわ06 わたしたちの試み　第２部 人権教育 55分 ビデオ
Vわ07 私たちの場合―ある生徒会の報告― 学校教育 20分 ビデオ
Vわ08 私は負けない 人権教育 いじめ問題 25分 ビデオ
Vわ09 和楽器だ！音楽づくりだ！～イメージをふくらませよう～ 学校教育 音楽科 23分 ビデオ
Vわ10 和楽器に挑戦 学校教育 音楽科 21分 ビデオ
Vわ11 私の好きなまち 人権教育 子ども・女性 35分 ビデオ
Fあ01 青い目の人形物語 人権教育 平和学習 30分 アニメ １６ミリフィルム
Fあ02 青の洞門 学校教育 道徳 14分 アニメ １６ミリフィルム
Fあ03 あした天気になあれ！ 学校教育 理科 10分 １６ミリフィルム
Fい01 いのち 学校教育 道徳 20分 １６ミリフィルム
Fい02 いのちをまもるための五つのやくそく 学校教育 安全教育 19分 １６ミリフィルム
Fい03 イワン王子の大冒険 学校教育 道徳 38分 アニメ １６ミリフィルム
Fう01 浮世絵と歌川広重 学校教育 社会科 22分 １６ミリフィルム
Fう02 宇宙の音楽をつくろう 学校教育 音楽科 21分 １６ミリフィルム
Fう03 海ガメさんのちえ 学校教育 道徳 20分 アニメ １６ミリフィルム
Fえ01 越後の昔ばなし「あったてんがのお」 学校教育 30分 アニメ １６ミリフィルム
Fお01 お～い！竜馬　負けるな！　泣き虫竜馬 学校教育 38分 アニメ １６ミリフィルム
Fお02 お母さんのアルバム 学校教育 道徳 53分 １６ミリフィルム
Fお03 お母さんの仕事 人権教育 20分 １６ミリフィルム
Fお04 お母さんのやさしい手 学校教育 道徳 23分 アニメ １６ミリフィルム
Fお05 お母ん、ぼく泣かへんで 家庭教育 不登校 41分 １６ミリフィルム
Fお06 お血脈 学校教育 16分 アニメ １６ミリフィルム
Fお07 鬼がら 学校教育 道徳 27分 アニメ １６ミリフィルム
Fお08 鬼の子とゆきうさぎ 学校教育 道徳 22分 アニメ １６ミリフィルム
Fか01 かえると王女 学校教育 道徳 43分 アニメ １６ミリフィルム
Fか02 かおるちゃんの昆虫日記 学校教育 環境問題 35分 １６ミリフィルム
Fか03 科学へのいりぐち～ふしぎの発見と工夫～ 学校教育 理科 21分 １６ミリフィルム
Fか04 学校だいすき 学校教育 20分 １６ミリフィルム
Fか05 かんすけさんとふしぎな自転車 学校教育 23分 アニメ １６ミリフィルム
Fか06 がんばれまあちゃん 人権教育 障害者 48分 １６ミリフィルム
Fき01 キャプテン翼スペシャル「はばたけ翼　ヨーロッパの空」 学校教育 60分 アニメ １６ミリフィルム
Fき02 金色のクジラ 学校教育 道徳 25分 アニメ １６ミリフィルム
Fく01 クマのミナクロと公平じいさん 学校教育 道徳 23分 アニメ １６ミリフィルム
Fく02 クラスメイト 学校教育 道徳 20分 １６ミリフィルム
Fけ01 健太のトンボ日記 学校教育 42分 １６ミリフィルム
Fこ01 こうして書けばいいんだね 学校教育 国語科 21分 １６ミリフィルム
Fこ02 校長先生が泳いだ 人権教育 障害者 50分 アニメ １６ミリフィルム
Fこ03 こぎつねのおくりもの 学校教育 道徳 30分 アニメ １６ミリフィルム
Fこ04 心かよいあうボランティア活動 社会教育 30分 １６ミリフィルム
Fこ05 心をむすぶ愛のハーネス 人権教育 障害者 55分 １６ミリフィルム
Fこ06 ゴンザとソウザ 学校教育 24分 アニメ １６ミリフィルム
Fさ01 サッツウのきじ 学校教育 54分 １６ミリフィルム
Fさ02 サヨナラはお乳の匂い 人権教育 平和学習 50分 アニメ １６ミリフィルム
Fし01 純がくれた命 人権教育 20分 １６ミリフィルム
Fし02 少年むくはとじゅう物語 学校教育 21分 アニメ １６ミリフィルム
Fし03 少年モーグリ 学校教育 25分 アニメ １６ミリフィルム
Fし04 しらんぷり 人権教育 いじめ問題 21分 アニメ １６ミリフィルム
Fす01 すい体の体積を調べよう 学校教育 算数科 20分 １６ミリフィルム
Fす02 すてき坂 人権教育 52分 １６ミリフィルム
Fす03 すばらしい私のおじいちゃん 学校教育 道徳 35分 １６ミリフィルム
Fそ01 そばの花　さいた日 学校教育 13分 アニメ １６ミリフィルム
Fた01 タイコンデロンガのいる海 学校教育 環境問題 25分 アニメ １６ミリフィルム
Fた02 たぬきのいる町 学校教育 52分 １６ミリフィルム
Fち01 ちいさいちいさい手をつないで 学校教育 社会科 11分 アニメ １６ミリフィルム
Fち02 地球と環境 学校教育 環境問題 20分 １６ミリフィルム
Fち03 注文の多い料理店 学校教育 23分 アニメ １６ミリフィルム
Fつ01 つるにのって 学校教育 平和学習 27分 アニメ １６ミリフィルム
Fと01 どうして生まれるの？かわいい赤ちゃん 学校教育 体育科（保健） 23分 １６ミリフィルム
Fと02 父ちゃんと僕たちのスクラム 家庭教育 48分 １６ミリフィルム
Fと03 時計館の秘密 学校教育 55分 １６ミリフィルム
Fと04 杜子春 学校教育 22分 アニメ １６ミリフィルム
Fと05 どろんこサブウ 学校教育 環境問題 15分 アニメ １６ミリフィルム
Fと06 ドンマイ 学校教育 100分 １６ミリフィルム
Fな01 泣いて笑って涙してポコア、ポコ 人権教育 障害者 53分 １６ミリフィルム
Fな02 なかよしキッズのタイムスリップ 学校教育 43分 １６ミリフィルム
Fな03 なかよし村のケララ 学校教育 道徳 16分 アニメ １６ミリフィルム



Fな04 なっちゃんのケヤキ 学校教育 30分 １６ミリフィルム
Fな05 夏服の少女たち 人権教育 平和学習 30分 アニメ １６ミリフィルム
Fは01 ハクちゃんの行進曲 学校教育 道徳 50分 １６ミリフィルム
Fは02 走れトマト 学校教育 道徳 95分 １６ミリフィルム
Fひ01 人と環境―生きもののつながりあい― 学校教育 環境問題 10分 １６ミリフィルム
Fひ02 １人ぼっちの狼と７ひきの子やぎ 学校教育 道徳 18分 アニメ １６ミリフィルム
Fひ03 火の海・大阪 人権教育 平和学習 20分 アニメ １６ミリフィルム
Fひ04 表現のいのち 学校教育 図画工作科 20分 １６ミリフィルム
Fひ05 ヒロシマ　ナガサキ 人権教育 平和学習 46分 １６ミリフィルム
Fほ01 ぼくたちの勇気 学校教育 道徳 31分 １６ミリフィルム
Fほ02 ぼくだってきれいにしたいんだ 人権教育 いじめ問題 15分 アニメ １６ミリフィルム
Fほ03 ぼくの青空 人権教育 障害者 26分 アニメ １６ミリフィルム
Fほ04 ぼくのお姉さん 人権教育 障害者 36分 １６ミリフィルム
Fほ05 ボクのおやじとぼく 家庭教育 95分 １６ミリフィルム
Fま01 負けへんで！ 学校教育 23分 アニメ １６ミリフィルム
Fま02 負けるな！千太～さよならいじめ虫～ 人権教育 いじめ問題 24分 アニメ １６ミリフィルム
Fま03 マザー・テレサ 学校教育 道徳 20分 アニメ １６ミリフィルム
Fみ01 未来は僕らの手に～生活と地球環境～ 学校教育 環境問題 28分 １６ミリフィルム
Fみ02 みんなで楽しく―計画的な家庭生活― 家庭教育 20分 １６ミリフィルム
Fも01 モチモチの木 学校教育 20分 アニメ １６ミリフィルム
Fゆ01 雪国からのたより 学校教育 道徳 24分 アニメ １６ミリフィルム
Fら01 ランボーのうそ 学校教育 道徳 15分 アニメ １６ミリフィルム
Fろ01 六人のごうけつ 学校教育 道徳 25分 アニメ １６ミリフィルム
Fわ01 わすれるもんか！ 人権教育 障害者 40分 アニメ １６ミリフィルム
Fわ02 腕白たちの宝もの 学校教育 道徳 48分 １６ミリフィルム
Fわ03 わんぱく漂流記 学校教育 道徳 57分 １６ミリフィルム
Dえ01 映像不思議シミュレーター 学校教育 情報教育 ＤＶＤ
Dお01 親子で語ろう！テレビの見方 家庭教育 20分 ＤＶＤ
Dお02 折って・切って・広げて びっくり！ 切り紙遊び 社会教育 40分 ＤＶＤ
Dか01 考えてみよう！食べ物の安全性 学校教育 食育 16分 アニメ ＤＶＤ
Dき01 築こう！安全・安心なまちを 学校教育 24分 ＤＶＤ
Dき02 気になる　食品の安全性 学校教育 食育 19分 ＤＶＤ
Dき03 気になる食品添加物 学校教育 食育 23分 ＤＶＤ
Dく01 クイズで学ぶリスク評価 学校教育 食育 12分 ＤＶＤ
Dけ01 元気に遊ぼう！リズムでゲーム 家庭教育 53分 ＤＶＤ
Dし01 情報社会の光と影―モラルとリテラシー―あなたは子どもをどう守りますか？ 家庭教育 情報教育 70分 ＤＶＤ
Dし02 幸せ運ぼう　～阪神・淡路大震災から学ぶ～ 社会教育 震災教育 ＤＶＤ
Dし03 四季が育む生命の山々　東北・冷温帯の森 社会教育 環境 31分 ＤＶＤ
Dせ01 生命の宝庫　亜熱帯の森　沖縄・奄美の島々 社会教育 環境 33分 ＤＶＤ
Dた01 暖温帯の森 社会教育 環境 34分 ＤＶＤ
Dち01 ちょっと待って、ケータイ　―被害者にも加害者にもならないために－ 家庭教育 情報教育 ＤＶＤ
Dて01 てんいち先生といっしょに考えよう　～子どもたちの笑顔のために～ 人権教育 29分 アニメ ＤＶＤ
Dな01 何を食べたら良いか？考えるためのヒント 学校教育 食育 13分 ＤＶＤ
Dに01 忍者になってホップ！ステップ！ジャンプ 社会教育 体育 37分 ＤＶＤ
Dね01 NET SPY －ネットスパイ－ 人権教育 情報モラル 30分 ＤＶＤ
Dは01 配偶者からの暴力の根絶をめざして　～配偶者暴力防止法のしくみ～ 社会教育 35分 ＤＶＤ
Dへ01 「平和への道」を築く 人権教育 平和学習 17分 ＤＶＤ
Dみ01 みんなでおどろう！レッツヒップホップ 社会教育 55分 ＤＶＤ
Dみ02 みんなに元気をあげよう！チアロビクス 社会教育 体育 58分 ＤＶＤ
Dみ03 みんなが主役！人形劇で遊んじゃおう 社会教育 46分 ＤＶＤ
Dめ01 拉致問題啓発アニメ「めぐみ」 人権教育 25分 アニメ ＤＶＤ
Dも01 森に生きる 社会教育 環境 32分 ＤＶＤ
Dも02 モリゾー・キッコロ　地球環境の旅 社会教育 環境 120分 ＤＶＤ
Dよ01 みんなでおどろう！よさポップ 社会教育 体育 53分 ＤＶＤ
Dわ01 「ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？　～働くオトコたちの声～」 人権教育 ＤＶＤ
Dわ02 若者の契約トラブル　しまった！こまった！だまされた！？ 社会教育 消費者教育 13分 ＤＶＤ
Dわ03 私の訪問看護職場体験 社会教育 16分 ＤＶＤ


