
No. 教材名 ジャンル

1 あさりちゃんの日の用心 安全教育

2 あっ地震だ　津波は？　じぶんの命はじぶんでまもる 安全教育

3
新たなガイドラインに沿った心肺蘇生・AED使用法の決定版

心肺蘇生とAEDの使い方―救急車が来るまでに―
安全教育

4 1フィートの映像と戦争体験者の証言でつづる沖縄戦の証言 平和教育

5 いじめと戦おう！～私たちにできること～　小学生篇 道徳・特活

6 いわたくんちのおばあちゃん～ぼく、戦争せんけえね～ 平和教育

7 いわたくんちのおばあちゃん～ぼく、戦争せんけえね～ 平和教育

8 ウォルト・ディズニー制作の名作アニメ集！　赤ずきんちゃん アニメ

9 ウォルト・ディズニー制作の名作アニメ集！　3匹の子ぶた アニメ

10
NHKこどもにんぎょう劇場②　日本編

ごんぎつね・わらしべちょうじゃ・三枚のお札
アニメ

11
NHKこどもにんぎょう劇場④　世界編

三びきのやぎのがらがらどん・ﾊｰﾒﾙﾝのふえふき男・ﾌﾞﾚｰﾒﾝの音楽隊
アニメ

12
NHKこどもにんぎょう劇場⑦　日本編

うらしまたろう・おむすびころりん・びんぼう神とふくの神
アニメ

13
NHKこどもにんぎょう劇場⑧　日本編

さるとかに・ねずみのよめいり・ゆきおんな
アニメ

14 鬼の子とゆきうさぎ アニメ

15 おかあさんの木 平和教育

16 おかあさんの木 平和教育

17
学級担任のためのカウンセリングとその実践

第6巻　男女交際と性教育
道徳

18
学校安全危機管理ビデオ①

学校への不審者侵入から命を守る
安全教育

19
学校安全危機管理ビデオ①

学校への不審者侵入から命を守る
安全教育

20 がんばれスイミー アニメ

21 危険な場所から逃げろ！ 安全教育

22 くまのおいしゃさん　すてきなコンサート アニメ

23
げきたい！インフルエンザ

かからないために、うつさないために
保健

24
決定版！高校入試面接攻略DVD　学校指導用DVD

第１巻　面接にそなえて
進路

25 元気に遊ぼう！リズムでゲーム 幼児教育

26 5年社会　自動車工場をたんけんしよう！ 総合学習

27
交通安全教育アニメーション

サル太郎はとびださない！歩行者・自転車のこうつうルール
安全教育
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28 心の花たば/静止画アニメ まどがらすとさかな
アニメ

（道徳）

29 子どもの一次救命処置（一般市民対象） 保健

30 ココロ屋 アニメ

31
コミュニケーションって楽しいね

1巻 正しいあいさつのしかた／友達を上手に紹介する
道徳・特活

32 災害ケーススタディ　とっさの判断！君ならどうする？ 安全教育

33 サンタクロースになった少年 道徳・特活

34 地震・津波から生き延びる―正しい知識と行動― 安全教育

35 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… 安全教育

36
知っていますか？食品のかしこい選び方

―旬の食材・食品添加物―

料理・食品

衛生加工

37
社会教育DVD/一般向け　障害者は困っています！

～合理的配慮へのポイント②～（発達障害、知的障害、精神障害）
福祉

38 社会教育ビデオ（児童向け）知って防ごう熱中症 保健

39
社会教育ビデオ（放射線教育）中学生以上・一般向け

放射性物質の光と影　人体の影響は？生活の影響は？
社会

40
小学生のエイズのべんきょうシリーズ　1巻

からだのていこう力とエイズ
性教育

41
小学生のエイズのべんきょうシリーズ　2巻

コンピューターグラフィックによる　小学生版　よくわかるエイズ
性教育

42
小学校 生活科DVD 学校指導用DVD②

がっこうに くる みち～わたしのつうがくろ～
生活科

43
小学校 生活科DVD 学校指導用DVD⑤

1年　むかしの あそびに ちょうせん
生活科

44
小学校 生活科DVD 学校指導用DVD⑥

2年　生きているって すごい～どんな 生きものが いるかな～
生活科

45
小学校中高学年向け　大地震に備える　防災安全対策シリーズ

命を守れますか？地しんのとき つ波のとき
安全教育

46 初経と精通―思春期のからだの変化― 性教育

47 小学校体育シリーズ　ハードル走 体育

48 小学校体育シリーズ　走り高とび 体育

49
社会教育ビデオ（エネルギー教育）中学生以上・一般向け

原子力発電はなぜ生まれたか　エネルギー文明の歩み
社会

50
社会教育ビデオ（エネルギー教育）中学生以上・一般向け

どうなる？今後の電子エネルギー　地球環境と原子力発電の役割
社会

51 スマホの安全な使い方教室　気を付けようSNSのトラブルに 安全

52 性感染症、エイズにかからないために 性教育

53 孫悟空の火の用心　まだまだ修行中 安全教育

54
大地震に備える　防災安全対策シリーズ

親子で一緒に　防災計画 防災訓練
安全教育

55 地球白書　Vol.1　大量消費との決別/巨大都市・未来への選択 環境・衛生



56
地球白書 Vol.2

９０億人をどう養うか/大いなる自然の恵み
環境・衛生

57
地球白書 Vol.3

新エネルギー革命/私たちの惑星―２１世紀　市民の力―
環境・衛生

58 中学校保健体育　飲酒と健康 保健

59 中学校保健体育応急手当シリーズ　きずの手当と包帯法 健康

60

美ら海・美ら島沖縄の自然遺産シリーズ①（ディスク2枚）

美ら海の自然遺産　珊瑚の世界/美ら島の自然遺産～絶滅危惧種～やんばるクイ

ナ

社会

61
中学校保健体育応急手当シリーズ

応急手当の意義と基本～心肺蘇生とAED～
健康

62 津波襲来、その一瞬が生死を分ける 安全教育

63 DVD版「目」シリーズ　1巻　目ってだいじだね 保健

64 手塚治虫のアニメワールド　ASTRO BOY 鉄腕アトム アニメ

65 手塚治虫のアニメワールド　ASTRO BOY 鉄腕アトム アニメ

66 手塚治虫アニメワールド　（新）ジャングル大帝…誕生① アニメ

67 手塚治虫アニメワールド　（新）ジャングル大帝…故郷⑤ アニメ

68 手塚治虫アニメワールド　（新）ジャングル大帝…旅立ち③ アニメ

69 手塚治虫アニメワールド　（新）ジャングル大帝…友達④ アニメ

70 手塚治虫アニメワールド　（新）ジャングル大帝…約束② アニメ

71 手塚治虫アニメワールド　緑の猫 アニメ

72 手塚治虫アニメワールド　緑の猫（バリアフリー対応） アニメ

73 東映Vｷｯｽﾞｼﾘｰｽﾞぞくぞく村のオバケたち④ アニメ

74 東映Vｷｯｽﾞｼﾘｰｽﾞねずみくんのチョッキ② アニメ

75
特選アニメーションシリーズ

チョッちゃん物語（バリアフリー版）
アニメ

76 ドナルド・ダック アニメ

77 なぜ？どうして？から考える　小学生の自転車の安全な乗り方 安全教育

78
ナンデくんと学ぶ

地震と津波を知ろう―じぶんの命を守るために―
安全教育

79 日本のおばけ話　絵からとびだしたねこ アニメ

80 日本のおばけ話　きもだめしのばん アニメ

81 日本のおばけ話　のっぺらぼう アニメ

82 日本のおばけ話　百目のあずきとぎ アニメ

83 日本昔話　三ねん寝太郎 アニメ

84
ニャニがニャンだーニャンダーかめんの誘拐防止

ミーコちゃん　ちゃんとチェック！！
安全教育

85 ねずみくんのきもち アニメ

86

年中行事　アニメーションシリーズ  Part1（5話収録）

なかよし鯉のぼり/赤いカーネーション/七夕さま/おじいちゃんはボクのヒー

ロー/お月様とうさぎ

アニメ

（行事）

87 はてな？で学ぶ保健指導　新ぎもん、しつもん！むし歯の予防 保健



88 はてな？で学ぶ保健指導　新ぎもん、しつもん！むし歯の予防 保健

89 花さき山/静止画アニメ トムトムが見たものは
アニメ

（道徳）

90 歯を大切に　小学校 高学年（5年生・6年生） 保健

91 100ばんめのサル 平和教育

92 ピースDVD・ライブラリー①　対馬丸　―さようなら沖縄― 平和教育

93 ピースDVD・ライブラリー②　かんからさんしん 平和教育

94 ひなまつり
アニメ

（行事）

95 一つの花 平和教育

96
保健！発見！実践！元気な子シリーズ

健康とこころとからだ　①睡眠と食事
保健

97
保健！発見！実践！元気な子シリーズ

健康とこころとからだ　②生活環境と病気の予防
保健

98 火垂るの墓 平和教育

99 万引きは、ぜったい悪い！ 道徳

100 ミッキーマウス　①ミッキーの消防隊 アニメ

101 ミッキーマウス　②ミッキーのがんばれサーカス アニメ

102 ミッキーマウス　③ミッキーのお化け退治 アニメ

103 ミッキーマウス　④ミッキーのハワイ旅行 アニメ

104 ミッキーマウス　⑤ミッキーの誕生日 アニメ

105 宮沢賢治原作アニメシリーズ　双子の星（バリアフリー版） アニメ

106
宮沢賢治原作アニメシリーズ

氷河ねずみの毛皮（バリアフリー版）
アニメ

107 みんなの情報モラルⅠ コンピュータ

108 幼児理解にはじまる保育　①3歳児の世界 幼児教育

109 幼児理解にはじまる保育　②せんせいだいすき 幼児教育

110
幼児理解にはじまる保育

③ぎゅうにゅうできたよ～子どもの思い・先生の願い～
幼児教育

111 幼児理解にはじまる保育　④友だちと出会う 幼児教育

112
幼児理解にはじまる保育

⑤いっしょにやろうよ～伝え合う気持ち・5歳児～
幼児教育

113 りゅうの目のなみだ/静止画アニメ なしの実
アニメ

（道徳）

114
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～
社会教育

115
わたしたちのからだと健康 Vol.1　飲酒・喫煙と健康

酒・たばこの作用とわたしたちの生活
保健

116
わたしたちのからだと健康 Vol.8　心とからだの健康

心とからだの関わりとわたしたちの健康
保健



117
わたしたちのからだと健康 Vol.11　免疫機能と健康

病気からからだを守る働きとメカニズム
保健

118
わたしたちのからだと健康 Vol.12　現代感染症と健康

ともに考えよう結核からエイズまで
保健


