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（分）

利用
区分

DVD

敬慈高校に通う別所翔太。彼は同じクラスの
栗原茜に片思い中。告白する機会をうかがう
別所。そんなある日、ふとしたきっかけで、別
所は栗原が裁判官に憧れ、「裁判員制度」に
興味があることを知る。「裁判員制度」とは、国
民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加
してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場
合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決
中高生向け アニメーション 「ぼ めてもらう制度。栗原と親しくなるためのきっか
EA2007-003
くらの裁判員物語」
けづくりにと「裁判員制度」について、幼なじみ
の進藤進とともに調べはじめる別所。 図書管
理の涼子先生から、『模擬裁判 −裁判員制度
はこうなる−』という教材ＤＶＤを借り、見てみる
ことに。 そして、ひょんなことからＤＶＤを一緒
に見ることになった別所と栗原。 それまで遠
かった別所と栗原の距離は近づいていく…。
どうなる？別所の恋の行方？（「最高裁判所広
報ビデオあらすじ」より）

22

A-3

DVD

国内初の障害者差別禁止条例である「障害の
ある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づく
り条例」（障害者差別禁止条例）が，２００６年１
０月に千葉県議会で成立し，２００７年７月から
施行された。 この条例作りは，県民が施策を
描き，行政がそれを具体化するという「健康福
祉千葉方式」が基本となって進められたが，障
千葉県広報用作品『誰もが暮ら 害者差別をなくすためにまさに県民が主役とな
ＥＡ2008-001 しやすい千葉県づくり 全国初の り作り上げた条例である。この条例では，サー
障害者条例』
ビス・医療・雇用など，暮らしの中で何が差別
にあたるのかを明らかにし，差別をなくすため
の３つの仕組みを具体的に定めている。差別
のなi社会の実現に向けた取り組みを紹介す
る。千葉テレビより２００７年６月３０日に千葉
県の特別広報番組として放送された番組。
【制作・寄贈元：千葉県／字幕制作協力は千
葉聴覚障害者センター】

19

A-3

DVD

インターネットに潜む危険性について知り、トラ
ブルを未然に防ぐために、東京都消費生活総
合センターが中学生向けに制作したアニメ。
中学生が、インターネットを使うときに、いろ
いろなトラブルに巻き込まれていく。
迷惑メール・チェーンメールや学校裏サイト
の怖さについて描いた「携帯電話」編。巧妙な
フィッシング詐欺や架空請求について描いた
「ネット対応型携帯ゲーム機」編。コンサートチ
ケットをおとりにしてワナに落とす「オークショ
ン」編。これをナビゲーターの奇妙なロッカー風
ラッパー、人呼んで「ブルブルラッパー」がテン
ポよく解説する。そして，最後にブルブルラッ
パーからの問いかけに、成長した中学生たち
の姿が…！？（東京都消費生活総合センター
リーフレット 参照）

19

A-3

種別

分類番号

作品名

内容

ネットのトラブル，ブルブル！
EA2009-001 ―インターネットに振り回されな
いために―
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TOYOTA presents
ワンステップ！
千葉県松戸市 院内学級の子供
たち（前編）(後編)

25
25

B-3

DVD

あなたは、「ネットの裏側」という言葉から何を
平成２０年度情報セキュリティ対 想像するだろうか。
策
この作品では、インターネットの世界で起きて
EA2010-007 アクセスの代償
いる犯罪の中でも、掲示板などでの誹謗中傷
あなたの知らないネットの裏側 （ひぼうちゅうしょう）行為や、個人情報を盗ま
れ悪用された事例など、中・高生でも巻き込ま
れやすい犯罪に焦点を当て解説している。

27

A-3

DVD

クレジットカードや振り込め詐欺など、金融取
引に関係した犯罪被害が後を絶たない。このＤ
ＶＤでは３つの話を収録し、それぞれで金融取
引の基礎知識や、金融に関するトラブルから
身を守る方法を解説する。収録されているテー
マは「偽造盗難カードについて」「振り込め詐欺
について」「多重債務について」の３編。

33

A-3

DVD

EA2010-010

人のこころや体に恐ろしい悪影響を及ぼす覚
せい剤や大麻などの違法薬物。これらの薬を
乱用すると、何がいけないのか。からだや心に
どんなことが起こるのか。なぜやめられなくな
るのか。薬物乱用の恐ろしさを、Q＆A形式で
解説。違法薬物以外にも最近の脱法ドラッグ・
ＭＤＭＡ・ガスパン遊びなどについても解説。
中・高校生向け。

23

A-3

DVD

国税徴収官（こくぜいちょうしゅうかん）の仕事
は、滞納されている税金を徴収する仕事だ。不
測の事態で税金を納付できなくなった人に分
Ｗｅｂ－ＴＡＸ－ＴＶ
割納付などを認めてくれる一方で、納付する財
EA2010-013 ジャンルで選べる税金ガイド 国
産があるにもかかわらず納付しなかったり、財
税徴収官の仕事
産隠しを行ったりする滞納者に対しては、差押
えなどを行う。 難しい内容も、ドラマ仕立てな
のでわかりやすい。

20

A-3

DVD

1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下され
た。たった１発の爆弾が広島の市内を一面の
焼け野原に変え、多くの人が亡くなった。さらに
放射能の後遺症が、生き残った人々を長年に
わたり苦しめた。ゲストに原爆を経験した岡田
恵美子さんとお孫さんの幸葵さんを迎えてお
話を伺う。

35

B-3

DVD

EA2010004.005

千葉県の松戸市立病院の小児科には、長期
入院している子どもたちのための院内学級が
ある。病気と闘う子どもたちに何かしてあげた
い…と、４人の若者たちが病院を訪れた。彼ら
は専門学校でファッションを学ぶ学生たち。得
意技である洋服作りで何とか子どもたちを元気
づけたいと考える。若者たちの熱意は子どもた
ちに伝わるのか。

はじめての金融ガイド
EA2010-009 金融取引の基礎知識
～トラブルの予防のために～

EA2010 -017

ダメ。ゼッタイ。
「薬物乱用SOS｝

週刊こどもニュース
特集 核のない未来へ

子どもたちのために完璧な服をつくろうと走り
回る若者たち。しかしそんな彼らに「目的が
違ってないか」と声をかける人がいた。そもそ
もの目的は何だったのか。それは「子どもたち
を励ますこと」だったはず。先輩の叱咤に涙を
流す若者たち。
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〔こども向け〕
EA2011-005 ちょっと待って、ケータイ２
ルールとマナーを守ろう

とても便利な携帯電話だが、その普及に伴い
トラブルは増える一方だ。番組では携帯電話
でネットを使う時の注意点やマナーをドラマ仕
立てで紹介。［子ども向け］版では、小学校～
高校までの子どもたちを主人公に、具体的なト
ラブル事例とその解決方法を紹介する。日本
視聴覚教育協会

32

A-3

DVD

〔保護者向け〕
EA2011-006 ちょっと待って、ケータイ３
ルールとマナーを守ろう

携帯電話をめぐるトラブルは、技術の進歩や
社会の急速な変化の中で数多くの種類が発生
している。大人が子どもたちを携帯のトラブル
から守る方法を分かりやすく紹介する。扱う事
例は「携帯のルールづくり」「子どもを守るフィ
ルタリング」「コミュニティサイトの罠」「ネットい
じめから子どもを守る。

32

A-3

DVD

Web-TAX-TV
ジャンルで選べる税金ガイド
EA2011-007
税務署に行かずに確定申告
医療費控除を受ける時

還付申告書の中で、もっとも多いのが医療費
控除の申告書。番組では、インターネットの「確
定申告書等作成コーナー」で医療費控除を受
けるときの還付申告書を作成し、ｅ－Ｔａｘを利
用して電子申告を行うまでの方法をパソコンの
画面を見ながら分かりやすく紹介する。

27
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DVD

Web-TAX-TV
ジャンルで選べる税金ガイド
EA2011-008 税務署に行かずに確定申告
不動産収入のある方の確定申
告

インターネットの「確定申告書等作成コー
ナー」で不動産収入の確定申告書を作成し、ｅ
－Ｔａｘを利用して電子申告を行うまでの方法を
パソコンの画面を見ながら分かりやすく紹介す
る。

32

A-3

DVD

聞こえない親が聞こえる子を育てるための子
育て支援ＤＶＤ。監修は、『コーダの世界』著者
である澁谷智子さん。子どもの成長に合わせ
ＣＯＤＡ コーダ ぼくたちの親は
EA2011-010
て「乳幼児期」「学齢期」「思春期」に分かれ、ま
きこえない
た、関係者の理解を深めるために「教育に携
わるみなさんへ」「医療に携わるみなさんへ」の
項目もあります。

64
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24
24
24
24

B-3

DVD

色の理論を駆使して活躍する資格・カラーコー
ディネーター。検定試験は１〜３級まであり学
生でも挑戦できる。第１回目はカラーコーディ
ネーターの仕事について。さまざまな職域で活
躍するカラーコーディネーターだが、今回は
ファッションと自動車デザインの現場を取り上
げ、資格がどのように生かされているかを、実
際に資格を取って活躍している人々に聞く。
講師は日本流行色協会の大澤かほるさん。
生徒役はオグネエことメークアップアーティスト
の小倉ケンイチさんと女優の酒井彩名さん。

DVD

資格☆はばたく
カラーコーディネーター
カラーコーディネーター検定試験は１〜３級あ
第１回 カラーコーディネーターっ るが、１級の受験者は社会人が多く、２・３級は
てどんな仕事？
学生が多い。特に３級は合格率約７０パーセン
トで、高校生で受ける人も多い。検定試験に必
第２回 どんな試験をどんな人が ず出題されるのがカラーチャートを使った色の
EA2012-006・ 受けるの？
問題。さまざまな色を一定の法則で並べた
007・008・009
チャートを見ながら、色相環や補色といった色
第３回 どんな勉強をすれば合 彩の知識を学んでいく。
格できるの？
第３回は検定試験に向けた勉強法を紹介す
第４回 総まとめ
る。勉強の基本は公式テキスト。２・３級の受験
ガチンコ模擬試験
生は独学で挑戦する人も多い。また試験では
資格で広がる夢
知識のほかに、色彩感覚も問われる。日々の
生活の中で、色彩感覚を磨くことが重要だ。試
験でよく出題されるのが「日本人と色の歴史」。
日本の伝統的な色彩の組み合わせや、時代ご
3/EA との流行色などにまつわる問題に挑戦する。
社会教育
最終回は出演者が模擬試験に挑戦する。カ

DVD

トで、高校生で受ける人も多い。検定試験に必
第２回 どんな試験をどんな人が ず出題されるのがカラーチャートを使った色の
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格できるの？
第３回は検定試験に向けた勉強法を紹介す
第４回 総まとめ
る。勉強の基本は公式テキスト。２・３級の受験
ガチンコ模擬試験
生は独学で挑戦する人も多い。また試験では
資格で広がる夢
知識のほかに、色彩感覚も問われる。日々の
生活の中で、色彩感覚を磨くことが重要だ。試
験でよく出題されるのが「日本人と色の歴史」。
日本の伝統的な色彩の組み合わせや、時代ご
との流行色などにまつわる問題に挑戦する。
最終回は出演者が模擬試験に挑戦する。カ
ラーコーディネーターはほかの資格と組み合
わせることで、活躍の場が広がる資格。栄養
士とカラーコーディネーターのダブル資格を生
かして、料理店のコンサルタントで活躍しする
食彩コンサルタントを紹介する。

DVD

DVD

こどもの笑顔を守るために
EA2012-010 防ぎましょう！
子どもの事故

子どもの事故による死亡・傷害を減らすこと
は喫緊の課題となっている。
こどもの年代別に?事故の背景、?交通事故・
水の事故・やけど、?転倒・転落事故・衝突・挟
まれ事故、?誤飲事故・窒息、子どもの事故に
ついて紹介し、事故を未然に防ぐ方法を伝え
る。

27

A-3

神奈川県子ども防犯教室
EA2012-011 誘拐されないための４つのお約
束

神奈川県の子ども防犯教室ビデオ。子どもた
ちを標的にした誘拐や連れ去りなどの事件が
後を絶たない。子どもたちが自らこういった危
険を回避する力を身につけられるよう、神奈川
県くらし安全指導員がわかりやすい劇で、誘拐
されないための４つのお約束を伝える。
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みんなで節電アクション！
家庭でできる節電アクション
みんなで節電アクション！
オフィスでできる節電アクション
DVD

家庭で最も電力を消費しているのはエアコン。
電力不足が心配される現在、家庭で簡単にで
きる節電方法をわかりやすく解説する。
オフィスで最も電力を消費している照明。電力
不足が心配される現在、オフィスで簡単にでき
る節電方法をわかりやすく解説する。

EA2012-012・
省エネで注目されているＬＥＤ電球。しかしＬＥ
みんなで節電アクション！
013・014・015
Ｄ電球は明るさや光の広がり方によって種類
〜がっかりしないＬＥＤ電球の選
がある。購入してから後悔しないような選び方
び方〜
を紹介する。
みんなで節電アクション！
省エネで注目されているＬＥＤ電球。しかしＬＥ
〜ＬＥＤ電球で光の模様替えを楽
Ｄ電球は明るさや光の広がり方によって種類
しもう〜
がある。ＬＥＤ電球の特徴でもある明るさや光
の色の調節機能を使った光の模様替えを紹介
する。

DVD

津波から生き延びるために
EA2012-017
−知る・行動する−

津波は発生すると甚大な被害をもたらす。津
波から命を守るには、津波の特徴を知り適切
に避難することが第一だ。津波工学の専門家
を迎え、津波から身を守る方法を学ぶ。
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EA2012-018 地震火災から命を守るために

東日本大震災では地震に起因する「地震火
災」が１３５件発生した。当作品では居住空間
での地震火災の発生状況を再現し、火災から
身を守るための防災意識の向上を図る。解説
は東京理科大学大学院教授・関澤愛先生。
（字幕・手話付き 選択可能）

12

A-3

VHS/
DVD

EA2012-021 成年後見物語

判断能力が低下した高齢者や障がい者の財
産管理や身上監護を、成年後見人が行う成年
後見制度の役割が高まっている。高齢者や障
がい者の自律を尊重した細やかなケアは、
様々な専門家が連携してこそ可能となる。この
作品は、後見制度の内容を紹介するとともに
若手弁護士が成長していく課程を描く。

54
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DVD

地球温暖化の進行によって起こる様々な影響
見直そう わたしたちのくらし
や、温暖化を防ぐための身近な省エネ方法な
EA2014-007 地球温暖化防止に向けた取組、
どを、さかなクンがわかりやすくクイズ形式やド
始まっています
ラマ形式で解説する。

38
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DVD

5/EA 社会教育

