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【050000161】

糸で広がる楽しい世界　あやとりで遊ぼう　【平成１９年度寄贈】ＣＤ－ＲＯＭ

１本のひもからつむぎ出されるあやとりの無限の世界の不思議さは、児童ばかりでなく幼児たちも体験してみて初めて実感できます。
子どもたちにとっては、全部すぐにできなくても、変化する糸の形を見て様々なものに見立てる「見立て遊び」が想像力をかきたてる楽
しい遊びになります。このＣＤ－ＲＯＭは、ビデオで丁寧にとり方が説明されているので、初めての方でも安心して使えます。（Ｗｉｎｄｏｗｓ
版）

総記幼児～一般 全国視聴覚教育連盟

【060000361】

ジャックと豆の木／青い鳥／にんぎょひめ／たからじま　　世界の名作童話１【平成１９年度購入】

各話ごとに、物語に登場したモノ、人々、動詞などをわかりやすく解説した英語レッスンが入っています。

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分60 コアラブックス

【060000370】

ピーターパン／ねむりの森のひめ／アリババのぼうけん／ガリバー旅行記　　世界の名作童話２【平
成１９年度購入】

各話ごとに、物語に登場したモノ、人々、動詞などをわかりやすく解説した英語レッスンが入っています。

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分60 コアラブックス

【060000380】

マッチうりの少女／アラジンと魔法のランプ／ゆきの女王／そんごくう　　世界の名作童話３【平成１９
年度購入】

各話ごとに、物語に登場したモノ、人々、動詞などをわかりやすく解説した英語レッスンが入っています。

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分60 コアラブックス

【060000399】

おやゆび姫／王さまの耳はロバの耳／白鳥のみずうみ／ふしぎの国のアリス　　世界の名作童話４
【平成１９年度購入】

各話ごとに、物語に登場したモノ、人々、動詞などをわかりやすく解説した英語レッスンが入っています。

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分60 コアラブックス

【060000405】

うらしま太郎／つるのおんがえし／一休さん／かぐやひめ　　日本の名作童話１【平成１９年度購入】

各話ごとに、物語に登場したモノ、人々、動詞などをわかりやすく解説した英語レッスンが入っています。

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分60 コアラブックス

【060000414】

もも太郎／かさじぞう／ゆきおんな／はなさかじいさん　　日本の名作童話２【平成１９年度購入】

各話ごとに、物語に登場したモノ、人々、動詞などをわかりやすく解説した英語レッスンが入っています。

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分60 コアラブックス

【060000423】

木こりと金のおの／ライオンとネズミ／しったかぶりのさる／王さまになれなかったカササギ　　イソップ
物語１【平成１９年度購入】

英語ミニレッスン付

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分50 コアラブックス

【060000432】

北かぜとおひさま／まねしたカラス／きつねとぶどう／アリとセミ　　イソップ物語２【平成１９年度購入】

英語ミニレッスン付

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分50 コアラブックス

【060000441】

こな屋とロバ／ウサギとカメ／けんかした牛／ひつじかいの少年　　イソップ物語３【平成１９年度購入】

英語ミニレッスン付

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分50 コアラブックス
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【060000450】

いなかのねずみと町のねずみ／森のばん人／畑にうめた宝物／かえるの王さま　　イソップ物語４【平
成１９年度購入】

英語ミニレッスン付

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ幼児～小学生分50 コアラブックス

【010905411】

明日への伝言　ふるさと・平和への調べ　鹿児島　忘れがたき空襲の記憶　【平成１９年度寄贈】ビデ
オ

八回もの大きな空襲を受け、壊滅的な被害を受けた鹿児島市。降り注ぐ焼夷弾の雨。炎につつまれ、市内のほとんどが焼け野原
となり、数多くの一般市民の命が奪われた…。このビデオは戦災の記憶を平和の祈りとして明日へと伝えるものです。

平和教育小学生～一般分30 日本戦災遺族会

【010903631】

ジオストラの熱い一日　イタリア・トスカーナの馬上槍試合　世界の人と馬の文化シリーズ１３【平成１９
年度寄贈】ビデオ

イタリア・トスカーナ地方のアレッツオ市に今も受け継がれている馬上槍試合「ジオストラ・デル・サラチーノ」９月初旬、トスカーナの沃
野が秋の色に変わる頃、アレッツオ市の旧市街にあるグランデ広場で男たちの熱き戦いが繰り広げられます。朝７時の号砲を合図
に旧市街の４つの地区から選ばれた８人の騎士ジオストラトーレが教会でミサを受け、パレードに出発します。目指すは戦場となるグラ
ンデ広場。中世の時代絵巻さながらの馬上槍試合が、今ファンファーレとともに始まろうとしています。

地域情報中学生～一般分45 ＪＲＡ／農林放送事業団

【010904030】

ショーロホフの春　風に乗って駆けるコサックの少年　世界の人と馬の文化シリーズ１４【平成１９年度
寄贈】ビデオ

馬のシルクロード要衝の地、南ロシア。ここは騎馬民族スキタイの発祥の地として、またコサック騎兵の故郷として知られています。南
ロシアの小さな村ビョーシェンスカヤで毎年５月に大きな馬の祭りが、コサックでありロシアの文豪でもあるショーロホフの誕生を祝って
催されます。祭りのレースに出場する１２歳のウラジミーミルもコサックの少年です。ロシアの各地から集まった１万人の観客が見守る
中、祖父ニコライから受け継いだコサックの誇りを胸に、少年は風に乗って疾走します。

地域情報中学生～一般分45 ＪＲＡ／農林放送事業団

【010904325】

メアフェルトの風　ドイツ・勇壮な野生馬の祭り　世界の人と馬の文化シリーズ１５【平成１９年度寄贈】
ビデオ

ドイツ北西部・ルール地方にあるデュルメン市。郊外にあるメアフェルト湿原には、ドイツで最も古い品種であると言われている野生馬
“デュルメン馬”がいます。美しいメアフェルト湿原の風景の中で営まれる野生馬の暮らし、そしてその野生馬をこよなく愛し、守り続け
てきた男たちが野生馬とともに年に一度繰り広げる勇壮な『野生馬の祭り』が行われます。さらにドイツ南部の街ランツフートに伝わる
馬上槍試合とドイツの人達が守り続ける人と馬の文化、馬に寄せる深い愛情を描きます。

地域情報中学生～一般分45 ＪＲＡ／農林放送事業団

【010904773】

天空の秘境を駆ける　カンゼチベット族の馬祭り　世界の人と馬の文化シリーズ１６【平成１９年度寄
贈】ビデオ

中国・四川省の西にそびえる標高７０００ｍ級の峰々。その山の彼方にチベット族の街・理塘がある。果てしなく広がる蒼空と大草
原、男たちは勇ましく馬に乗り、女たちは朗らかに笑う。純朴に暮らす遊牧民たちの楽しみは、毎年８月に行われる、盛大な馬祭り
だ。理塘の標高は４０１５ｍ。酸素が少ないこの高地で行われる馬のレース、その激しさは想像に難くない。草原は馬と人で覆い尽くさ
れ、華麗な乗馬が次々と披露されていく。彼らにとって、馬に乗ることは民族の誇りなのだ。

地域情報中学生～一般分45 ＪＲＡ／農林放送事業団

【010905420】

千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品　平成１９年度　【平成１９年度寄贈】ビデオ

１．「南房総の戦争遺跡をたずねて」東京情報大学情報文化学科映像ゼミナール（１２分）千葉県教育委員会教育長賞《最優秀
賞》２．「ふれあい弁当」任意団体あびこビデオ（１５分）ＮＨＫ千葉放送局長賞３．「製紙工場をたずねて」市川市情報・視聴覚部会
（１０分）千葉日報社長賞４．「いちかわ時の記憶国府台辻切り」市川市民映像制作グループ（１５分）チバテレビ賞５．「商品の流
通小売店の工夫」山武郡市視聴覚教材センター教材開発委員会中学校部会（１２分）千葉県視聴覚連絡協議会会長賞６．
「ものの燃え方」山武郡市視聴覚教材センター教材開発委員会小学校部会（１３分）千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会長賞

社会教育幼児～一般分77 千葉県教育委員会
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【060000254】

ぼくらの裁判員物語　裁判員制度広報用アニメーション　【平成１９年度寄贈】

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、国民の皆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のかを裁判官と一緒に決めてもらう制度。栗原と親
しくなるためのきっかけづくりにと「裁判員制度」について、幼なじみの進藤進とともに調べ始める別所。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？

社会教育中学生～一般分23 最高裁判所

【060000290】

夢へのパスポート　まちづくりにかける元気な女性たち　【平成１９年度寄贈】

１．子育て№１の街を作りたい！「子育て劇」「企業講座」「子育て応援ひろば」を通じ、地域全体で子育てを支え合えるようなまちづく
りを目指すマミーズ・ネットの活動を追いかける。アドバイザー…大日向雅美氏（恵泉女学園大学大学院教授）新潟県上越市…Ｎ
ＰＯ法人『マミーズ・ネット』（２９分）２．地元の伝統食を現代に発信したい！「地元の伝統食再現・そして全国への発信」に挑戦。地
元の人々や行政をも巻き込んだ彼女たちの「食」を通してのまちづくりの活動を追いかける。アドバイザー…原楫氏（全国食生活改
善推進員団体連絡協議会理事）岐阜県郡山市…『ビスターリマーム』（２９分）３．団塊世代が“元気”を生み出す街にしたい！団
塊世代の男性たちをターゲットにした連続講座「男の生き方塾」の企画・運営を計画。男性たちをサポートしながら元気なまちづくりを
目指す「男女共同参画おおた」の活動を追いかける。アドバイザー…上田幸夫氏東京都大田区…ＮＰＯ法人『男女共同参画おお
た』（２９分）

社会教育中学生～一般分29 内閣府男女共同参画局

【060000497】

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　【平成１９年度寄贈】

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っていますか？それは、「仕事」と「生活」を調和させるライフスタイルのこと。家庭や会社など私
たちの身近なところで、既に様々な取り組みが始まっています。このＤＶＤでは、ワーク・ライフ・バランス社会の実現を目指す企業
や、仕事と家庭の理想的なバランスを実践する人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介します。

社会教育一般分26 内閣府男女共同参画局

【010009725】

英語ソングビデオ１　ビデオでうったておぼえる　【平成１９年度購入】ビデオ

１．ABCSong（ＡＢＣの歌）２．ＨｅａｄandShoulders,KneesandToes（ヘッドアンドショルダー）３．TenLittleIndianBoys（１０人のインディアン）４．
Twinkle,Twinkle,Little（きらきら星）５．Thisistheway（こうやってやろう）６．Bingo（ビンゴの歌）７．MaryhadaLittleLamb（メリーさんのひつじ）８．
Hokeypokey（ホーキー・ポーキー）９．AreYouSleeping?（まだねているの？）１０．Row,Row,RowYourBoat（漕げ、漕げ、ボート）

国語・外国語小学生分30 日本ＬＬ教育センター

【010009734】

英語ソングビデオ２　ビデオでうったておぼえる　【平成１９年度購入】ビデオ

１．LodonBridge（ロンドン橋）２．TheFarmerintheDell（谷間の農夫）３．Sing（シング）４．OldMacDonaldHadaFarm（マクドナルドおじさん）５．Do-
Re-Mi（ドレミの歌）６．EdelWeiss（エーデルワイス）７．Yesterday（イエスタディ）８．YouareMySunshine（ユー・アー・マイ・サンシャイン）

国語・外国語小学生分30 日本ＬＬ教育センター

【010009743】

英語ソングビデオ３　ビデオでうったておぼえる　【平成１９年度購入】ビデオ

クリスマスソング特集１．JingleBells（ジングルベル）２．WeWishYouaMerryChristmas（楽しいクリスマスを）３．SantaClausisCominToTown（サンタ
が町にやってくる）４．RudolphtheRed-NosedReindeer（赤鼻のトナカイ）５．SantaClausWillCome（サンタクロースが待ち遠しい）６．
ISawMommyKissingSantaClaus（ママがサンタにキスをした）７．SilentNight（きよしこの夜）

国語・外国語小学生分30 日本ＬＬ教育センター

【060000352】

放課後、大好き！　放課後子どもプランの実践　総合的な放課後対策推進のための調査研究【平成
１９年度寄贈】

このＤＶＤでは、全国各地で地域の実情に応じて様々な形で行われている実践事例を紹介し、その運営方法や意義・重要性を紹
介しています。「小学校内で一体的に実施している事例（東京都江戸川区）」「別々の場所で実施している両事業の連携事例（島
根県松江市）」「学校内の別々の部屋で実施している両事業の連携事例（岩手県葛巻町）」「放課後子ども教室の機能を拡大・
充実させている事例（神奈川県横浜市）」

学校教育教職員～一般分24 日本視聴覚教育協会
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【060000521】

星や月１　星の明るさや色を調べよう　小学校理科DVDシリーズ　４年【平成１９年度購入】

彦星、織姫星やデネブの観察を通して、星の明るさや色には違いがあることを理解します。また、星座の探し方として、星座早見表
の使い方も紹介します。更に、星座神話のアニメを通して、天体に対する興味と関心を深めます。大日本図書新版たのしい理科準
拠

理科小学生分15 ＴＤＫコア

【060000530】

星や月２　月は動くのだろうか　小学校理科DVDシリーズ　４年【平成１９年度購入】

半月と満月の動きを時間を追って撮影し、それを早送り再生することで、月の位置が時間の経過に伴って変化することを学びます。
また、発展的学習として月の表面の観察の仕方を紹介します。大日本図書新版たのしい理科準拠

理科小学生分15 ＴＤＫコア

【060000540】

星や月３　星は動くのだろうか　小学校理科DVDシリーズ　４年【平成１９年度購入】

オリオン座を時間を追って撮影することで、星座は並び方を変えずに位置を変えていることを理解します。また、国際宇宙ステーション
などについても紹介し、天体に対する興味と関心を深めます。大日本図書新版たのしい理科準拠

理科小学生分15 ＴＤＫコア

【060000236】

森に生きる　森の名手・名人　【平成１９年度寄贈】

本作品は、日本人と森との関わりの歴史と、その中で培われてきた独自の林業技術を見つめ、また、現代にその技術を受け継ぐ、
森の名手・名人の姿を通じて、日本の木の文化の重要性を訴求していくものです。

社会科小学生～中学生分32 国土緑化推進機構

【060000245】

食と農の未来を拓く研究開発　最近の主な研究成果　【平成１９年度寄贈】

「Ａ：新しい性質を持つ品種の育成」１．畑作物品種２．園芸作物品種３．パン用小麦品種４．米品種５．カーネーション品種６．花
粉症対策に向けたスギ品種「Ｂ：生産性の向上とコスト低減」１．畑作時の湿害と干ばつを回避する簡易な水田技術２．資料イネに
よる家畜生産技術３．日本型精密農業技術で効率と環境保全を両立「Ｃ：安全・安心を確保する」１．ブリオン病対策技術の開発
２．農薬の適正使用に向けた新技術３．食に対する信頼確保のための品種・産地判別技術４．高品質な食材を提供する加熱処
理技術「Ｄ：環境問題への取り組み」１．地球温暖化が農林業に与える影響の評価と対策技術の開発２．農林系バイオマスのエ
ネルギー利用技術「Ｅ：未来を切り開く先端研究」１．イネゲノム塩基配列完全解読２．ＤＲＥＢの成果が国際貢献へ３．バイオメディカ
ル産業に貢献する組換え家畜

社会科小学生～一般分34 農林放送事業団

【060000503】

人物日本の歴史（１）　　【平成１９年度購入】

資料、イラスト、アニメ、実写により構成。けまり、曲水の宴、祇園祭などの祭りや行事なども収録。各人物の関連資料も豊富。「人
物名からの検索」と「時代別に編成された人物年表からの検索」ができる。卑弥呼/聖徳太子/小野妹子/中大兄皇子/中臣鎌
足/聖武天皇/行基/鑑真/藤原道長/紫式部/清少納言/平清盛/源頼朝/源義経/北条時宗/足利義満/足利義政/雪舟/ザ
ビエル/織田信長/豊臣秀吉新学習指導要領準拠

社会科小学生分100 アイジーピー

【060000512】

人物日本の歴史（２）　　【平成１９年度購入】

資料、イラスト、アニメ、実写により構成。能、浄瑠璃、歌舞伎なども収録。各人物の関連資料も豊富。「人物名からの検索」と「時
代別に編成された人物年表からの検索」ができる。徳川家康/徳川家光/近松門左衛門/本居宣長/杉田玄白/伊能忠敬/歌川
（安藤）広重/ペリー/大久保利通/西郷隆盛/木戸孝允/勝海舟/陸奥宗光/福沢諭吉/伊藤博文/明治天皇/小村寿太郎/板
垣退助/大隈重信/東郷平八郎/野口英世新学習指導要領準拠

社会科小学生分100 アイジーピー

【060000316】

正しく知る！性感染症・エイズ　Ｑ＆Ａ　　からだを守る　保健行動Ｑ＆Ａシリーズ３巻【平成１９年度購
入】

１．オープニング／性感染症（ＳＴＤ）とは？２．性器クラミジア感染症１０代に拡大３．性感染症Ｑ＆Ａ４．ＨＩＶ／エイズＱ＆Ａ〔①エイ
ズってどんな病気？②エイズウイルスのいる体液は？③エイズ検査／早期発見・早期治療／結び〕

保健体育・健康中学生～高校生分21 アーニ出版
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【050000152】

食事バランスガイド　あなたの食事は大丈夫？　【平成１９年度寄贈】ＣＤ－ＲＯＭ

－健康的な食生活の目安が一目で分かるＣＤ－ＲＯＭ－「食生活」は健康づくりの基本です。しかしライフスタイルの多様化、食の多
様化とともに、わたしたちの「食生活」に様々な問題が生じています。特に野菜の摂取不足、脂質や食塩のとりすぎによる肥満や生
活習慣病の増加が懸念されています。そこで一人一人が自らの食生活とつなげて具体的な行動に結びつけるものとして「何を」「ど
れだけ」食べたらよいかが一目でわかる食事の目安。「食事バランスガイド」が平成17年6月に誕生しました。主食、副菜、主菜、牛
乳・乳製品、果物の5グループの食品をバランス良くとれるよう、「コマ」のイラストでわかりやすく示しています。

生活科小学生～一般 食生活情報サービスセンター

【010009690】

母うずら　　【平成１９年度購入】ビデオ

母うずらが命がけで雛を救おうとした姿から、親の子に対する愛がこの上なく深く尊いものだということを自覚させるようにすることができ
る。また、命がけで雛の命を救おうとするところから、生命はかけがえのない大切なものだということにとどまらず、生命はその人一人の
ものではなく、もっと大きなものだということを感じとらせ、生命の大切さを自覚させることができる。そして、二度と狩りをしないというツル
ゲーネフが動植物に深い愛情を持っていることに着目し、動物や植物への愛の大切さを自覚させることができる。《道徳授業展開
例付》

道徳小学生分13 学研

【010009707】

ハッピーバースデー　命かがやく瞬間　長編アニメーション映画　【平成１９年度購入】ビデオ

母の静代は、兄の直人に希望を託して可愛がり、あすかには冷たくあたっていました。１２歳の誕生日、あすかは期待に胸をふくらませ
ていましたが、母は夜遅く帰宅したうえ、「あすかなんか産まなきゃよかった」と言います。その一言で、あすかの心は深く傷つき、声を
出せなくなってしまいます。それが原因で不登校になったあすかは、直人のすすめで福島の母の実家ですごすことになりました。やが
てあすかは、農村の自然と祖父母の深い愛情に癒され、声を取り戻します。生きる力を回復したあすかは、いじめにも立ち向かうよう
になります。また、重度の障害を持つ少女めぐみとの出会いを通して、生きることの素晴らしさを学んでいくのです…。原作／青木和
雄文部省選定

道徳小学生～一般分80 ゴーゴービジュアル企画

【060000263】

５等になりたい。　ひとりひとりちがうから。心と心で手をつなご。ほら、笑った。(ｱﾆﾒ)　【平成１９年度購
入】

小さい頃の病気がもとで４歳まで立つことすらできなかった律子。小学校に入っても、皆と同じ様に歩くことができず、クラスメイト達に
からかわれるのでした。傷心の律子は、足のマッサージ師石橋先生から「人としての本当のやさしさ、強さ」を教わります。それをきっか
けに、明るくたくましく生き抜こうとする律子。その夢は「かけっこで５等になる！」ことでした。３年の運動会も近づき、律子の班では「律
子ちゃんがいたらリレーで負けちゃうよー」と大騒ぎ。班から抜けようとする律子でしたが…。さあ、律子の５等になる夢はかなうのでしょう
か。文部省選定

道徳・人権小学生～一般分78 アミューズソフト販売（株）

【060000272】

夜回り先生　水谷修のメッセージ　いいもんだよ、生きるって　【平成１９年度購入】

水谷修氏（元定時制高校教諭）は、シンナー、覚醒剤などの薬物汚染から若者達を救う活動を続け、年間３００本以上も講演を
行い、薬物の恐ろしさを訴えている。講演会後も繁華街での深夜パトロールを行い、若者の更正に力を入れる。いつしか「夜回り先
生」と呼ばれるようになった水谷の生き様を「魂のメッセージ」である講演会映像を中心にジャーナリスト江川紹子のインタビューを織り
交ぜながら追う。「オープニング」「夜の世界に沈む子どもたち」「夜回り」「タカシ～虐待から非行に走った心優しい暴走族～」「マサ
フミの死～闘いの始まり～」「薬物汚染との飽くなき闘い」「アイ～シンナーに救いを求めた少女～」「薬物から逃れる４つの方法」
「大人たちへ～子どもに愛を～」「子どもたちへ～君たちの花の種を育てよう～」

道徳・人権中学生～一般分90 ＮＨＫエンタープライズ

【060000281】

夜回り先生　水谷修のメッセージ　２　生きていてくれて、ありがとう　【平成１９年度購入】

「夜回り先生」こと水谷修（元定時制高校教諭）。長年、シンナー・覚醒剤などの薬物汚染から子どもたちを救う活動を続けてきた。
今、水谷修は新たな課題と向き合い始めた…。独りで悩みを抱えリストカットなどをすることでかろうじて自分が生きていることを確認し
ている「夜眠れない子どもたち」を救うことである。なぜ子どもたちは心に苦しみを抱えるのか？水谷修の講演会と日々の取り組みを
見つめ、大人は子どもたちとどう向き合えばよいかを問いかける。水谷修の力強くも優しいメッセージを凝縮したドキュメンタリー。「オー
プニング」「心を病む子どもたち」「次々に届く悲鳴」「解決の糸口」「夜眠れない子どもたち」「夜眠れない子どもとの対話」「ヒロシ～
救えなかった命～」「子どもたちの笑顔のために」「アイ～『生きたい』と訴えて死んだ少女～」「エンディング」

道徳・人権中学生～一般分90 ＮＨＫエンタープライズ
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【060000325】

ＰｉＰｉ　とべないほたる　長編アニメーション映画　【平成１９年度購入】

生まれつき羽がちぢれて飛べないピピは、空を自由に飛べるホタルの仲間達から疎外されて寂しい日々を過ごしています。ある日、
新しく巣を張っているクモを発見したピピは、危険信号をお尻のライトで仲間達に知らせようとしている中、クモに襲われてしまいます。危
機一髪から仲間のキラに救われて、ようやく「僕は一人じゃなかった」と心を開き始めるピピは、他のホタル達と次第に打ち解けていき
ます。原作：小沢昭巳「とべないホタル」

道徳・人権幼児～一般分90 コロムビアミュージックエンタテイメント（

【060000343】

ハードル　長編アニメーション映画　【平成１９年度購入】

横浜に暮らす有沢麗音（レオン）は、小学６年生のある日クラスメートの万引きを目撃してしまいます。中学受験を控え心にストレスを
抱えている時でした。しかし友人の名を言わなかった麗音は犯人と誤解されます。無実を信じてくれない大人たちの態度に麗音は深く
傷つきますが、友人と文房具店のおばあさんの言葉に救われ、心の輝きを取り戻します。原作／青木和雄・吉富多美（ハードル真
実と勇気の間で）文部科学省選定

道徳・人権小学生～一般分84 毎日ＥＶＲシステム

【060000460】

ネット社会の道しるべ　　ケータイ・ネット社会の落とし穴１【平成１９年度購入】

このDVDは、新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で子供達にわかりやすく紹介し、ケータイ・ネット社会を健全に生きていくため
の、基本的なモラルを学んでもらう教材です。ドラマ１．架空請求と個人情報ドラマ２．メール交換と友達関係３．掲示板となりすまし

技術家庭・情報小学生～中学生分25 NHKエンタープライズ

【060000479】

ケータイ社会の落とし穴　　ケータイ・ネット社会の落とし穴２【平成１９年度購入】

このDVDは、新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で子供達にわかりやすく紹介し、ケータイ・ネット社会を健全に生きていくため
の、基本的なモラルを学んでもらう教材です。ドラマ１．メールと依存症ドラマ２．ケータイサイトと不正請求

技術家庭・情報小学生～中学生分25 NHKエンタープライズ

【060000488】

ブログ社会の落とし穴　　ケータイ・ネット社会の落とし穴３【平成１９年度購入】

このDVDは、新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で子供達にわかりやすく紹介し、ケータイ・ネット社会を健全に生きていくため
の、基本的なモラルを学んでもらう教材です。ドラマ１．ブログと個人情報－「日常」が「情報」に変わるとき－ドラマ２．ブログと権利
侵害－ランキング競争が招くトラブル－

技術家庭・情報小学生～中学生分30 NHKエンタープライズ

【060000307】

築こう！安全・安心なまちを　手をつなぎあう住民たち　【平成１９年度寄贈】

身近な場所で、子供が犯罪に巻き込まれる事件が後を絶たない。子どもたちを守り、安心して生活できる環境を築くためにはどうす
ればよいのか。○「大石北小学校区防犯連絡協議会」子どもたちが最も犯罪にあいやすい登下校の時間帯に、一緒に付き添って
登校したり、校門前のあいさつ運動を行っている。…あらゆる年代の大人たちがつながり合い、子どもたちの安全を見守っている。○
「浅間台安全安心支援隊」普段の生活の中で、負担にならず、誰もが気軽に参加できる体制をつくり、４つのグループに分かれて
活動している。…一人一人の意識が少し地域に向けられるだけで、一日中誰かの目が子どもたちに注がれる環境をつくりだしてい
る。○「地域安全マップ」子どもたち自身が、犯罪の起きやすい場所を知り危険を回避する能力を身につけることも大切。マップづくり
を通して子どもたちは地域の安全に目を開いていく。地域の大人たちがつながり合い、子どもたち自身も地域を知り、全ての住民が
手をつなぎあうことで、誰もが安心して暮らせるまちが築かれていく。

安全教育小学生～一般分24 日本視聴覚教育協会／(株)リュック

【060000334】

オペラが育てる仲間とちから　オペラ演出家　大谷洌子　生きる　３【平成１９年度購入】

日本オペラ界のプリマドンナとして活躍をしてきた大谷洌子さん。今、オペラ演出家として、自らの後半生を音楽教育に捧げる大谷さ
んの活動の一つが「子どもオペラ」の指導です。大人と同じように求める高い演技。子どもたちが「生きる」ために大切なものを伝えた
いという願う大谷さんの思い。「子どもオペラ」完成までの軌跡を追う、感動のドキュメンタリー。本編３２分／特典（子どもオペラ「ヘン
ゼルとグレーテル」特別編集版）３７分

音楽小学生～一般分32 紀伊國屋書店

【010009716】

どんぐりの家　長編ドキュメンタル・アニメーション　【平成１９年度購入】ビデオ

聴覚障害に加え知的障害や精神障害を合わせ持つという思いハンディを背負った子供達の成長を願い、苦しみながらも歩んでいく
家族、それを支える人々のひたむきな姿－そこに流れるヒューマニズムと協同の精神は、現代社会の人間の生き方、子育てや教育
のあり方を見つめ直し、福祉の原点を問いかける。原作／山本おさむ文部省特選

生涯学習小学生～一般分110 汐文社
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