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DS-001 鉄腕アトム（バリアフリー版） 24分 カラー 

 手塚治虫・原作・監督アニメーション。映像・主音声・副音声が入ったバリアフリー用の DVDです。 

画面には字幕スーパーも入っています。目や耳の不自由な方にも楽しんでいただけます。 

  2005年（対象：幼・保・小学） 

 

DS -002 鉄腕アトム（オリジナル版） 24分 カラー 

 世界ではロボットが人間の手足となって活躍していた。アトムは心をもつロボットとして、お茶の水

博士の手によって目覚めた。心を持つロボットの存在は人間達の間に波紋を広げ、反対する人々から迫

害を受ける事も･･･。アトムは素晴らしい能力を使って、人々を危機から救うために活躍する。アトム

の願いは一つ。それは「人間とロボットが友達でいられる世界を作る事」だった。 

  2005年（対象：幼・保・小学） 

 

DS -003 緑の猫（バリアフリー版） 24分 カラー 

 手塚治虫・原作・監督アニメーション。映像・主音声・副音声が入ったバリアフリー用のビデオです。 

画面には字幕スーパーも入っています。目や耳の不自由な方にも楽しんでいただけます。 

  2005年（対象：小学） 

  

DS -004 緑の猫（オリジナル版） 24分 カラー 

 原作は 1956 年「おもしろブック」に発表されたＳＦマンガの先駆的作品。悪の魅力を飼い主の耳に

ささやく緑の猫・グリーンに操られる旧友の息子サンボ・ユノーを救うため、ヒゲオヤジこと私立探偵

伴俊作が緑の猫を追求する。そして、緑の猫の正体が葉緑素から出来ている宇宙生物だとつきとめるが

…。手塚マンガの常連ヒゲオヤジが大活躍するＳＦミステリードラマ。 2005年（対象：小学） 

 

DS-005 にじいろのさかな ～ゆうじょう編～ 24分 カラー 

 青く深い遠くの海ににじいろに輝くウロコをもった、世界で一番美しい魚が住んでいた。みんなに、

にじうおと呼ばれるその美しい魚は、誰にも相手にされず、ひとでに悩みを打ち明けるのだが･･･。『に

じいろのさかな』『にじいろのさかな しましまをたすける！』２話を収録。 

  2005年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-006 にじいろのさかな ～ぼうけん編～ 24分 カラー 

 ある日、おだやかに暮らしていた、にじうおたちのところに見知らぬおおくじらがやってきた。自分

たちをじっと見つめるおおくじらを、にじうおたちは怪しく思い、大げんか。そのとき、にじうおがお

おくじらに近づいて･･･。『にじいろのさかなとおおくじら』『こわくないよにじいろのさかな』２話

を収録。  2005年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-007 サヨナラ、みどりが池 ～飛べ！凧グライダー！！～ 30分 カラー 

 この作品は、大都市部にも残る身近な自然を舞台に、子供たちに人気のあるキャラクター「かえる」

たちが登場し、彼らの繰り広げる冒険を通して「環境」や「友情」「思いやり」の大切さなどを、分か

りやすく、楽しく伝えます。 2005年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-008 なかよしおばけ おばけパーティ 42分 カラー 

 いつも一緒のなかよしおばけ、ちょっとこわがりの４人組が繰り広げる愉快なストーリー。『おばけ

パーティ』『おばけとカミナリの夜』『いたずらっこスタンリー』『おばけ 砂漠へ行く』『アンリと

お風呂の泡』『おばけの時間旅行』６話を収録。 2005年（対象：幼・保・小学） 
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DS-009 なかよしおばけ おばけの地下室たんけん 42分 カラー 

 おばけなのに、ちょっとこわがりの４人組が繰り広げるワクワクドキドキのアニメ。『おばけの地下

室たんけん』『いなくなったワンちゃん』『おばけのミステリー』『おばけのハロウィン』『おばけと

雪の日の朝』『おばけの子ガモ騒動』６話を収録。 2005年（対象：幼・保） 

 

DS-010 なかよしおばけ おばけネス湖へ行く 42分 カラー 

 おばけなのに、ちょっとこわがりの４人組が繰り広げるワクワクドキドキのアニメ。『おばけネス湖

へ行く』『おばけとあたらしい友達』『エドワールの腹話術』『おばけと落っこちたお星さま』『おば

けといやな天気』『おばけの洗濯』６話を収録。 2005年（対象：幼・保） 

 

DS-011 トラップ一家物語（バリアフリー版） 90分 カラー 

 映像・主音声・副音声が入ったバリアフリー用の DVDです。画面には字幕スーパーも入っています。

目や耳の不自由な方にも楽しんでいただけます。 2005年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-012 トラップ一家物語（オリジナル版） 90分 カラー 

 オーストリアのトラップ男爵の家に家庭教師としてやってきたマリア。一家は裕福でしたが、家族の

温かさはありません。マリアの明るさと情熱で、しだいに心を開いてゆく子どもたちに。一家のかけが

えのない存在となったマリアに、トラップ男爵から結婚の申し込みが･･･。 

  2005年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-013 ヘレンと共に ～アニ－サリバン～ 20分 カラー 

 アニ－・サリバンは、目と耳と口の不自由な少女、ヘレン・ケラーに生きる喜びを少しでも与えてあ

げたいと願い、ヘレンの家庭教師になることを決意しました。つきっきりでヘレンの教育に取り組むア

ニ－でしたが、思うようにいかず途方に暮れて悩む毎日を送ります･･･。特典映像として『流行おくれ』

(５分)を収録。 2005年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-014 ポンカンマンの自転車免許教室                      18分 カラー 

アニメ実写合成映画。増え続ける自転車事故。交通ルールや運転技術を身につけずに自転車を運転す

ることが大きな原因であるとも考えられます。自動車やバイクは、免許がなければ運転できませんが、

自転車は免許がなくても乗れます。荒川区では、自転車免許制度を全国で初めて実施しています。もち

ろん免許がなくても自転車には乗れますが、免許を取得する過程で、交通ルールや運転技術を学ぶこと

ができ、事故防止に役立っています。 2006年（対象：小学） 

 

DS-015 もったいない 23分 カラー 

アニメ。一人一人の『もったいない』の心が世界中に大きな輪を広げます。不思議な生き物と動物達

との物語。 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-016 どんぐりと山猫 20分 カラー 

アニメ。原作：宮沢賢治。ある晩、一郎の家におかしなハガキが届いた。それは、山猫からの手紙で、

明日ぜひ山猫に会いに山へ来て欲しいというものだった。・・・ 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-017 たろうシリーズ 第１巻 24分 カラー 

子育てのヒントが詰まった良質なストーリーが支持され、長きにわたり愛されてきた名作絵本を原作

としたアニメーション。好奇心旺盛な男の子・たろうが、日々の生活で成長していく姿をユーモアたっ

ぷりに描いた物語で、児童・生徒の情操教育や小学校での総合学習にも向く。『たろうのおでかけ』『た
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ろうのばけつ』 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-018 たろうシリーズ 第２巻 24分 カラー 

子育てのヒントが詰まった良質なストーリーが支持され、長きにわたり愛されてきた名作絵本を原作

としたアニメーション。好奇心旺盛な男の子・たろうが、日々の生活で成長していく姿をユーモアたっ

ぷりに描いた物語で、児童・生徒の情操教育や小学校での総合学習にも向く。『たろうのともだち』『た

ろうのひっこし』 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-019 なかよしおばけ おばけ遊園地に行く 49分 カラー 

おばけなのに、ちょっとこわがりの４人組が繰り広げるワクワクドキドキのアニメ。『おばけ遊園地

に行く』『おばけとけがをしたこうもり』『おばけの水中たんけん』『おばけの山登り』『おばけの宝

さがし』『おばけのコンサート』『スタンリーのペット』 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-020 なかよしおばけ おばけ空をとぶ 49分 カラー 

おばけなのに、ちょっとこわがりの５人組が繰り広げるワクワクドキドキのアニメ。『おばけ空をと

ぶ』『ジョルジュ ヒーローになる』『雲につかまったアンリ』『リュシーの温室』『グリグリおばち

ゃんのバイク戦争』『おばけとおおきな虹』『おばけ島へ行く』 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-021 なかよしおばけ おばけのキャンプ旅行 49分 カラー 

おばけなのに、ちょっとこわがりの６人組が繰り広げるワクワクドキドキのアニメ。『おばけのキャ

ンプ旅行』『リュシー 星に願いを』『おばけ氷の国へ行く』『おばけと大きなあしあと』『おばけの

大捜査』『おばけと不思議な穴』『ジョルジュ 宇宙へ行く』 

  2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-022 コロちゃんはどこ？ 25分 カラー 

 かわいい犬の男の子コロちゃんが毎日の生活で出会う楽しい出来事を描いたお話。『コロちゃんはど

こ？』『コロちゃんのプレゼント』『コロちゃんのおにわ』『コロちゃんのさがしもの』『コロちゃん 

えほんだいすき』 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-023 コロちゃんのたんじょうび 25分 カラー 

かわいい犬の男の子コロちゃんが毎日の生活で出会う楽しい出来事を描いたお話。『コロちゃんのた

んじょうび』『コロちゃん もりへいく』『コロちゃんのおきにいり』『コロちゃん こうえんへいく』

『コロちゃんのたのしいいちにち』 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-024(バリアフリー版)  DS-025(オリジナル版) 

 楽しいムーミン一家 １話 ムーミン谷の春 25分 カラー 

アニメ。春が来て、ムーミン谷の住人が冬の眠りから目覚めました。ムーミンはみんなを誘って山に

登り、帽子を見つけました。しかし、その帽子はとても不思議な帽子だったのです。（バリアフリー版

は映像・主音声・副音声が入っています。画面には字幕スーパーも入っています。目や耳の不自由な方

にも楽しんでいただけます。） 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-026(バリアフリー版)  DS-027(オリジナル版) 

 楽しいムーミン一家 ２話 魔法の帽子 25分 カラー 

アニメ。飛行鬼は、帽子の中に何か入れると別の物に変えてしまう不思議な帽子をどこかでなくして

しまいました。ああたいへんです！誰かが帽子に何かを入れてしまったようです！（バリアフリー版
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は映像・主音声・副音声が入っています。画面には字幕スーパーも入っています。目や耳の不自由な方

にも楽しんでいただけます。） 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-028 地球が動いた日 78分 カラー 

アニメ。阪神・淡路大震災の中から明日を見つめて成長する子ども達の感動の物語。  

  2006年（対象：小学・中学・一般） 

 

DS-029 かんすけさんとふしぎな自転車 23分 カラー 

アニメ。童話「かんすけさんとふしぎな自転車」は第 42 回青少年読書感想文全国コンクールの小学

校低学年の部の課題図書です。 2006年（対象：小学） 

 

DS-030 にしまきかやこ絵本作品シリーズ 第１巻 27分 カラー 

豊かな想像力を育て、温かく安心感のあるストーリーで高い支持を得ている絵本作家・にしまきかや

こが描く、美しくやさしい絵本の世界がそのまま DVD に。原作は日本図書館協会選定、全国学校図書

協議会選定作品。『わたしのワンピース』『みずいろのながくつ』『きんぎょのトトとそらのくも』 

  2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-031 にしまきかやこ絵本作品シリーズ 第２巻 29分 カラー 

豊かな想像力を育て、温かく安心感のあるストーリーで高い支持を得ている絵本作家・にしまきかや

こが描く、美しくやさしい絵本の世界がそのまま DVD に。原作は日本図書館協会選定、全国学校図書

協議会選定作品。『ちいさなきいろいかさ』『まこちゃんのおたんじょうび』『はけたよ はけたよ』 

  2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-032 カワウソ親子の冒険 19分 カラー 

アニメ。子カワウソを助けるために、自分の命をなげうって、銃口の前に立ちはだかる、母親カワウ

ソの深い愛情を知った狩人が、そのけなげさに心を打たれる物語。誰もが好きな小動物・カワウソ親子

のワクワクする冒険を通して、生命の尊さ、友だちの大切さ、親と子の強い絆を、子どもたちにわかり

やすく語りかける作品。（バリアフリー版は映像・主音声・副音声が入っています。画面には字幕スー

パーも入っています。目や耳の不自由な方にも楽しんでいただけます。）2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-033 アニメ名作シリーズ ダンボ 62分 カラー 

ディズニー・アニメ(日本語吹き替え版) 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-034 アニメ名作シリーズ シンデレラ 72分 カラー 

ディズニー・アニメ(日本語吹き替え版) 2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-035 ねこざかなシリーズ 第１巻 23分 カラー 

さかなとねこがなかよく大冒険！？ 人気絵本作家の手による愉快な絵本を原作にした、画面を自由

自在に動き回るにぎやかなキャラクターが楽しいアニメーション。原作は、ボローニャ国際児童図書展

グラフィック賞など、世界的にも著名な賞を受賞。２話収録：『ねこざかな』『おどるねこざかな』 

  2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-036 ねこざかなシリーズ 第２巻 23分 カラー 

さかなとねこがなかよく大冒険！？ 人気絵本作家の手による愉快な絵本を原作にした、画面を自由

自在に動き回るにぎやかなキャラクターが楽しいアニメーション。原作は、ボローニャ国際児童図書展
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グラフィック賞など、世界的にも著名な賞を受賞。２話収録：『ねむるねこざかな』『そらとぶねこざ

かな』  2006年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-037 アニメ名作シリーズ ピノキオ 86分 カラー 

ディズニー・アニメ(日本語吹き替え版) 2007年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-038 アニメ名作シリーズ ピーターパン 75分 カラー 

ディズニー・アニメ(日本語吹き替え版) 2007年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-039(バリアフリー版)  DS-040(オリジナル版) 

 楽しいムーミン一家 ３話 浜で見つけた難破船 25分 カラー 

アニメ。なぜかおとなたちは自信をなくし、落ち込んでいます。ムーミンたちは探検に出かけ、浜で難

破船を見つけました。みんなで船を修理しているうちに、おとなは自信をとりもどしたようです。（バ

リアフリー版は映像・主音声・副音声が入っています。画面には字幕スーパーも入っています。目や耳

の不自由な方にも楽しんでいただけます。） 2007年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-041 みんながおしえてくれました 25分 カラー 

アニメ。人気絵本作家・五味太郎が描いた夢いっぱいの名作絵本をＤＶＤ化。五味作品独特の絵と言葉

のテンポはそのままに、奇抜なアイデアがつまったストーリーに全編書き下ろしの楽しい音楽を加え、

子どもの想像力をふくらませる絵本の魅力を映像でも再現、「豊かな完成を育てる」情操教育に適した

良質のアニメーション作品です。 2007年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-042 イカのおすし 16分 カラー 

♪うたって おどって ゆうかいぼうし♪ 知らない人について『イカ』ない。知らない人の車に『の』

らない。『お』おごえで叫ぶ。『す』ぐ逃げて。誰かに『し』らせよう。自分の身は自分で守る。アニ

メーションと音楽を使って、わかりやすく誘拐防止について子供たちに教えます。 

  2007年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-043 楽しく街にでましょう ～高齢者だからそこ知っておきたい交通ルール～ 23分 カラー 

お年寄りは加齢と共に身体機能に変化がおこっています。若いときにはすぐに対処できた危険予知、

危険回避も難しくなっています。でもそのことを自覚して、かしこく街を歩けば、出歩くのが楽しくな

ります。そして、歩けば健康で長生きできます。明るく愉快に交通ルールをご紹介します。 

  2007年（対象：一般） 

 

DS-044 えものはどこだ                            27分 カラー 

 ユニークかつオリジナリティあふれる作風で人気の絵本作家・五味太郎の作品をアニメ化。灯台下暗 

しをテーマにしたストーリー「えものはどこだ」をはじめ、「あそぼうよ」「だいじょうぶかしら ね 

ずみくん」「ともだちがきました」の全４話を収録。 

2008年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-045 はとむくじゅうの名犬物語                       29分 カラー 

 母犬を亡くした山犬を拾った三吉は、その犬に太郎と名付け、自分で飼うことにした。やさしい愛情

のもとに、すくすくと育ち、猟犬として成長していくが…。南アルプスの美しい自然の中で繰り広げら

れる山犬と少年の友情の物語。 
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DS-046 アニメ名作シリーズ 三人の騎士                    70分 カラー 

 ディズニー・アニメ(日本語吹き替え版)             2008年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-047（バリアフリー版） DS－048（オリジナル版） 

    楽しいムーミン一家  ４話 おばけ島へようこそ            25分 カラー 

 難破船の修理が終わり、さあ、いよいよ出航です。船に帆をはって大海原へと漕ぎ出しました。航海

は順調に進み、小さな無人島に上陸しました。ムーミンたちは大はしゃぎです。さっそくムーミンママ

はみんなのためにパンケーキを焼きはじめ、ムーミンとスナフキンは島の探検に、ヘムレンさんは植物

採集に、みんな楽しそうです。しかし、めずらしい植物が生い茂るこの小さな島で不思議な事件が待ち

受けていたのです。                       2008年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-049 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.3  ブログ社会の落とし穴      30分 カラー 

 多くの家庭にインターネットが普及し、小・中学生の半数近くが携帯電話を所持しています。しかし 

子供たちに情報やモラルやセキュリティについては十分な指導がなされているとはいえません。この作

品は、新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で子どもたちにわかりやすく紹介し、基本的なモラ

ルを学んでもらう教材です。情報モラル教育）●ブログと個人情報～「日常」が「情報」に変わるとき 

●ブログと権利侵害～ランキング競争が招くトラブル～     2008年（対象：小学・中学・一般） 

 

DS-050 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.1  ネット社会の道しるべ      25分 カラー 

 多くの家庭にインターネットが普及し、小・中学生の半数近くが携帯電話を所持しています。しかし 

子供たちに情報やモラルやセキュリティについては十分な指導がなされているとはいえません。この作

品は、新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で子どもたちにわかりやすく紹介し、基本的なモラ

ルを学んでもらう教材です。（情報モラル教育）●架空請求と個人情報●メール交換と友達関係●掲示            

板となりすまし                       2009年（対象：小学・中学・一般） 

 

DS-051 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.2  ケータイ社会の落とし穴     25分 カラー 

 多くの家庭にインターネットが普及し、小・中学生の半数近くが携帯電話を所持しています。しかし 

子供たちに情報やモラルやセキュリティについては十分な指導がなされているとはいえません。この作

品は、新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で子どもたちにわかりやすく紹介し、基本的なモラ

ルを学んでもらう教材です。（情報モラル教育）●メールと依存症●ケータイサイトと不正請求 

  2009年（対象：小学・中学・一般） 

 

DS-052 アニメ名作シリーズ  白雪姫                      81分 カラー 

 ディズニー・アニメ（日本語吹き替え版）            2009年（対象：幼・保・小学） 

 

DS-053 アニメ名作シリーズ  ふしぎの国のアリス 

 ディズニー・アニメ（日本語吹き替え版）            2009年（対象：幼・保・小学） 
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DK-001 千葉県の民俗芸能〈１〉 獅子神楽 20分 カラー 

   千葉県民俗芸能連絡協議会 千葉県教育委員会 2005年（対象：小学・中学） 

 

DK-002 食と農の未来を拓く研究発表 vol.2 29分 カラー 

  社団法人 農林放送事業団 2005年（対象：小学・中学） 

 

DK-003 食と農の未来を拓く研究発表 vol.3 20分 カラー 

  社団法人 農林放送事業団 2005年（対象：小学・中学） 

 

DK-004 千葉県の民俗芸能〈２〉 念仏踊り・万作踊り 20分 カラー 

  千葉県民俗芸能連絡協議会 千葉県教育委員会 2006年（対象：小学・中学） 

 

DK-005 5分でわかる教育の情報化 DVD  5分 カラー 

  社団法人 日本教育工学振興会(JAPET) 2006年（対象：教員・一般） 

 

DK-006 教育の情報化のために ～IT導入マニュアル～ 157分 カラー 

  文部科学省生涯学習政策局 2006年（対象：教員・一般） 

 

DK-007 森に生きる ～森の名手・名人～ 32分 カラー 

  社団法人 国土緑化推進機構 2007年（対象：中学・一般） 

 

DK-008 食と農の未来を拓く研究開発 ～最近の主な研究成果～ 68分 カラー 

  社団法人 農林放送事業団 2007年（対象：小学・中学） 

 

DK-009 食築こう！安全・安心なまちを －手をつなぎあう住民－ 24分 カラー 

  財団法人 日本視聴覚教育協会 2007年（対象：小学・中学） 

 

DK-010 私たちのメッセージを伝えよう －公共広告をつくる－ 28分 カラー 

  法務省情報通信政策局 放送政策課 2007年（対象：小学） 

 

DK-011 もうひとつのウサギとカメ －映像のよみときを学ぶ授業－ 73分 カラー 

  法務省情報通信政策局 放送政策課 2007年（対象：教員） 

 

DK-012 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～   27分 カラー 

                  内閣府男女共同参画局総務課     2008年（対象：一般） 

 

DK-013 世界遺産シリーズ『知床』海・川・森の物語                31分 カラー 

                  （社）国土緑化推進機構  2008年（対象：中学・教員・一般） 

 

DK-014 みんなでおどろう！レッツヒップホップ                  55分 カラー 

                   全国視聴覚教育連盟 2008年（対象：小学・中学・一般） 

 

DK-015 「地デジを活用した授業とは」 

                  デジタル放送教育活用促進協議会   2008年（対象：教員）  
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DK-016 ICTを活用した“分かる授業実践” eスクール 2007岡山～授業実践映像～  169分 カラー 

                  デジタル放送教育活用促進協議会   2008年（対象：教員） 

 

DK-017 春野家ケータイ物語◆情報モラル教材◆                  79分 カラー 

         独立法人メディア教育開発センター   2009年（対象：小学・中学・教員・一般） 

 

DK-018 生命の宝庫 亜熱帯の森～沖縄・奄美の島々～               33分 カラー 

              社団法人国土緑化推進機構  2009年（対象：小学・中学・教員・一般） 

 

DK-019 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～      35分 カラー 

               内閣府男女共同参画局   2009年（対象：小学・中学・教員・一般） 

 

DK-020 元気に遊ぼう！リズムでゲーム                      53分 カラー 

                     全国視聴覚教育連盟 2008年（対象：小学・中学・一般） 

 

DK-021 テレビ広報「なるほど習志野」「正しく使おう！電子メールとインターネット 

        ～情報モラル教育～」平成 21年 2月 15日～28日放送            20分 カラー 

                    習志野市広報課 2009年（対象：小学・中学・教員・一般） 

 

DK-022 千葉県 NPO活動紹介 DVD NPOならきっとできる               32分 カラー 

 こども編「NPOってなぁに？」 大人編「あなたが変える社会と人生!～NPOとの出会い～」 

  NPO活動推進ビデオ編集会議  2009年（対象：小学・中学・教員・一般） 

 

DK-023 目で見て理解する視聴覚ライブラリー 膝痛のあなたに贈る 10章 5分 カラー 

  ㈱映像工房 医・知・典事業部  2009年（対象：一般） 

 

DK-024 大地震がちばを襲う ～あなたはイメージできますか？備えは？～ 38分 カラー 

  千葉県総務部消防地震防災課   2009年（対象：一般） 

 

DK-025 情報大ステーション Digital edition    110分 カラー 

  東京情報大学  2009年（対象：高校・教員・一般）  

  

DK-026 情報大ステーション Digital edition    120分 カラー 

  東京情報大学  2010年（対象：高校・教員・一般）  

  

DK-027 日本の森シリーズ 温暖化の森 生命をつなぐ知恵    34分 カラー 

  社団法人 国土緑化推進機構  2010年（対象：高校・一般） 

 

DK-028 忍者になって ホップ！ステップ！ジャンプ!  37分 カラー 

  財団法人 全日本社会教育連合会  2009年（対象：小学・中学） 

 

DK-029 みんなでおどろう！ よさホップ   53分 カラー 

  全国視聴覚教育連盟  2009年（対象：小学･中学） 
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DK-030 七年祭り 九社が寄り合う安産子育て祈願の大祭り  70分 カラー 

  千葉県地域文化芸術振興プラン推進実行委員会  2010年（対象：小学・中学・教員・一般） 

 

DK-031 みんなに元気をあげよう！ チアロビクス   58分 カラー 

  全国視聴覚教育連盟  2010年 （対象：小学･中学） 

 

DK-032 千葉県の民族芸能〈7〉 祭囃子    20分 カラー 

  千葉県無形民族文化財連絡協議会  2010年 （対象：小学・中学・教員・一般） 

 

DK-033 日本の森シリーズ 四季が育む生命の山々 東北・冷温帯の森   31分 カラー 

  社団法人 国土緑化推進機構  2010年 （対象：高校・一般） 

 

DK-034 平成 22年度 松戸の教育シリーズ    

  松戸市教育研究所 対象：小学・中学・教員） 

 

DK-035 考えよう、ケータイ ～情報モラル授業プログラム～ 21分 カラー 

           株式会社ＮＨＫエデュケーショナル  2008年 (対象：小学・中学) 

 

DK-036 みんなで考えよう、ケータイ ～情報モラル学習プログラム～ 28分 カラー 

 株式会社ＮＨＫエデュケーショナル  2008年 (対象：小学・中学) 

 

DK-037 めぐみ 25分 カラー 

 政府 拉致問題対策本部  2008年 (対象：小学・中学・教員・一般) 

 

DK-038 折って・切って・広げてびっくり！切り紙遊び 40分 カラー 

 財団法人 全日本社会教育連合会  2011年 (対象：幼・保・小学) 

 

DK-039 みんなが主役！ 人形劇で遊んじゃおう 46分 カラー 

 全国視聴覚教育連盟  2011年 （対象：幼・保・小学） 

 

DK-040 タマゴ教室 ～タマゴについて調べてみよう！～ 12分 カラー 

 株式会社放送映画製作所 2012年 （対象：小学） 

 

DK-041 元気に行進！レッツゴーパレード 45分 カラー 

 一般財団法人 日本視聴覚教育協会  2012年 （対象：幼・保・小学） 

 

DK-042 なるほど習志野 平成２５年８月後半号  カラー 

 ㈱ＪＣＮ船橋習志野 2013年 （対象：一般） 

 

DK-043  日本の森シリーズ 北の大地に息づく命 亜寒帯・北海道の森 35分 カラー 

  社団法人 国土緑化推進機構  2013年（対象：高校・一般） 

 

DK-044 ボディステップ おもしろリズムをつくろう                    カラー 

全国視聴覚教育連盟  2013年 （対象：幼・保・小学） 
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DK-045                                                       53分カラー 

テレビ朝日映像  2013年 （対象：幼・保・小学） 

 

DK-046 千葉県無形民俗文化財 安房やわたんまち                  53分カラー 

テレビ朝日映像  2013年 （対象：幼・保・小学・中学・高校・一般） 

 

DK-047 千葉県無形民俗文化財 上総十二社祭り 60分カラー   

           テレビ朝日映像  2014年 （対象：幼・保・小学・中学・高校・一般）  

 

DK-048 世界遺産シリーズ 絶海に浮かぶ進化の島々 小笠原諸島 33分カラー 

株式会社 CNインターボイス 2014年 （対象：幼・保・小学・中学・高校・一般） 

 

DK-049 千葉県指定無形民俗文化財 太田のエンヤーホー  59分カラー 

千葉県無形民俗文化財連絡協議会  2016年 （対象：幼・保・小学・中学・高校・一般） 

 

DK-050 スマホの落とし穴 親子・地域で考えよう 34分カラー 

国立青少年教育振興機構 2015年 （対象：小学・中学・高校） 

 

DK-051 見て 学んで 考える WEB教材 キッズ介護教材長寿大国を探検しよう カラー 

国立青少年教育振興機構 2015年 （対象：小学） 

 

DK-052 平成２７年度松戸の教育シリーズ  

松戸市教育研究所 2015年 （対象：小学・中学・教員）  

 

DK-053 平成 27年度 情報セキュリティ対策用 DVD 48分カラー 

  転落へのクリック －え？まさか犯罪者にー  

テレビ朝日映像 2016年 （対象：小学・中学・高校・教員・一般） 

 

DK-054 坂戸の念仏踊り 分カラー 

  －伝統を受け継ぐ－  

千葉県無形民俗文化連絡協議会 2018年 （対象：小学・中学・高校・教員・一般） 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


