
ＤＶＤ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

一般 H15 56分

はじめよう食育

｢食｣見直しませんか？ 一般 H19 23分

食と農の未来を拓く研究開発

農林水産研究開発レポートＶＯＬ．１ 一般 H19 57分

食と農の未来を拓く研究開発

農林水産研究開発レポートＶＯＬ．２ 一般 H19 29分

作って遊ぼう！ 小学生

リサイクル工作 一般 H19

光のマジック 小学生

かげ絵で遊ぼう 一般 H19

映像不思議シュミュレター 小学生

めざせ！メディアマスター 一般 H19

千葉県の民俗芸能（１）

獅子神楽 一般 H19

糸で広がる楽しい世界 小学生

あやとりで遊ぼう 一般 H19

千葉県の民俗芸能（２）

念仏踊り　万作踊り 一般 H19

森に生きる

森の名手・名人 一般 H19 32分

夢へのパスポート

～まちづくりにかける元気な女性たち～ 一般 H19

私たちのメッセージを伝えよう

～公共広告をつくる～ 小学生 H19 32分

もうひとつのウサギとカメ

～映像のよみときを学ぶ授業～ 一般 H19 50分

明日への道しるべ

～まちづくりにかける元気な女性たち～ 一般 H20 60分

生命の宝庫　亜熱帯の森

沖縄・奄美の島々 一般 H20 33分

世界遺産シリーズ　知床

海・川・森の物語 一般 H20 31分

総務部総務課　山口六平太

裁判員プロジェクトはじめます! 一般 H20 23分

太鼓祭２００８

in SAITAMA SUPER ARENA 一般 H20 90分

放課後、大好き!

－放課後子どもプランの実践－ 一般 H20 24分

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 一般 H22 33分

千葉県の民俗芸能＜７＞

祭囃子 一般 H20 25分

一般 H21 30分

一般

高・

一般 110分

高・

一般 120分

千葉県メディアコンクール優秀作品

平成22度作品 一般 H22

プロが伝える心・技・体

（中学生編） 中学生

千葉の道・道路進化物語

沖縄・奄美の自然を紹介

世界遺産に指定された知床の自然を紹介

裁判員制度について紹介したアニメーション
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福祉の現場から

膝痛のあなたに贈る10章

情報大ステーション①

情報大ステーション②

私たちの生活に密着した道路の役割や大切さ、道路整備への理解が深まるとと
もに、房総の歴史や魅力を再発見する。

食育について解説するとともに食育活動実践事例や食事バランスガイドの活用
法などもわかりやすく紹介しています。

最近の農林水産研究開発を理解してもらうためのビデオ（麦の高品質化を目指
して他）

最近の農林水産研究開発を理解してもらうためのビデオ（海洋生態系と水産資
源他）

たのしいリサイクル工作の紹介他。

さまざまなかげ絵の作り方の紹介や、かげ絵の楽しみ方を学ぶ。

小学４～６年生を対象にしたソフトで、インタラクティブ性を活かし子どもたちが主体的に映像を操作することを通じて、普
段目にしているテレビの映像にも、さまざまな意味や意図があることを自ら気付くことが出来るよう構成されています。

千葉県の民俗芸能を種類別にまとめ、１つづつ紹介していきます。
この巻では、二人で一匹の獅子を演じる｢二人の立ちの獅子舞｣を取り上げます。

あやとりの楽しさ､不思議さを知ってもらうためのビデオ

千葉県の民俗芸能を種類別にまとめ、１つづつ紹介していきます。
この巻では、二つの系統の踊り｢念仏踊り」｢万作踊り｣を取り上げます。

日本の木の文化を支えた森とともに生きる名手名人たちを紹介

女性の元気が地域活性化している優良事例の紹介

学校や地域活動等での活用ビデオ（小学校高学年向け）

学校や地域活動等での活用ビデオ（高等学校教師向け）

女性の元気が地域活性化している優良事例の紹介

２００８年に開催されたイベントの様子を紹介

各地で実施している実例を紹介

東北の山を中心に、子規それぞれに豊かな表情を見せる冷温帯の森の具体的な
特徴を解説します。

千葉県内で行われている祭囃子を収録

千葉県高齢者福祉施設協議会が企画した、福祉施設で働く人々の仕事をレポー
ト

健康、カラダ、医療、ヘルス＆ケア　誰もがQ知りたい悩みやテーマについて考え
る

千葉県内の高校生と情報大生が話題のスポットやイベントを映像でレポート。

千葉県内の高校生と情報大生が千葉の自然、文化、そして活躍する高校生をレ
ポート

平成２２年度のメディアコンクールで受賞した作品を収録

全国野球振興会が中学生を対象に、トレーニングの基礎から実施までを解説しま
す。
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ＤＶＤ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

プロが伝える心・技・体

（高校編） 高校生

一般 H20

一般 H20 25分

一般 H20 25分

ＮＰＯならきっとできる

（子ども編・大人編同時収録） 一般 H21 32分

ＮＰＯならきっとできる

（子ども編・大人編同時収録） 一般 H21 32分

みんなが主役！

人形劇で遊んじゃおう 子ども H23 46分

折って・切って・広げて　びっくり！

切り紙遊び 子ども H23 40分

千葉県メディアコンクール

平成23年度　特別賞作品 一般 H23

千葉県メディアコンクール優秀作品

平成23年度作品 一般 H23

ちょっと待って、ケータイ２ DISC1 子ども向け　ちょっと待って、ケータイ２-ﾙｰﾙとﾏﾅｰをまもろう- 子ども 32分

ケータイに潜む危険２ DISC2 保護者向け　ケータイに潜む危険２-子どもをｹｰﾀｲから守るｔめに- 保護者 H24 32分

元気に行進！

レッツゴーパレード 一般 H24 45分

千葉県指定無形民俗文化財

椎津のカラダミ 一般 H24

北の大地に息づく命

‐亜寒帯・北海道の森‐ 一般 H25 35分

千葉県指定無形民俗文化財 千葉県指定無形民俗文化財の安房のやわんたまちを紹介

安房やわんたまち （やわんたまち・出祭神社由緒） 一般 H25

千葉県メディアコンクール優秀作品

平成25年度作品 一般 H25

ボディスラップ

おもしろリズムをつくろう！ 一般 H25

千葉県指定無形民俗文化財 千葉県指定無形民俗文化財の上総十二社祭りを紹介

上総十二社祭り （平成２６年度　文化遺産を活かした地域活性化事業） 一般 H26

魅力いっぱい！ ■野菜の魅力を再発見　■目指したいのは一日３５０ｇ　■野菜のある食卓

野菜のある食卓 野菜に含まれる栄養素や働き、献立への取り入れ方などを紹介し栄養バランスのよい楽
しい食生活を応援します。

一般 H27 24分

千葉県メディアコンクール優秀作品 平成27年度のメディアコンクールで受賞した作品を収録

平成27年度作品 最優秀賞　千葉県教育委員会教育長賞「未来へ繋ぐ～日本唯一の関東牛刀職人～」　優
秀賞５作品　合計6作品　収録

一般 H27

平成26・27年度　子どもゆめ基金助成事業　DVD教材

スマートフォンを使う時にありがちな問題を６つのドラマで紹介。安全に楽しく使用するためのポ
イントを学んで、スマートフォンを上手に使いこなしましょう。
【1話】ルールは決めたけど…　　　【2話】そんなつもりじゃ…
【3話】フィルタリングは大事　　　【4話】SNSは便利に使おう
【5話】気をつけて！投稿写真　　　【6話】無料ゲームの罠に注意

子ども・
一般 H27 34分

千葉県メディアコンクール優秀作品 平成29年度のメディアコンクールで受賞した作品を収録

平成29年度作品
最優秀賞　千葉県教育委員会教育長賞「湖底のふるさと」
その他優秀賞　収録

 一般 H29

千葉県メディアコンクール優秀作品 平成３０年度のメディアコンクールで受賞した作品を収録

平成30年度作品
最優秀賞　千葉県教育委員会教育長賞「養老川」
その他優秀賞　収録

 一般 H30

千葉県メディアコンクール優秀作品 令和３年度のメディアコンクールで受賞した作品を収録

令和3年度作品
最優秀賞　千葉県教育委員会教育長賞「５．住みよいくらしをつくる」
その他優秀賞　収録

 一般 R3

Ｄ５０

Ｄ５２

太鼓祭２００８

めぐみ

めぐみ

手や体をたたいて、みんなで遊ぼう。
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全国野球振興会が高校生を対象に、トレーニングの基礎から実施までを解説しま
す。

日本太鼓協会が主催する、２００８年の太鼓祭決定戦を収録。

―文部省選定作品―
北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ

―文部省選定作品―
北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ

千葉県ＮＰＯ活動紹介ＤＶＤ
子ども編…ＮＰＯってなぁに？　（15分）
大人編…あなたが変える社会と人生 ～ＮＰＯとの出会い～（17分）

千葉県ＮＰＯ活動紹介ＤＶＤ
子ども編…ＮＰＯってなぁに？　（15分）
大人編…あなたが変える社会と人生 ～ＮＰＯとの出会い～（17分）

人形劇を上演することにより、感情表現力を養い、コミュニケーションが円滑にできるよ
うになることを目的としています。
①人形劇を見てみよう　　②人形を作ってみよう　③人形を動かしてみよう　④人形劇を
やってみよう

子どもたちと様々な世代の方たちが切り紙の知識を教えあい、楽しみながら交流を深めることを
目的としています。
切り紙遊びを始める前に／どんな模様ができるかな？／大好きな動物やお花を切ってみよう！
／おじいちゃん・おばあちゃんたちと一緒にやってみよう！

平成２３年度のメディアコンクールで受賞した作品を収録

平成２３年度のメディアコンクールで受賞した作品を収録

パレードを練習し演じることで、遊びながら体力が向上し感動を体験できます。パレード
を通じてお互いに「思いやる心」「協力する心」が育ちます。
（内容：ｽﾄﾚｯﾁ・ﾎﾟｰｽﾞ&ｺｰﾙ・ｳｫｰｷﾝｸﾞ・ﾀﾞﾝｽ・ﾌﾗｯｸﾞ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ）

スマホの落とし穴
親子・地域で考えよう

平成２５年度のメディアコンクールで受賞した作品を収録

53分
34秒

千葉県指定無形民俗文化財の椎津のカラダミを紹介
（椎津とカラダミ・万燈作り1,2・団子もらい1,2・瑞安寺式典・万燈行列・カラダミ）

35分
25秒

日本の森シリーズ。亜寒帯・北海道の森の特徴を解説。四季ごとの森の表情と森と密接
に関わる動植物を紹介し、自然の不思議と魅力に迫る。さらに森と人々の関わりを見つ
め、森を守る試みを紹介している。
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