
防犯対策

番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

a472 20分 VHS

安全は自分自身の
手で
事件や事故から身を
守ろう

近年、信じられないような犯罪が発生し、中学生が被
害者になるような凶悪な事件や事故が増えています。
そこで、犯罪から生徒たちを守る中学校の取組を紹介
しながら、学校や地域社会における防犯対策の重要性
を認識する目的で製作したものです。
文部科学省選定。

中学生

～

成人

a552 25分 DVD

築こう！
安全・安心なまちを
手をつなぎあう
住民たち

身近な場所で、子どもたちが犯罪に巻き込まれる事件
が後を絶ちません。子どもたちを守り、安心して生活
ができる環境を築くために、学校やＰＴＡを地域の住
民たちがどのようにつながっていけばいいのかを３件
の事例と共に学習します。付録：メディアを利用した
地域安全マップ作成マニュアル。

成人

a644 61分 DVD

あなたは狙われてい
る！
防犯対策
泥棒・ストーカー・盗撮盗

聴などの犯罪から身を守る

日常生活に潜む様々な犯罪。犯罪から身を守るにはどうした
らいいのか、そして不幸にも犯罪に遭ってしまったらどうすれ
ばいいのかを詳しく解説した作品です。
１.住居不法侵入者から身を守る／２.ストーカーから身を守
る／３.あなたは見られている！聴かれている！盗聴・盗撮対策
／４.ネットショッピング・カード詐欺／５.現代社会の落とし穴

青年～

成人

e344 20分 VHS
守ろう！
みんなの大切な命

近年、児童達が誘拐事件や殺害事件など、凶悪犯罪に巻き
込まれる事件が多発しています。そこで、児童達が犯罪から
身を守るための方法等について考え、学び、知識を習得して
いく事を目的に製作したものです。

小学生

成人

e457 25分 VHS
学校の危機管理
大丈夫ですか
あなたの学校は

子ども達が毎日安心して通える学校。誰もが安心だと
思っている学校生活。しかし、こうした考えが根底か
ら覆され始めています。この作品は、４つの例をとっ
て予測不可能な事故や事件が起きた時に、どのように
児童の命を守れば良いのか。また、学校における危機
管理とはどういうものなのか、地域社会とのつながり
の必要性について解説しています。例①授業中に不審
者が侵入②昼休みの校庭に不審者が侵入③プールサイ
ドに不審者が侵入④児童同士の喧嘩（教職員向け）

教職員

e458 21分 VHS

小中学生のための
犯罪被害防止対策
マニュアル
身近にある危険

通学路や自宅近くなど、これまで安全と思われた地域
での連れ去り事件が頻発したり、携帯電話の普及で出
会い系サイトを好奇心で利用する児童・生徒が増え、
犯罪被害に遭うケースが増加しています。このビデオ
は、こうした犯罪にどのように対処したらよいのかを
ドラマ形式により、具体的事例を挙げてマニュアル的
に説明し、犯罪被害の防止対策を教えています。

小学生

～

中学生

e468 15分 VHS

自分で自分を守る
～ゆうかい・
つれさりに
あわない～

子どもを対象とした犯罪の主な手口や身を守るための
方法を実写とアニメを組み合わせ、分かりやすく紹介
した作品です。動物のキャラクターアニメを挿入する
ことにより、必要以上の恐怖感やリアルさを和らげた
構成になっています。

小学生
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

d105 13分 VHS
赤ずきんちゃん
ちゃんとチェック
（アニメ）

抵抗する力の無い子供達をいかにして犯罪から守る
か。トラブルに巻き込まれることを未然に防ぐ、「自
己防衛力」と「判断力」の育成が望まれます。このア
ニメは犯罪者の接触に対し、どう対処すれば危険を最
小に押さえ込めるのかをポイントに整理して展開した
ものです。誘拐防止の基礎力を身に付けるための学習
ビデオです。

幼児～

小学生

d136 15分 VHS
はっきりことわろう
誘拐されないぞ！

サッちゃん、ヨッちゃん、マーくんの３人の主人公
が、それぞれ危うく誘拐されそうになります。コアラ
のＣＧキャラクター・ワッツとノリジは３人を無事に
助け出すと共に誘拐から身を守る方法を彼らにわかり
やすく教えます。様々な誘拐のパターンを想定した、
オムニバス形式のＣＧアニメです。
エピソード１：知らない人にはついていかない／エピ
ソード２：甘い言葉には気をつけよう／エピソード
３：大きな声で助けを求めよう

小学生

d162 25分 DVD
名探偵コナン・
防犯ガイド
（アニメ）

アニメでおなじみのコナンとその仲間たちが、子ども
たちを犯罪から守るために、クイズ形式で身近に潜む
“危険”を分かりやすく解説します。全部で7項目に分
かれていて、コナンがそれぞれの対策を検証しなが
ら、正解を教えてくれます。さらに普段からの心がけ
や対策についても説明してくれるので、学校や自治会
での防犯教育に最適です。

小学生
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薬　物

番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

a377 19分 VHS
ドラッグ
たった一度から始まる破滅へ

の道

このビデオは、実際に薬物乱用に陥ってしまった人たち、薬物
乱用をなくそうとする一教師の活動、専門医師などへのイン
タビューを通し、薬物乱用の何が恐しいのかを明らかにして
いきます。
（＊教え子の薬物乱用がきっかけで夜回りを始めた横浜の高校

教師、薬物依存からリハビリ中の若者が語る、乱用のきっかけ

や心身への影響、聖マリアンナ医大助教授が解説する薬物乱

用のメカニズム・・・ほか）

中学生

～

高校生

a450 113分 VHS
ＤＲＵＧ
【映画】

この作品は、増加の一途をたどる中・高校生など若年層への
薬物の浸透を防止する事を目的としており、薬物乱用に至る
経緯や、その背景にある学校や家庭の問題を浮き彫りにし、
問題提起をはかるものです。若年層への薬物乱用防止教育
に役立てることを目的としています。

中学生

～

成人

a706 24分 DVD
ストップ！
薬物乱用
危険ドラッグの恐怖

誘惑の魔の手を断ち切る第一歩として、薬物乱用につ
いての正しい知識を身につけることは重要です。体験
者インタビューを交え４項目に分けて解説します。
1.薬物の種類と乱用　/　2.危険ドラッグとは　/　3.
なぜ薬物乱用はいけないのか　/　4.薬物乱用の防止と
対策

青年

成人

b203 20分 DVD
ドラッグの悲劇
脱法ハーブが奪った未来

近年、危険ドラッグに関する事件や事故が増加し、大
きな社会問題となっています。「ハーブ」「アロマオ
イル」などと称して販売されているものもあり、その
成分は違法薬物とほとんど変わりなく、法規制を逃れ
るため分子構造が次々と変えられているため、人体へ
の悪影響が予測できないきわめて危険なものになって
います。この作品では、危険ドラッグに手を出した少
年の転落をドラマと解説で描いています。

中学生

～

成人

e495 26分 DVD
今すぐ防げ！大麻汚
染
最初の一回が人生を狂わせた

若者たちの間で、大麻や覚せい剤所持、吸引による摘
発が相次いでいます。この作品では、専門家や体験者
の話を交え、若者たちが興味本位で大麻に手を出し、
人生を棒に振らないように、大麻にはどんな害がある
のか、その危険性と違法性を強く訴えています。

中学生

～

大学生
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携帯・インターネット

番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

a476 20分 VHS
これで安心！
インターネットを
楽しむために

パソコンが一般家庭に普及し、インターネットの利用は中高年層

にまで広がっています。メールのやり取りからショッピング、世界

の情報収集など様々な楽しみが可能になりました。しかし注意し

なければいけない問題もあります。利用上のリスクを理解して自

己責任のもとでインターネットを楽しめるように制作されました。

成人

a485 25分 VHS
インターネット
悪徳商法
～被害を防ぐために～

インターネットを利用した悪徳商法とはどのようなものがある
のか,オンラインショッピング、ネットオークションのしくみや、被
害例などの具体例と、その被害にあわないための知識や予
防方法を解説します。

成人

e405 22分 VHS

モラルをもって
勝ち残れ
楽しくインターネットを

利用するために

本作品では、子供たちがインターネットで、情報収集、メール
のやり取り、ホームページづくり（情報発信）をゲーム･クイズ
方式で体験し、インターネットを活用する上での注意点、危険
性、そして、モラルを学んでいくものです。情報モラル教育用。
小学校・中学校編。

小学生～

中学生

e418 20分 VHS インターネットの罠

パソコンや携帯電話を使い、インターネットで情報を得る事は

中、高校生の間でもごく普通の事となりました。しかしそれに伴

い、色々なトラブルに巻き込まれるケースも増えてきました。これ

らのトラブルに巻き込まれないためには、ネット上にはどんな危

険が潜んでいるのか、正しい知識を入れるとともに、情報を読み

解く力、メディアリテラシーを身に付ける事の重要性を訴えます。

中学生～

高校生

e419 20分 VHS
出会い系サイト
の危険

「出会い系サイト」はバーチャルの世界のものです。顔の見えな

い相手と携帯電話でアクセスし、ハンドルネームを使い、メール

のやりとりだけで信用し親密になったと思い込んでしまう点に危

険な落とし穴が存在します。中・高校生がリスクの重さを理解

し、犯罪に遭わないよう自己防衛することを訴えます。

中学生～

高校生

e420 20分 VHS 情報モラル

新学習指導要領に沿う、ＩＴ時代において不可欠の「情報と
コンピュータ」分野。情報化が社会に及ぼす影響と、他人に
迷惑をかけないマナーについて説明。責任ある行動を促しま
す。著作権。プライバシー。不正コピー。ウィルス。ハッカー。健
康面を考慮した利用、他。

中学生

e432 20分 VHS
凶器にもかわる
携帯電話
中・高校生の自己防衛

携帯電話の急速な普及によって、インターネットのアクセスやカ

メラ付きケイタイ、テレビ付きケイタイ、クレジット機能付きケイタイ

など、どこでも簡単に使える便利な道具に進化しました。しかし、

その利便性の裏には危険性も隠れているのです。ケイタイによる

さまざまなトラブルをドラマ形式で解説しています。

中学生～

高校生
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

e449 27分 VHS
やめよう！
ネットでウソと悪口

小学生がネットを使うときに、他人に迷惑をかけたり、お互い
に不愉快な気持ちにならないよう、上手に利用するにはどう
したら良いかを二つの話を通して考えていきます。第一話は
掲示板の書き込みが原因で、けんか別れしてしまった仲良し
のリカちゃんとアカネちゃんの話、第二話は、自分のホーム
ページに軽い気持ちで書いた小さなウソから、大変な思いを
した泰介君の話。コンピュータの向こう側には自分と同じ生
身の人間がいることを忘れずに、ネットの使い方の基本を学
びます。

小学生

e476 30分 DVD

ちょっと待って、
ケータイ
～被害者にも加害者にも

ならないために～

携帯電話等を介して、インターネット上に氾濫する有害情報
がどのようなものか、４つの事例からいかに危険であるかを
子ども向けに紹介した作品です。
１「メールの落とし穴」／２「ケータイに忍び寄る罠」／
３「プロフの危険な誘惑」／４「学校裏サイトの闇」

小学生～

中学生

e477 31分 DVD
ケータイに潜む危険
～子どもの携帯電話を

考える～

携帯電話等を介して、インターネット上に氾濫する有害情報
がどのようなものか、４つの事例を保護者の目線から鑑賞で
きる作品で、ＰＴＡ研修や講座での活用を想定して制作され
ています。
１「ケータイに振り回される子どもたち」／２「個人情報を狙う
悪質サイト」／３「巧みに忍び寄る犯罪者たち」／４「学校裏
サイトの闇」

成人

(保護者)

e527 41分 DVD スマホの落とし穴

子どもたちがスマートフォンを使うときに起こる可能性がある
危険を、６つの事例で紹介しています。各事例の後にスマート
フォン利用についての話し合いのポイントとなるアドバイスが
入っており、学習素材として活用できます。
１．ルールは決めたけど／２．そんなつもりじゃ／３．フィルタリ
ングは大事／４．SNSは便利に使おう／
５．気を付けて！投稿写真／６．無料ゲームの罠に注意

小学～成

人

j139 20分 DVD

いわれなき誹謗中傷
との闘い
スマイリーキクチと考える

インターネットにおける人

権

根拠のない誹謗中傷により、現在に至るまで長年誹謗中傷
による大きな被害を受け続けながらも、悪質な誹謗中傷と闘
い、乗り越えていく経験をお持ちのスマイリーキクチさんの実
体験をもとに、ドラマ形式を交えながらネットの誹謗中傷の
現実と対策、そして人権的な課題について考える作品です。

収録内容：「ある日、突然、殺人犯に！（1：46）」「ドラマ「誹
謗中傷との闘い（11：12）」「解説：インターネットの危険性
（5：28）」「エンディング（1：38）」
【バリアフリー字幕版・副音声版選択可】

青少年

～

成人
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悪徳商法

番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

a559 14分 DVD
振り込め詐欺被害防
止啓発落語

三重県警では、振り込め詐欺の被害を食い止めるた
め、落語による啓発DVDを作製しました。“振り込め
亭駄目太夫”が「おれおれ詐欺」や「架空請求詐欺」
などをテーマに軽妙な語り口でわかりやすく詐欺の手
口を説明しています。

成人

a561 18分 DVD
詐欺手口にご用心
～主婦・お年寄り狙いの悪

質商法～

年々巧妙化する詐欺や悪質商法。振り込め詐欺やリ
フォーム詐欺、内職詐欺などを具体的に紹介し、「詐
欺手口への対処法」、「だまされてしまったら」、
「相談窓口」などについて解説した作品です。

成人

a627 29分 DVD
みえてくる！
悪質商法の手口

高齢者の消費者トラブルに関する相談が増加していま
す。トラブルを未然に防ぐためにも、高齢者本人やそ
の周囲の人が悪質商法の手口を事前に知っておくこと
が大切です。消費者トラブルの事例ドラマから予防と
対処を学べる内容です。
（解説書あり）

成人

a628 29分 DVD
みえる？みえない？
みえてきた！

社会経験の少ない若者が消費者トラブルに巻き込まれ
ないよう、基本的な知識や消費者トラブルの対処法を
事例ドラマから学べる内容です。社会に出るまでに
知っておくべき知識をわかりやすく解説しています。
（解説書あり）

青年 成人

高齢者 中

学校 高校

大学

a629 23分 DVD
あっ、と撃退！
悪質商法
お年寄りを守るご近所の力

高齢者の消費者トラブル被害が増加し続けています。
被害の回復が困難なケースも増えており、被害を未然
に防ぐことが重要になってきています。この作品では
悪質商法の被害に合わないために悪質な業者を知るこ
と、そしてご近所や周囲の人たちとの交流を密にして
おく大切さを描いています。

 成人

高齢者

a644 61分 DVD

あなたは狙われてい
る！
防犯対策
泥棒・ストーカー・盗撮盗

聴などの犯罪から身を守る

日常生活に潜む様々な犯罪。犯罪から身を守るにはどうした
らいいのか、そして不幸にも犯罪に遭ってしまったらどうすれ
ばいいのかを詳しく解説した作品です。
１.住居不法侵入者から身を守る／２.ストーカーから身を守
る／３あなたは見られている！聴かれている！盗聴・盗撮対策
／４.ネットショッピング・カード詐欺／５.現代社会の落とし穴

青年～

成人
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