
幼 児 教 育
番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

a412 22分 VHS
あしたね
ゆれ動く心、４歳児

このビデオは、ゆれ動く友達関係の中で自己の世界を
広げていく４歳児の子どもたちと、先生の生活する姿
がありのままに映し出されています。幼児教育にたず
さわる方たちの幼児理解を深めるための教材用ビデ
オ。

青年～

成人

a452 22分 VHS
ちっちゃいけどい

い？
友だちを求めあうなかで

幼児は、友達とともに暮らす幼稚園生活の中で、互い
の存在を感じつつ、様々な体験を重ねていきます。幼
児一人一人が自分の考えを表しながら、同時に、友達
の思いを受け入れていくためには、友達と一緒に活動
しながら、喜びを分かち合う、悔しさや悲しみをこら
えるなど、心を動かす出来事を共有することが大切で
す。これらの体験を通して、幼児は互いの感じ方や考
え方に関心を寄せ、だんだんに相手のよさに気付いて
いきます。 

青年～

成人

a471 21分 VHS
迷路ごっこだよ
～伝わる喜びから

伝えあう楽しさへ～

このビデオには､５歳児の幼児たちと教師との生活があ
りのままに映し出されていますが、映像から、「伝わ
る喜び」から「伝えあう楽しさ」へと変容する幼児の
姿を読みとることができます。幼児教育に携わる方々
の幼児理解や指導のあり方についての理解を深める教
材として制作したものです。

青年～

成人

a481 40分 VHS
この小さな

手さえあれば

ともに幼いときに視力を失った夫婦の子育てを追うド
キュメンタリーです。最初のうちは、哺乳瓶の熱湯消
毒や入浴など苦労の連続です。そして、３人で帰郷す
る場面などを通して、親子の愛情や保育、福祉をみつ
めなおします。

青年～

成人

a509 28分 VHS
地域こぞって

子育てを！

仕事と子育ての両立支援策について薬丸裕英が樋口恵
子先生に聞く支援ガイド。
内容：(1)子育ての相談をめぐる支援策とその活動
(2)保育施設をめぐる支援策とその活動　(3)仕事と子
育ての両立をめぐる支援策とその活動　(4)政府の子育
て支援
（字幕付き）

青年～

成人

b5 28分 VHS

親の目子の目

『“新しい生命”
との出会い』
ファミリー出産の記録

ある一家で、家族が立ち会って出産するまでをドキュ
メントで追い、新しい家族が誕生するまでの一家あげ
ての協力や子供たちが新しい生命を感じ、その大切さ
に気づく姿、家族のあたたかい心のふれあいなどを描
いている。

青年～

成人

b6 28分 VHS
親の目子の目

『自然はぼくらの
保育室』

長野県長野市街地から車で３０分の飯綱高原の森の中
に建てられたログハウス風の「子供の森幼児教室」。
ここでの保育風景を紹介し、自然とふれあい、自然の
中でのびのびと育てることの大切さを描く。

青年～

成人

b8 21分 VHS
ぼく　どこから

生まれてきたの？

男女のからだの違い、両親の愛情、精子が繰り広げる
決死の大レース、そして受精の瞬間・・・。さらには
胎児の成長から赤ちゃん誕生の喜びの日までが楽しい
アニメーションで綴られており、愛といのちの神秘が
ユーモラスにわかりやすく解説されている。

幼児
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

b11 21分 VHS
ママの応急手当
発熱から心肺蘇生法まで

とっさに役立つ応急手当の基礎知識。クイズ形式もま
じえて、強く印象づける。
１．出血２．やけど３．誤飲４．発熱５．ひきつけ
６．候に物を詰めた時〔心肺蘇生法〕（１）気道の確
保（２）人工呼吸（３）心臓マッサージなどを紹介す
る。

青年～

成人

b12 21分 VHS 保育のおとし穴

幼児は身近な自然と関わり、それを遊びに取り入れな
がら、知的な欲求を満足させ、その積み重ねによって
科学的な見方や考え方を身につけていく。特に自然の
環境に恵まれない都会の幼児たちにとっては、自然の
豊かな幼稚園は貴重な場所といえるだろう。幼児と自
然の関わり、その中での保育者のあり方を、現実の保
育の場で探ってみた。

青年～

成人

b13 21分 VHS
せんせい　せんせい
３歳児の世界

幼稚園は幼児にとって初めての集団生活。その中で幼
児は、何をどのように学びとり、身につけていくのだ
ろうか。教師の役割や指導とは何なのだろうか。３歳
児が先生や友達とふれあいながら思い切り遊ぶ姿に、
その答えを見ることができる。このビデオは、３歳児
と先生の生活する姿をありのままに記録し、幼稚園に
おける指導のあり方を考えていく。

青年～

成人

b14 30分 VHS
はじめての反抗

幼児期の自立

成長の過程で、最も基本となる幼児期の育て方はどう
あるべきかを、通園拒否という形で反抗をはじめた、
ある幼児のケースを中心に、ドラマ形式でさぐる。

青年～

成人

b16 15分 VHS
できるかな

おむつにさよなら
おしっこシーシー

ユーモラスで可愛いぬいぐるみの“ポチ”と一緒に考
えたり歌ったりしているうちに、楽しく無理なく自然
に生活習慣が身につく、幼児向けしつけビデオシリー
ズ。トイレにいきたくなったら、まわりの人にちゃん
と言えるかな？

幼児

b17 15分 VHS
できるかな

ハブラシじょうず
シュッシュッシュ

ユーモラスで可愛いぬいぐるみの“ポチ”と一緒に考
えたり歌ったりしているうちに、楽しく無理なく自然
に生活習慣が身につく、幼児向けしつけビデオシリー
ズ。歯ブラシって、何するの？

幼児

b18 15分 VHS
できるかな

おしょくじじょうず
カミカミモグモグ

ユーモラスで可愛いぬいぐるみの“ポチ”と一緒に考
えたり歌ったりしているうちに、楽しく無理なく自然
に生活習慣が身につく、幼児向けしつけビデオシリー
ズ。よくかんで、楽しくお食事してるかな？

幼児

b19 15分 VHS
できるかな

シャボンはたのしい
シュワシュワアワワ

ユーモラスで可愛いぬいぐるみの“ポチ”と一緒に考
えたり歌ったりしているうちに、楽しく無理なく自然
に生活習慣が身につく、幼児向けしつけビデオシリー
ズ。シャンプーは気持ちいい。お風呂遊びもたくさん
あるよ。

幼児

b20 15分 VHS
できるかな

スヤスヤネンネ
おやすみなさ～い

ユーモラスで可愛いぬいぐるみの“ポチ”と一緒に考
えたり歌ったりしているうちに、楽しく無理なく自然
に生活習慣が身につく、幼児向けしつけビデオシリー
ズ。眠るのいやな子、だ―れ？

幼児
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

b21 15分 VHS
できるかな

とびだしダメダメ
とんとんストップ

ユーモラスで可愛いぬいぐるみの“ポチ”と一緒に考
えたり歌ったりしているうちに、楽しく無理なく自然
に生活習慣が身につく、幼児向けしつけビデオシリー
ズ。公園、街角、飛び出さないでストップ。

幼児

b22 21分 VHS
せんせいにも

きかせて

幼児期は、言葉を獲得する上で、きわめて重要な時期
です。遊びを中心とする幼稚園生活の中で、教師は言
葉の指導をどの様に行えばよいのでしょう。幼稚園で
の幼児と教師が生活するありのままの姿から、幼児が
言葉を獲得する課程で、教師のかかわりがどのような
意味をもつかを探ったもので、保育に携わる教師が、
言葉の指導のあり方を考えるための研修資料となる。

青年～

成人

b24 21分 VHS

うたいっぱい

コンサート
「アイアイ～モーモー

フラダンス」

みんなの大好きな歌がいっぱい！！全３２曲、一緒に
歌ったり、踊ったり元気がわいてくるうたいっぱいコ
ンサート。

幼児

b40 28分 VHS いい子・わるい子
親にとって都合の「いい子」が抱える問題点を探り、
自立心ややる気が芽生え始める時期の親の対応の大切
さを示唆します。

青年～

成人

b47 12分 VHS 生まれるよ！

そな（７才）まよ（５才）あさ（３才）の三人姉妹は
もうすぐ赤ちゃんが生まれてくるのを楽しみにしてい
ます。「おとうさんもおへそがあるから、あかちゃん
だったの？」お父さんも。お母さんもおばあちゃんか
ら生まれた赤ちゃんだったことに驚きます。待ちに
まった出産の日、わくわくしなが
ら助産院へ行きました。お母さんも赤ちゃんも頑張っ
てついに男の子が誕生！みんなに喜びがひろがりま
す。

幼児

青年～

成人

b51 46分 VHS
石川憲彦が語る

「育ち合う」という
こと

児童精神科医である石川憲彦氏による、保護者や教育
現場の人々が子どもと関わっていくことの重要性と信
頼関係を築いていくためのヒントをインタビュー形式
でアドバイスしています。
・大人に求められる冷静さ・原因は子どもたちの「身
の守り」・年齢を超えて共通する子どもたちの課題・
「待つ」とはどういうことか・ときにはぶつかること
もある・こもるということ・家族と子育て

青年～

成人

b57 19分 VHS 友だちのきもち

子どもは、とかく自分本位に行動し、他者の立場に立
つことが苦手です。人間としての優しさ、友だちの気
持を思いやることの大切さを問いかける内
容です。

青年～

成人

b153 16分 VHS 子どもとしつけ

「悪いことは悪いと言うこと」「自分の行いに責任が
あることを気付かせること」…あたりまえのことだけ
れど、おろそかになってはいませんか。ユニークな
キャラクターでおなじみのＫＯＮＩＳＨＩＫＩさんと
アニメのテディが、しつけのポイントを楽しく解説し
ます。

幼児

青年～

成人
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

b154 17分 VHS ゆっくり、ゆったり

子どもの個性を大切にし、未来への夢を持たせるため
には…他の子どもや平均値と比べず、その子のよさを
見つけて伸ばすこと、生活に遊びと自由な時間を与え
ること、そして子どもと一緒に楽しむことなど、親に
できることは決して難しいことではありません。７人
の専門家たちが登場、育児のコツを伝授します。

青年～

成人

b158 18分 VHS しつけとルール
社会には守らなければならないルールがあります。そ
の基本はまず家庭の中から。親の態度が子どもの手本
となります。叱る時、褒める時、親のあり方を示唆し
ます。

青年～

成人

b162 70分 VHS 家庭教育手帳

過保護や過干渉、育児不安やしつけへの自信喪失。こ
のビデオでは、そんな子育てに関する問題を解決する
ためのヒントを紹介します。（このビデオは、「エ
ル・ネット家庭教育セミナー」で放映した「家庭教育
手帳・ノート」シリーズ（全１５回）をもとに、「家
庭教育手帳」解説ビデオとして、平成１２年度に編
集・製作したものです。

青年～

成人

b163 75分 VHS 家庭教育ノート

過保護や過干渉、育児不安やしつけへの自信喪失。こ
のビデオでは、そんな子育てに関する問題を解決する
ためのヒントを紹介します。（このビデオは、「エ
ル・ネット家庭教育セミナー」で放映した「家庭教育
手帳・ノート」シリーズ（全１５回）をもとに、「家
庭教育手帳」解説ビデオとして、平成１２年度に編
集・製作したものです。

青年～

成人

b167 21分 VHS
新米ママ＆パパへ

贈るメッセージ

初めて経験する子育て。期待と喜び、そして不安に満
ち溢れている新米パパとママに向けて、子育て現在進
行中の先輩たちの経験から生まれた暖かいメッセージ
を紹介します。

青年～

成人

b170 23分 VHS
年長さんがつくった

おばけやしき
生活発表会に向けて

幼稚園の生活発表会にむけて５歳児のおばけやしきグ
ループの６人が先生に支えられながら友達とぶつかっ
たりアイデアを出し合ったりしながら成長する姿が映
しだされている。

青年～

成人

b176 22分 VHS
「こんなとき

あなたならどうす
る？」

このビデオは、子育て中に出会うであろうさまざまな
場面を想定し、「あなたならどうする？」と問いかけ
る形で作成されています。この作品は、家庭教育学
級、地域子育て支援センター、保育園や幼稚園、子育
てサークルなど、子育て中の親が集まる機会のグルー
プワーク教材としてご活用いただけます。

青年～

成人

b177 28分 VHS
「はぐくむきずな・

子育て知恵袋」

このビデオは、子育てを応援するために「親と子のコ
ミュニケーション」「家庭での安全対策・応急対策」
「仲間づくり」について紹介しています。子育ての参
考にサークルでのグループワークの話題提供に活用で
きます。

青年～

成人
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

b181 22分 DVD
子育て不安を

乗り越えて

子育てをどうとらえ、どう取り組めば、子育て不安を
乗り越えられるのか。識者や支援センター、親たちの
インタビューを交え、不安を乗り越えるヒントや視点
を親たちや子育て支援に取り組む人々に伝えます。

青年～

成人

b194 25分 DVD
幼児・児童虐待

－見えない虐待を
しないために－

実際にあった幼児・児童への虐待を３話オムニバスのドラマ
形式で紹介します。専門家が、親の気づきを喚起するための
虐待防止対処法をわかりやすくアドバイスします。
（字幕版付き）※最初に字幕を表示するかの選択が必要

青年～

成人

b195 128分 DVD
子育てを考える

「子本主義」

「子本主義」とは「子どもを如何に育てるか」という
問題について、家族・学校・地域・国が、その集団の
中で子どもの「最善の利益」を求めることを指してい
ます。家庭内暴力、不登校、ひきこもり等さまざまな
問題を最小限にくい止める方法について考える内容に
なっています。

青年～

成人

b204 19分 DVD
めばえる心

はぐくむ心

子どもは、生まれながらにして環境と積極的に関わり
ながら、自ら育つ心を内在しています。この作品は、
子どもが養育者を信頼し、安心して自己を表現する素
直な心が、新生児から備わっている様子を生き生きと
描いています。周囲の大人の関わりが、子どもの秘め
た力を誘発し、人間らしく、心も体も順調に発育して
いく様子を見る人に分かりやすく紹介しています。

青年～

成人

b205 24分 DVD
こどもの心が

聞こえる

４か月児と保育士1年生の記録です。この作品は、子ど
もが養育者を信頼し、安心して自己を表現する素直な
心が新生児から備わっていく様子を生き生きと描いて
います。初め保育者が子どものサインを読み取れず、
子どもが泣き出してしまう場面もあります。自ら育つ
力を発揮して心もからだも順調に育っていく子ども
と、それを一歩引いた視点から見守ることのできる保
育者へ､ともに育っていく様子が収録されています｡

青年～

成人

b206 24分 DVD
育ち　育てる

子育ての時間
すこやかな明日のために

この作品では生きる力のひとつである「食べること」
をポイントに、親と子の成長を描き、子ども自身が発
達しようとする力・育つ力を見つめていきます。

各タイトル：「子育ては一人で背負わない」/「子ども
の気持ちを知りたい」/「子どもと向き合って」/「子
育て仲間を見つけよう」/「お母さんも成長していく」

青年～

成人

b208 38分 DVD 保育内容：健康

保育園・幼稚園の子どもへの教育（保育）において求
められている５つの領域（健康・人間関係・環境・言
葉・表現）のうち、「健康」について、どう考え、何
をどのように教えたら良いのか実際のこども園で行わ
れている事例をもとに考えます。
【収録内容】
1.遊び/2.リスクとハザード/3.食事/4.睡眠/5.生活習
慣の獲得/6.健康状態の維持/7.アレルギー

成人
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

d106 19分 VHS
太一のもりのぼうけ

ん

このビデオは、幼児期の子どもを対象によいことや悪
いことに気付くことや他の人に対して思いやりの気持
ちをもつことなど、道徳性の芽生えを培うことを目的
として製作しました。ある日、太一は妹のリカをいじ
めていて,お父さんやお母さんにしかられます。家を飛
び出した太一は、ハムスターのチイチイと一緒に森の
中に駆け込みます。そして、とても思いやりのある、
優しい子どもになって帰ってきました。太一とチイチ
イは、森の中でどんな冒険をし、太一は何を感じたの
でしょう？太一と一緒に、森の中に入ってみましょ
う。

青年～

成人

e442 22分 VHS
ごめんねまたこんど

ね
4歳児のゆれる心

幼児にとって、同年代の幼児と先生と一緒に暮らす園
生活は、人間関係を学ぶ場です。このビデオでは幼児
たちと教師の生活をありのままに映し出しています。
幼児教育に携わる方々の幼児を理解する力や指導力を
高める教材です。

青年～

成人

e452 21分 VHS

チケットつくって

きたんだけど
～ふくらむイメージ

・支える教師～

幼児は自発的活動としての遊びの中で、心身の調和の
とれた発達の基礎を築いていきます。ごっこ遊びを楽
しむようになってきた４歳児のマユミちゃんを通して
豊かな遊びをつくり出すための教師の役割を考えま
す。（幼稚園・保育所の保育研修向け）

青年～

成人
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