
DVD・VHS 

 

 

「＊」印は、官公庁、企業等から寄贈された教材です。                             ( )は購入年度、[ ]は制作または公開年です。 

「＋」印は、岡山市、岡山県等が制作した郷土教材です。                            VHS とシリーズは色を変えています。 

保     健    衛    生 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

V121 たばこと健康 (S62) 20 小･中･一般 

 先生，いっしょにみがこうよ! (S63)   

V145 (1) 教師用 26 教師(小) 

V147 (2) 教師用 42 教師(小) 

V149 (3) 児童用 7 小(低･中) 

V151 (4) 児童用 7 小(中) 

V153 (5) 児童用 7 小(高) 

V223 たばこの煙はどこへ行く? (S63) 11 小(中) 

 V225 たばこの煙には毒がある (S63) 11 小(中) 

 V227 たばこは体に、どんな影響をあたえるか 

 (S63) 

11 小(高) 

 V229 学習や運動に悪いたばこ (S63) 12 小(高) 

 V281 アルコールの害 (H元) 24 中･高･一般 

 V283 恐るべきシンナーの害 (H元) 19 中･高･一般 

 V569 心肺蘇生法 (H3) 

- 教職員のための - 

30 教師･一般 

 V570 心肺蘇生法 (H3) 

- 教職員のための - 

30 教師･一般 

 V610 ムシ歯城をやっつけろ (H3) 

- みんなハブラシマン - 

14 保・幼・小(低) 

 V613 歯を丈夫にきれいに (H3) 

 ぼくもう歯をみがけるよ 

8 幼児 

(3,4才) 

 V614 歯を丈夫にきれいに ぼくはもう、大人の歯 

 (H3) 

10 幼児 

(5,6,7才) 

 V615 歯を丈夫にきれいに 歯の健康 (H3) 16 保･幼･小の 

保護者 

 授業に直結する汎エイズ教育 (H4)   

 V639 上巻 (生徒用)  

- あたたかい心で考えよう - 

24 中･高 

 V640 下巻 (教師用) 

- 生徒と心の通うエイズ教育 - 

21 教師(小･中･高) 

 V641 横にそだった少年 (人形劇) (H4) 

- 食べ物と私たちのからだ - 

16 小･保護者 

 V648 子どもをむしばむ食生活 (H4) 24 一般 

 V649 どこか変だぞ 子どものからだ (H4) 32 一般 

 V666 エイズの予防 (H4) 20 中･一般 

 V667 病気の予防 - インフルエンザ - (H4) 20 小･中･高 

 V668 エイズってなに (H4) 20 小･中･高 

  応急処置シリーズ (H4)   

 V673 人工呼吸法と心臓マッサージ 12 中 

 V674 骨折･だっきゅう･ねんざの処置と患者の運

ぱん法 

14 中 

 V675 創傷とその処置･止血法 10 中 

 V676 包帯法 12 中 

 V677 熱傷・凍傷・感電とその処置 10 中 

V678 おもな急病とその処置 

- 脳貧血･日射病･熱射病など - 

10 中 

V685 砂糖と健康 (H4) 29 保護者･一般 

 ビデオ版”目”シリーズ (H4)   

V686 1 目ってだいじだね 12 小(低･中) 

V687 2 目が悪くなるのはなぜ 13 小(中･高) 

V688 3 近視･乱視･遠視 13 小(高) 

 V689 手から手へ -大切にしよう (H4) 

- 私たちの清潔と健康 - 

19 小 

V777 人間やめますか!? - 魔の覚せい剤 -  

 (H5) 

26 中・高 

 食肉の科学ビデオシリーズ (H5)   

*V804 9 コレステロールと人体 

- リポタンパク最新情報 - 

19 一般 

*V805 10 補体その不思議な働き 

- 生体防御と栄養 - 

20 一般 

*V806 11 疫学･医学統計を読む 

- 数字の真実と錯覚 - 

20 一般 

*V808 なるほど血液ゼミナール (H6) 

- 血液のはたらき - 

15 中･高･一般 

*V809 成分献血入門 (アニメ)(H6) 

- これからの献血 - 

12 中･高･一般 

+V811 みんなであそぼう (H6) 21 小 

*V812 もう、がんはこわくない!? (H5) 25 中･一般 

*V823 未成年者とアルコール (H5) 23 中･高 

 食肉の科学ビデオシリーズ (H6)   

*V865 12 病気と栄養 

- 結核･B型肝炎をめぐって - 

20 一般 

*V866 13 長寿の島 沖縄 

- 伝統的食文化の検証 - 

18 一般 

*V867 14 ストレス 

- 心と身体と栄養の関係 - 

18 一般 

*V884 15 健康づくりと脂質 

- 活力ある生活のために - 

16 一般 

+V900 ちょっと待って! 冷たい飲みもの [H7](H７) 11 中 

*V913 健康に役だつ微生物 (H8) 25 中･高･一般 

 食肉の科学ビデオシリーズ (H9)   

*V937 16 長寿を探る 

- ハワイ日系人の長寿と食事 - 

24 一般 

 心の通う歯科診療 (H9)   

 「安心と信頼を手話に託して」   

+V946 ①歯の疾患と治療･ブラッシング編 12 視聴覚 

障がい者 

+V947 ②実際の歯科診療編 22 視聴覚 

障がい者・ 

歯科医･受付 

*V963 私たちのベストウエイト (H10) 

- 10～15歳頃の健康と体重 - 

30 小(高)･中 

V1068 エイズとともに生きる (H6) 

- 少年ジョナサンの日々 - 

25 中･高 

V1069 エイズの感染と予防 (H6) 23 中･高 

V1095 奇妙な出来事アトピー (H7) 46 小(高)・中・ 

一般 

V1226 セルフチェックとブラッシング (H8)   

 幼児の歯の健康シリーズ (H9)   

V1269 ①はーくん こんにちは （歯の観察） 10 幼児 

V1270 ②みんなでみがこう （歯のみがき方） 10 幼児 

V1271 ③かばくんとおかし （食生活） 10 幼児 

V1275 薬物乱用の恐怖 (H9) 

手を出さない! ぜったいに! 

29 中･高･一般 

 V1276 健康に生きる ＮＯ! 薬物乱用 (H9) 22 中･高 

 V1277 健康に生きる 喫煙の害を科学する (H9) 20 中･高 

 V1278 エイズ発症 その生と死を語る (原題:約束) 

(H9) 

30 中･高 

 V1279 かむ かめ かもう! かむことの大切さ (H9) 18 小(中) 

 V1293 医者のじょうずなかかり方 (H9) 18 一般 

 V1294 知っておきたい 薬の知識 [H9](H9) 

- 薬の正しい飲み方 - 

18 保護者･一般 

 V1301 O－157 と食中毒 (H9) 

- 家庭での予防 - 

16 一般・教師 

 脳内革命 2本組 (H9)   

 V1324 ウォーキングとストレッチング 30 一般 

 V1325 メディカルマッサージﾞと瞑想 30 一般 

 V1326 性と生命の自然史 第 5巻 子育てと本能 

(H9) 

40 小(高)･中・高 

 V1503 恐るべき覚せい剤 (H13) 21 中・保護者 

 V1504 手を出さない! ぜったいに! (H13) 

- 薬物乱用の恐怖 - 

29 中・保護者 

*V1505 シンナー乱用の悲劇 (H13) 

- 少年たちの証言 - 

25 中･高･一般 

*V1506 HELP ME (H13) 

- 覚せい剤の恐ろしさを知っていますか - 

31 中･高･一般 

*V1507 薬物に奪われた青春 (H13) 22 中･高･一般 

V1516 病気にならない体をつくる [H11](H13) 

- 小学生の生活習慣病予防 - 

14 小(中・高) 

 V1580 たばこは体になぜ悪いの? (H15) 20 小・中 

 V1581 お酒は子どもになぜ悪いの? (H15) 20 小・中 

 V1609 食の安全 農産物編 [H12](H16) 20 中・一般 

 V1696 キッパリことわる 薬物乱用に“ＮＯ” 

 [H18](H20) 

17 小（高） 

 V1697 緊急レポート! ドラッグの罠 [H17](H20) 20 中・高 

 V1702 もしもの時の応急処置マニュアル 

スポーツ現場の出血創 [H17]（H22） 

15 小・中 

*V2021 輝く明日へのステップ (H13) 

～ 中学生は飲酒に NO!! ～ 

20 中 
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DVD    

 D49 ワクワク探検隊出動! [H16](H16) 14 小(低・中) 

 生きる力をはぐくむ 歯・口の健康シリーズ [H16](H18)  

 D114 自分で守る歯と健康 15 小(中･高) 

 D115 ブラッシュアップ! 未来 15 中 

 D283 もしもの時の応急処置マニュアル 

熱中症 [H17](H22) 

15 小・中・一般 

 私たちの行動で救える命 [H20](H22)   

D303 解説編 23 小・中 

D304 練習編 45 中・高 

D305 げきたい! インフルエンザ 17 小 

 かからないために、うつさないために [H21](H22)  

D394 悩む子どもの話を聞こう [H23](H24) 

－ 子どものうつ病と自殺対策 － 

23 教員・保護者 

D401 検証・急増する高齢者の熱中症 

正しい知識を身につけよう [H23](H24) 

19 一般 

D453 知って防ごう熱中症 [H23](H25) 18 小・中 

D494 人生をダメにしないで!  

命を奪う 危険ドラッグと違法薬物 

[H26](H27) 

22 中・高・一般 

 D518 たばこの煙 その影響は? 

広がる禁煙社会 [H27](H27) 

18 中 

 D563 心肺蘇生法 きみの勇気が命を救う 28 中・高 

  ガイドライン 2010準拠   

 教員のためのメンタルヘルス (H28)   

 D564 ①上手なセルフケアのヒント 23 教員 

 D565 ②同僚の SOSには相互ケア 19 教員 

D566 ③働きやすい職場をつくるラインケア 21 教員 

D610 スポーツ事故を防ぐ 今日も熱中症ゼロへ! 

[H29](H30) 

20 小・中・指導者 

    

 


