
登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

63-201
おはしのはなし
（小学低学年）

１７分
　楽しい話題を通して箸や日本文化への理解を深め、正しい箸の使い方を
説明している。

63-202
給食大好き
（小学低学年）

２０分
　父兄が調理場や子ども達の給食風景を見学して給食に対しての理解を深
めていく様子を描いている。

63-203
ケンちゃんのけんこうパトロール
（小学低学年）

１５分
　健康パトロール隊員が、パトロール中に出会った元気のない子の原因を、
からだの内部探検というＳＦ手法で役割などを調べ、好き嫌いや運動嫌い
が体に及ぼす影響等について説明している。

63-204
ぱくぱくごっくん
（小学低学年）

１５分
　給食の作られる様子、手洗いの仕方、上手な給食の食べ方、食品の働き
について説明している。

63-205
スプーンおばさんの料理教室
（小学高学年）

１５分

　家庭クラブの子ども達が、おいしいカレーライス作りに挑戦。そこへ、ＮＨＫ
アニメ人気番組のスプーンおばさんがやって来て、どんな材料が必要なの
か。その材料がどのように作られているのか。畑や牧場に行って体験学習
をしたり、また食べ物に含まれる栄養素が体にどんな働きをするのかなど
について説明している。

63-206
私たちの食事
（小学高学年）

２０分 　食事をバランスよく採ることの大切さについての説明をしている。

63-207
骨折の謎・大追跡
（中学校）

２０分

　骨折の問題を、放送委員の生徒が取り上げ保健委員、給食委員、各運動
部など、生徒たちの連携によって骨折の原因を追求していく。大学の体育
部の部活や一流選手の一日もリポート、そして骨折しない丈夫な身体を作
るためには、毎日の食生活でバランスのとれた栄養を摂ることと、反射神経
や運動機能を鍛え、基礎体力をつけることの必要性を説明している。

63-208
くらしと牛乳
（中学校）

２０分
　牛乳の歴史、牛乳の組織、牛乳の工場、牛乳の栄養上の働き等について
説明している。

02-201
みんなの給食
（小学低学年）

１５分
　アニメキャラクターのアキラとトモコが登場して給食の様子を紹介してい
る。

02-202
さかなのはなし
（小学低学年）

１５分
　海で泳ぐさかなのはなし、さかなの歴史とさかなをおいしく食べる工夫、さ
かなの栄養価等について説明している。

02-203
やさいのはなし
（小学低学年）

１３分
　クイズで野菜の新しい世界を広げる。給食によく出てくる人参、キャベツ、
玉葱について説明している。

02-205
がんばれＤ組
（中学校）

２５分
　バレーボールに負けたことから勝つために一生懸命練習するが、故障が
続出なぜなのか。自分たちの身体についていろいろ勉強してみて運動、栄
養、睡眠の３つを規則正しく生活することの大切さを説明している。

03-201
ごはんのはなし
（小学低学年）

１６分
　子ども達が「主食」として食べているお米について、その栄養価や成育、
生産過程などをわかりやすく説明している。

03-202
調理室の一日
－調理従事員の衛生管理とその基本－
（小学から一般）

３０分
　学校給食での衛生管理の実態、自己管理の大切さについて一日の流に
ついて添ってわかりやすく説明している。

03-203
スポーツと栄養
（中学校）

２０分
　実際に運動している人たちに栄養管理についての話を聞き、運動をする
上でなぜ栄養が大切なのかを説明している。

03-204
やる気全開ごはんパワー
（小学高学年から）

１７分

　不規則な生活の影響で、朝食抜きや深夜食の多い太郎は、勉強への集
中力が欠けることに悩んでいる中、日本型食生活がバランス良い食事をも
たらすことを知り、規則正しい食生活を送るために努力をしている様子を紹
介している。

04-201
たのしい元気給食
（職員）

２０分

　４場面で構成、①楽しい食事を通して好ましい人間関係を育成するなど、
文部省の指導要領について②バイキング給食を通して栄養職員の役割、
自己管理能力の育成、その効果について③食物繊維の栄養的役割と摂取
の大切さについて④大麦を使った給食メニューなどを紹介している。

04-202
ここがポイント
―調理過程と食中毒菌―
（小学から一般）

２７分

　学校給食で実際に起こった代表的な食中毒菌による事故、４事例をドラマ
チックに再現し、調理過程のどこに問題があったのか、どうすれば未然に防
ぐことができたのかについて、それぞれチェックポイントを示してわかりやす
く解説している。

貸出ビデオ　NO．１



登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

04-203
みんなの健康づくり
（中学校）

２０分

　先輩のとし子がテニスをしているスマートな様子に興味を持ち、後輩の恵
子がとし子の日常生活を探っていくうちに、規則正しい生活の大切さ、バラ
ンスのとれた食生活、朝食の必要性等がわかりその後、努力している様子
を紹介している。

04-204
世界と日本の食事教育
（職員）

１時間
　食事教育の先進国スウェーデン、デンマークの学校給食の様子やスイス
の学校教育の事例、日本の各地の特色ある米飯給食の事例を紹介し、そ
れを基に学校給食のよりよい方向についてパネル討論を展開している。

04-205
こどものすこやかな成長を願って
（中学校）

３５分
　九州地区学校栄養職員研究協議大会より栄養指導の実践例を紹介して
いる。

04-206
コッペパンができるまで
（小学低学年）

２０分
　学校給用のパン工場を尋ねて、コッペパンができるまでの過程を紹介して
いる。

04-207
国際姉妹都市を生かした学校給食　第一編
　（中学校から一般）

３６分
　宮城県（ベラルーシ）、石川県（イギリス）、静岡県（アメリカ）、愛知県
（オーストラリア）、岡山県（ギリシャ）、熊本県（ペルー）、岐阜県（ブラジル）
の様子を紹介している。

04-208
国際姉妹都市を生かした学校給食　第二編
（中学校から一般）

３１分
　埼玉県（中国）、滋賀県（韓国）、山口県（トルト）、香川県（中国）、鹿児島
県（中国）、沖縄県（ブラジル）の様子を紹介している。

04-209
国際姉妹都市を生かした学校給食　第三編
（中学校から一般）

３２分
　栃木県（フランス）、千葉県（タイ）、愛知県（オーストラリア）、島根県（中
国）、長崎県（フランス）の様子を紹介している。

04-210
国際姉妹都市を生かした学校給食　第四編
（中学校から一般）

３０分
　岩手県（オーストラリア）、福島県（オーストラリア）、神奈川県（フランス）、
福岡県（韓国）、沖縄県（アメリカ）の様子を紹介している。

04-211
国際姉妹都市を生かした学校給食　第五編
（中学校から一般）

３０分
　北海道（イギリス）、富山県（ロシア）、北海道（カナダ）、大阪府（アメリ
カ）、京都府（ニュージーランド）の様子を紹介している。

05-201
まさか？の二次汚染
－調理室の衛生管理－
（小学から一般）

２０分
　学校給食での食中毒事故でも最も多い食中毒菌、カンピロバクターによる
二次汚染の発生状況を踏まえて調理過程での問題点と食中毒防止のため
のポイントをわかりやすく解説している。

05-202
ショック！検査結果
－食品の特性と衛生管理－
（小学から一般）

２４分
　各種の食品を汚染している食中毒菌を培養し、その検査結果を直接肉眼
で見てもうことにより、それぞれの食品ごとの衛生管理をどのように行えば
よいかについて、ドラマ形式により解説している。

05-203 警鐘！学校給食を考える ３０分 　テレビで放映された内容。

05-204
おいものはなし
（小学低学年）

１６分
　おいもについて、クイズ形式で楽しみながら説明している。大昔からたべ
られていたおいもは？さつまいもの国のおいもは？

06-201
基本に帰る
－子どもたちのために基本に帰る－
（小学から一般）

２２分
　学校給食の調理施設で実施可能な簡易検査等により、現場でその結果
を直接確認しながら、調理作業の開始前から終了までの衛生管理上の問
題点や食中毒防止のポイントをドラマ形式で解説している。

骨粗しょう症　その１
あなたの骨は大丈夫？
（中学校から一般）

２４分
　骨粗しょう症に関する様々な疑問を質問形式で解説している。（骨粗しょう
症の測定方法は？骨密度の違いはどこから？骨密度はいつ増えるの？減
るのはどうして？）

骨粗しょう症　その２
骨の若さを保つには？
（中学校から一般）

２２分
　３０代後半と５０代前半の２人の女性による会話形式で、骨の若さを保つ
ための対策を紹介している。

07-202
食物繊維　その１・その２
（中学校から一般）

07-203
食物繊維　その１
センイが守る健康生活
（中学校から一般）

２２分
　食物の精製化が現代病を呼ぶ。食物繊維の役割と働きとはなどについて
紹介している。

07-204
食物繊維　その２
センイの上手なとり方
（中学校から一般）

１８分
　食物中に含まれる繊維の種類と働きの違い、毎日の食事での摂取の工
夫と実践例を漫才で紹介している。

07-205
糖尿病　その１
現代人に忍びよる糖尿病
（中学校から一般）

２５分
　男性患者の体験を基に糖尿病とは何か。その実体を明らかにし、警告を
発している。（糖尿病とは何か。など）

07-206
糖尿病　その２
糖尿病にならないために
（中学校から一般）

２０分
　食事と運動から糖尿病の予防策を紹介している。（糖尿病の引き金になる
のは…）

貸出ビデオ　NO．２

07-200



登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

08-201
これで安心、学校給食
－簡易検査法による安全衛生管理－
（小学から一般）

１８分
　学校給食の調理施設における衛生状態を、高度な検査技術や検査設備
等がなくても、簡単にチェック出来る「簡易検査法」についてわかりやすく解
説している。

09-200
「O-１５７」予防のために
－衛生管理のチェックポイント－
（小学から一般）

２１分
　病原性大腸菌O-１５７による食中毒の特徴等について解説するとともに、
特に今回改訂された「学校環境衛生の基準」に基づいて重要だと思われる
衛生管理のチェックポイントを解説している。

09-201
心と体と食生活
（小学高学年から）

２３分
　食生活や生活のリズムの乱れが心と体に及ぼす影響について子ども向
けに解説している。

09-202
添加物の表示の見方・選び方
（中学校から一般）

２５分
　１９９１年７月１日から食品添加物の表示が改正され原則的にすべて添加
物が表示されることになった。しかし、一体何が問題の添加物なのか。賢い
見方・選び方を紹介している。

09-203
健康な日本型食生活
（中学校から一般）

２９分
　なぜ、今、日本食が注目されるのか。健康な体と食べ物のあり方を追求
し、ごはんが主食の日本型食生活こそ健康食であると紹介している。

10-200
これで安心、コレステロール
（中学校から一般）

２３分
　血液中にコレステロールが増え過ぎると血管の流れを悪くする。やがて動
脈硬化から狭心症や心筋梗塞に…。
コレステロールの正体。その役割と害をわかりやすく説明している。

10-201
危ない太めはどのタイプ？
（中学校から一般）

２４分
　健康の最大の敵は栄養過剰による肥満。肥満とは何か。どうして健康に
悪いのかを楽しいストーリー展開で解説している。肥満度の計算方法を知
り、肥満タイプ別に原因と対策を考える。

10-202
太めの悩みをどう解消？
（中学校から一般）

２１分

　食べる機会や量、食品の種類が確実に多くなっている現代。一方で、日
常の運動量は激減している。おいしく食べて健康であるためにはどうしたら
よいのか。有酸素運動の効果やエネルギーの上手な摂取法と消費法を紹
介している。

10-203
子どもの歯とアゴが危ない
（小学高学年から）

２３分
古代から現代にかけての食事の移り変わりを検証。子どもたちの危機的な
歯とアゴの「退化」現象を報告し、噛むことの少ない現代の食生活に警告し
ている。

10-204
噛む食生活を取りもどそう
（小学高学年から）

２６分
　噛むことが子どもの体や心にもたらす効果を紹介しながら、乳児～学童期
にかけて「噛むこと」を取りもどす実践を具体的に紹介している。

10-205
野菜はセンイ食だ
（中学校から一般）

２５分
　野菜はビタミン、ミネラルが豊富に含まれているが、野菜の価値は、それ
以上にセンイが多く含まれていること。野菜の栄養とくにセンイの効用を解
説している。

10-206
おまめのはなし
（小学低学年から）

１５分
　味噌、しょう油など様々な加工品に変身し、日本食の味覚のベースになっ
た大豆を中心に栄養豊かな豆について楽しい話題とクイズを紹介してい
る。

10-207
遺伝子組み換え食品って何？
（中学校から一般）

４０分

　遺伝子組み換えとは何か？をまず明らかにし、その利用の実態をアメリカ
などに取材し、遺伝子組み換え食品登場の背景を浮き彫りにしている。ま
た、農家と安全な食を求める動きも紹介し、今安全な食生活を実現するた
めにどうしたらよいのかを考えている。

10-208
安全への第一ステップ
－学校給食用食材の検収－
（小学から一般）

１８分

　文部省より通知された「学校給食衛生管理の基準」に基づき、調理施設
における実際の検収等の作業過程を踏まえながら、野菜・果実類、食肉
類、冷凍・冷蔵食品類等各食材毎の検収・鑑別の方法、食材保管時の留
意点、不良品発見時の措置及び食材保管の採取、また納入業者選定の留
意点等について、わかりやすく解説している。

11-200
手から手へ
（小学低学年から中学）

１９分

　大腸菌の培養実験を中心に、「なぜ、手を洗うのか」という子供たちの素
朴な疑問に、目で見てわかる形で解答し、視覚的に理解しやすい内容。ま
た、O-157の二次感染防止は、手を洗う習慣を身につけることについて解
説している。〈文部省選定〉

11-201
健康なからだを作る食事
（小学高学年から中学）

１８分
　食べ物を摂取し消化され、吸収されていく様子や各栄養素の必要性や働
きがわかり、栄養の偏りの問題等が子ども達にわかりやすい内容で解説し
ている。〈全国学校栄養士協議会推薦〉

11-202 ぎもん・しつもん！むし歯の予防 １９分
　子どもの、いろんな“はてな？”に答える、クイズ・質問形式で構成し、むし
歯予防について楽しく解説している。〈日本学校歯科医会推薦〉

12-201
いま、子どもたちが危ない！
－子どもの体と食生活の危機－

２２分
　子どもの体の異常から、子どもをとりまく食生活の問題点をさぐり健康で
安全な食生活のあり方を考える。

貸出ビデオ　NO．３



登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

12-202 塩と健康・あなたは大丈夫？ ２２分

　再び増えてきた食塩摂取量。「うちは大丈夫」と本当にいえるのか。まず、
「ラーメンの汁を全部飲むか」など、８つの食習慣をチェック。今も食塩過多
は健康の大敵。あらためて「１日の目標１０㌘以下」の大切さを再確認す
る。

12-203 食物と健康 ２０分
　栄養素の働きについてアニメーションで楽しく解説する。また、家庭での献
立作りについてもふれ、楽しみながら栄養について考えさせる。

12-204 大地のおくりもの「サツマイモ」 ２３分
　食文化から歴史、加工までさつまいもから広がる総合学習を、鹿児島のイ
モ産地と小学生を舞台に展開。子どもたちのイモへの興味や関心が高まる
面白い話題がいっぱい。

12-205 はてな？で歯並び歯の不思議 １９分

　楽しいクイズやイラストを豊富に使って、話題は「噛みごたえ」の問題から
「スペースシャトルの宇宙食の秘密」にまで発展。よい歯並びが「口の中」の
みならず体全体の発達や機能、そして健康・体力にまで深く関わっているこ
とが理解できます。

12-206
汚染を広げない！
－衛生管理は二次汚染防止から－

１８分
　納入された食材の汚染がどんな形でひろがるかを、これまでに行った拭き
取り検査の実例から紹介し、二次汚染防止のために、作業上どんな注意が
必要かを解説しています。

12-207
水を制御する
―ドライシステム化への挑戦―

２１分
　従来の施設のなかで、設備の一部を改善し、ほぼ完全にドライシステムで
運用している２つの調理場を紹介し、その改善内容と取り組みを具体的に
解説しています。

12-208
みんなでなくそう食中毒
（小学低学年）

１６分
　ある家族のもとに訪れたナンデモ博士が、食中毒予防のポイントを分かり
やすく解説したアニメです。

12-209
成人病予防と子どもの食事
（栄養職員）

２９分
　日本大学医学部の大国教授が、成人病にならないための食事や、幼児
期に身につけるべき食習慣について解説します。

12-210
学校給食の意義と米飯給食
（栄養職員）

２３分
　米についての解説を交えながら、米飯給食の利点をあげ、米飯給食の普
及を呼びかけています。

12-211
米飯学校給食最前線
（栄養職員）

２０分 　ユニークな方法で米飯給食を取り入れている全国の学校を紹介します。

12-212
健康って何？
（小学高学年）

２０分
　ある小学５年生が学級新聞の取材活動で、健康の問題を自主的に学び
取っていく姿を通して、健康作りのポイントを解説しています。

12-213
がんばれ！シンちゃん
（小学低学年）

１６分
　小学低学年の健康作りのために毎日をどのように過ごせばよいかを食生
活を中心に、アニメでわかりやすく展開します。

12-214
楽しい会食
（小学生）

１６分
　子どもたちがヘルシーサンドウィッチを作り上げるまでの過程を追いなが
ら、料理を工夫することの楽しみ、栄養への配慮の大切さを学びます。

12-215
ストップ・ザ・薬物
（小学生）

２８分
　４人の小学生がガイコツ君とともに、アニメを通して喫煙、飲酒、薬物の有
害性を学びます。

12-216
行こう！栄養の国へ
（小学生）

１５分
　栄養素の働きと、それがどんな食品に含まれているのかを子どもが覚え
やすいようにアニメでわかりやすく解説しています。

12-217
ぎゅうにゅうのふるさとたんけん
（小学低学年）

１７分
　小学２年生のシンちゃんとトモ子ちゃんが牛乳の栄養について調べていく
過程を通して、栄養のバランスのとれた食事の大切さを学びます。

12-218
水と健康
（栄養職員）

１３分
　子どもの上手な水分補給法と、注意点を専門家の話を織り込みながら、
わかりやすく解説しています。

12-219
見直そう私たちの食事と食文化
（栄養職員）

２１分
　欧米化しつつあるわが国の食生活を見直し、栄養バランスが理想とされ
るごはん中心の日本型食生活を取り戻すことを呼びかけています。

12-220
なるほど！ごはん
（栄養職員）

２３分
　ある家族の家に居候することになった姑が、欧米型の食事を作る嫁に日
本型の食事のよさを紹介していく様子をドラマ形式で展開します。

12-221
ごはん　おいしいね
（幼児）

３０分
　食べ物の好き嫌いの多いたろうくんは夢の中で嫌いな食べ物たちと出会
い、悲しむ姿を見て反省し、何でも食べるようになるストーリーのアニメで
す。

12-222
ごはんのいい話
（栄養職員）

１４分
　ごはんの消化の仕方､血糖値の変化､その成分などの特性を知り、そのす
ぐれた栄養バランスを紹介します。

12-223
ごはんですよ
おいしいごはんを食べよう県民運動
（小学校高学年）

２４分
　水田の働きを紹介し､また栄養バランスの良いお米中心の日本型食生活
をすすめます。

12-224
お米のなぜ？を考える
（小学校高学年から一般）

１５分
　お米について、子どもたちが素朴に抱くであろう「なぜ？」の疑問を一緒に
考えながら、お米への親しみ、興味を膨らませます。

貸出ビデオ　NO．４



登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

12-225
風土がつくる食生活
（栄養職員）

２５分 　風土がつくる食生活の違いを各地の例をあげ、スライド式に展開します。

12-226
日本の稲作
（栄養職員）

１８分
　水田の役割や、米作りの過程を稲作にまつわる行事や祭りとともに紹介
します。

13-201
お米ネットワーク・兵庫
（中学生以上）

２７分
　欧米型に向かう現在の日本食生活に警告を発し、日本型の米を中心とし
た食生活の見直しについて考えます。

13-202
バランスのとれた食事とは
（小学高学年）

８分
　自分の食生活の現状を知りどんな食事をしたら良いのかバランスの良い
食事のしかたについて学びます。

13-203
１日にとるおやつの砂糖はどのぐらい
（小学低学年）

８分
　１日にとるおやつの砂糖量の目安がスティックシュガー３本分（２０㌘）で
あることを知り、おやつの選び方について学びます。

13-204
食べ物の旅
－消化器のしくみとはたらき－
（小学低学年）

１８分
　口から大腸までの食べ物の流れを、図や、実際の消化器の映像を交えて
解説します。

13-205
知ってますか？食中毒菌の恐ろしさ
（食品製造関係者）

１８分
　主な食中毒菌の特徴と、食中毒予防の三原則等について、Dr．クリンネス
（清潔博士）が解説します。

13-206
本当に清潔ですか？洗浄の心得
（食品製造関係者）

２０分
　ふきん、まな板、調理機械などの正しい洗浄の仕方等について、Dr．クリ
ンネスが解説します。

13-207
毎日の個人衛生
（食品製造関係者）

１８分
　食品製造に携わる者が、最低限心がけるべきことについて架空の食品会
社を舞台に、ドラマ形式で展開します。

13-208
食品衛生の心得
（食品製造関係者）

２０分
　食品の製造現場に入る前の流れ（更衣、手洗い等）や、食品の衛生的な
取り組み等についてクイズ形式をとり入れ展開します。

13-209
常温放置を追求する
（食品製造関係者）

２０分
　食材の納品から始まり、あらゆる工程での温度管理の改善例を紹介しな
がら、食中毒菌を増殖させない方法を具体的に解説します。

13-210
水田の秘密環境と生命の物語
（栄養職員）

２４分
　地球規模の環境破壊が進む現在、アジアの国々の農業と自然環境の関
わりにも目を向けながら、日本の水田を守り続けることの意味を問いかけま
す。

13-211
健康長寿の食生活①健康長寿は日本型食生
活から　－基礎知識編－
（栄養職員）

２５分
　日本型食生活が健康長寿に貢献していることの根拠について、食素材の
生理機能から、最新の研究を元に解説します。

13-212
健康長寿の食生活②
地域に広がる長寿食の知恵
－地域実践編－　（栄養職員）

２５分
　健康長寿の地域づくりを進める２つの実践例をもとに、「日本型食生活」を
実践するための知恵と技をさぐります。

13-213
健康長寿の食生活①
健康長寿の食生活②

　13-211,13-212の２本組

13-214

安全安心な食を考える
シリーズⅠ
大丈夫？あなたの食卓
―輸入食品を追跡する―
（栄養職員）

２７分
　現在、世界から遺伝子組み換え、狂牛病などの食の安全性を揺るがす事
態が日本に押し寄せています。「食料輸入超大国」日本の現状から食の安
全性について問題提起します。

13-215

安全安心な食を考える
シリーズⅡ
ここで見分ける食品表示
不安な食品の点検法
（栄養職員）

２０分
　改正JAS法に基づく食品表示の具体的な見方と避けたい食品についてそ
の理由、簡単見分け方など、わかりやすく実践的に解説します。

13-216

安全安心な食を考える
シリーズⅢ
安全安心な食卓づくり
地産地消の共生へ
（栄養職員）

２０分
　安全な食を手に入れるためには何をすればいいのか。生産者と消費者が
ともに、安全性と鮮度、旬のおいしさ、味わいのある食べ方を求め、食卓の
向こうに広がる環境についても考えます。

13-217
安全安心な食を考える
シリーズⅠ・Ⅱ・Ⅲ

　13-214,13-215,13-216の３本組

13-218
楽しい小学校家庭科ビデオ
第４巻 わたしたちの食事と健康
（小学低学年）

１５分
　毎日の食事の重要性を理解し、栄養素の種類と働き、望ましい食事の方
法について考えます。また、簡単な食事の計画の立て方を学びます。

13-219
台所から守るシリーズ１
追跡！台所ごみどこが問題か？
（栄養職員）

２６分

　台所のごみを追いかけて、世界一ごみ焼却施設が多い日本の特殊なご
み処理事情から、それによるダイオキシン汚染などの環境負担を考えま
す。また、個人でできるゴミ減量や地域の先進事例を紹介。ごみを減らす運
動の実例として高知市の「ノートレイ運動」をとりあげます。

貸出ビデオ　NO．５



登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

13-220
台所から守るシリーズ２
エコクッキングからはじめよう
（栄養職員）

２５分
　家庭でできる環境を考えたエコクッキングを実例を挙げて紹介します。ま
た、生ごみのリサイクル運動について「長井市のレインボープラン」をとりあ
げます。

13-221
台所から守るシリーズ３
家庭でできる生ごみリサイクル
（栄養職員）

２４分
　自然界のリサイクルシステムに学び、家庭から出る生ごみを減らし、有効
利用する方法として、生ごみ堆肥から環境にやさしいエコライフを考えま
す。

13-222
おいしいごはんとみそしる
（小学低学年）

２０分
　お米がどれほど水を吸収するか実験し、また、ＣＧキャラクターが、ごはん
とみそしるの作り方を解説します。

13-223
やっぱり冷凍食品
（栄養職員）

２２分
　冷凍食品のすぐれた特性を業務用冷凍食品の製造から調理までを通して
紹介します。

14-201

学校給食食中毒ビデオ
「食中毒を根絶する。衛生管理の基本は守ら
れていますか？」
（栄養職員）

２０分
　ドライシステムを採用している給食センターの調理場を紹介しながら、食
中毒予防のための設備や対策方法について解説します。

14-202
野菜のチカラ
（小学から中学）

１５分
　これまで身体の中から人間の健康を守ってきた野菜パワー。最近、子供
たちの食卓から次々と野菜が消える一大事が発生。野菜の忍者が野菜嫌
いの姉弟の食生活の調査を開始。野菜を食べることの大切さを訴えます。

14-203
輸入牛肉に、いま何が起きているか
（一般）

４６分
　イギリス、アメリカでのロケ取材により、狂牛病、Ｏ―１５７、そして寄生虫
病の実態を現地からリアルに報告しながら、輸入牛肉に何が起きているの
かを明らかにし、食卓の安全性や人間と食のあり方を厳しく問いかけます。

14-204
健康な体をつくる子どもの食
（栄養職員）

２０分

　主食（黄）はたっぷりのごはん、主菜（赤）、副菜（緑）、汁物（白）の「四つ
（四色）のお皿」を揃えることで、子どもも含め家族みんなの健康が守られま
す。この「四つのお皿」の考え方を基本に、無理なく出来る健康な食卓づくり
考え方と知恵を紹介します。

14-205
海藻のはなし
（小学校低学年）

１８分
　海藻は、ミネラル豊富、ビタミンたっぷり、食物繊維もいっぱい。昔から日
本人の健康を支えてきた海藻の生産、流通と消費の歴史、料理、栄養価な
どについて、まるごと伝えます。

14-206

自然循環を学ぶ生ゴミリサイクル
社会人先生からの提案③
〈総合的な学習（事例編）
～２１世紀を拓く食農教育資料編～　〉

１８分
　給食の残飯を堆肥にして植物の栽培を行う学習を提案します。生ゴミが
分解する過程を目の当たりにすることで、子どもたちは、自然の力をリアル
に感じる事ができます。

14-207

給食から始まるいのちの学習
授業実践報告④
〈総合的な学習（事例編）
～２１世紀を拓く食農教育資料編～　〉

１７分
　給食で食べた果物の皮を土に戻すことから始まった「生あるものは土にか
える」学習。学校でサクランボ、ヒヨドリ、カブ、バケツ稲などと付き合い、観
察する中から「生きていること」を感じ、興味を広げていきます。

14-208

都会でもできる稲作体験学習授業実践報告
⑤
〈総合的な学習（事例編）
～２１世紀を拓く食農教育資料編～　〉

１９分
　地域の大人たちに見守られながら、田植えから収穫まで子どもたちと取り
組んだイネつくりの実践。田んぼの水源探検で環境教育。もっと手軽に取り
組める、ペットボトルを使ったイネつくり、コメコメッチも紹介します。

家庭の食事マナー
‐美しい箸使い‐
（中高年生、一般）

１８分

　家庭における夕食の一例として、ご飯・みそ汁・焼き魚といった和食メ
ニューを素材として、正しいお箸の持ち方、食事の姿勢、誤ったお箸の使い
方、食べる順序等の普段の食事における最小限のマナーについて、わかり
やすく解説しています。

（付）和朝食の作り方
‐和食の基本として‐

１１分
　ご飯にみそ汁という和朝食一例を、電気炊飯器を使い、だし入りみそを使
用するという手間のかからない簡単な作り方で紹介しています。

14-210
実践！異物混入対策シリーズ [現場改善編]
異物混入ゼロ！への挑戦

２５分
　「異物混入ゼロ！」というテーマを掲げ、現場の従業員の意識啓発を促し
ます。そのうえで、現場改善の着眼点を具体的に紹介していきます。

15-201
給食大好き！
～スポーツヒロインからのビデオメッセージ～

２８分
　日本の女性トップスポーツ選手10人の学校給食の思い出や、現在実践し
ている食べることへの気配りなど子供達へのメッセージがたくさん紹介され
ています。

貸出ビデオ　NO．６

14-209



登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

15-202
学校給食食中毒ビデオ
ドライ運用のカギは人食の安全を守るプロた
ち

２７分

　古い調理場でありながら、ヒントから工夫がうまれドライ運用を実現した調
理場を取り上げています。学校が連携して衛生管理に取り込む事例から、
管理職の立場の衛生管理のあり方を取り上げ、それぞれの立場での「食の
安全を守るプロたち」の姿を紹介します。

15-203
１０．食品害虫
～貯蔵食品をくいあらす虫たち～

４６分
　食品を加害する昆虫は品質を損なうだけでなく、「混入異物」として大きな
問題になる。食品害虫の種類と生態を解説しています。

15-204
「食品業者にとってのＨＡＣＰシステム」
～安全な食品を確保するために～

３０分

構成内容
１．ＨＡＣＣＰとは
２．世界の動向と日本の制度
３．ＨＡＣＣＰシステムの特徴
４．導入のメリット
５．ＰＬとＨＡＣＣＰ
６．ＨＡＣＣＰのコンセプト
７．ＨＡＣＣＰ７つの原則
８．その導入手順
９．一般的衛生管理プログラム
   今、食品メーカーにとっては、安全な食品を提供する責務が問われてお
り、その重要課題に新しい対応が要求されています。このビデオではＨＡＣ
ＣＰ対応の取り組み、食品安全性確保のためのサポートシステムを紹介し
ています。

15-205
安全安心な食を考えるシリーズⅣ
食と農の距離を縮めるために
トレーサビリティってなに？

２５分

　トレーサビリティは、ＩＴ技術を駆使した情報開示のための検索システムで
はない。安心して食べられる物を確保するための地産地消、顔の見える関
係性をつくっていくことが基本。ヨーロッパの取り組み、日本のトレーサビリ
ティの方向性を示す。

15-206
安全安心な食を考えるシリーズⅤ
地域に根ざした｢食育｣とは

２５分

　高度経済成長とともに、食生活が欧風化し、食の外部依存によって生活
習慣病の低年齢化など、さまざまな問題が生じた。地域の食の知恵と技が
途絶え、ホンモノの食への感性が失われている。地域の育む｢食育｣の具体
的なすすめかたを紹介。

15-207
学校給食食中毒防止ビデオ
｢ノロウイルス食中毒への対策｣

２２分

①ノロウイルスとは
②学校でのノロウイルス感染対策
③調理場におけるノロウイルス対策
④食品の購入に関する問題

17-201
学校給食食中毒防止ビデオ
安全でより豊かな学校給食のために
～生きた教材をつくる調理場～

２０分

　ドライシステム調理場の事例を取り上げ、皆が納得する調理場を作り上げ
た過程を紹介しています。
今後、学校給食施設・設備の新築、改築、改修などを計画されている関係
者が、より良い調理場建設のために不可欠な内容で全体が構成されてい
ます。

18-201
食に関する個別指導
～肥満傾向児童への対応～ ２９分

　平成１７年度指導支援資料
　独立行政法人日本スポーツ振興センター

18-2１1
食に関する個別指導
～肥満傾向児童への対応～
【DVD】

２９分
　平成１７年度指導支援資料
　独立行政法人日本スポーツ振興センター

18-202
食・からだ・くらしの探検第１巻
１日のスタートは朝ごはんから

１６分

　好きなものだけ食べていたらどうなる？朝ごはんを食べないで学校にいっ
たら？そこでウンコ博士が登場！朝ごはんの意味、体でどんなことがおきて
いるかを教えてくれます。赤・緑・黄の３つそろった朝ごはんの献立のたて
かたから作りかたまでを指南

18-203
朝食と生活リズム
おもしろ大実験 ２３分

　「朝ごはんを食べないと、どうして集中力がでないの？」「夜、ぐっすり眠る
ための秘密とは？」数々の興味深い実験映像やＣＧを通して、食事・運動・
睡眠の〈生活リズム〉をめぐる秘密に迫ってみよう！

19-20１
食に関する個別指導
～肥満傾向生徒への対応～ ３３分

　平成１8年度指導支援資料
　独立行政法人日本スポーツ振興センター

19-2１１
食に関する個別指導
～肥満傾向生徒への対応～
【DVD】

３３分
　平成１8年度指導支援資料
　独立行政法人日本スポーツ振興センター

貸出ビデオ　NO．７



登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

20-201

食に関する個別指導
～運動部活動などでスポーツをする
            児童・生徒のために～

３８分
　平成19年度指導支援資料
　独立行政法人日本スポーツ振興センター

20-201

食に関する個別指導
～運動部活動などでスポーツをする
　　　　　児童・生徒のために～
【DVD】

３８分
　平成19年度指導支援資料
　独立行政法人日本スポーツ振興センター

20-202
歯・口の健康つくり

２０分
　むし歯や歯周病を予防するための毎日の生活習慣病は？
多くのＣＧや実験映像、さらに歯みがきやフロスの使い方のコツを確認して
歯の健康のためにできることに取り組んでみよう！

20-203
血液サラサラ健康生活
【ＤＶＤ】

２３分

　「肉ばかりでなく魚や緑黄色野菜もしっかり食べなさい!」というのは、な
ぜ？
食生活だけでなく、運動や生活リズムそして禁煙もサラサラ血液をつくるっ
て本当？目で納得できる〈サラサラ血液〉の視点から、「生活習慣病の予
防」を学びましょう！

20-204
健康なからだをつくる食事
【ＤＶＤ】

１７分
　栄養素の働きや食べ物が吸収される過程などの資料映像やＣＧをとおし
て、正しい食生活や健康の大切さをわかりやすく伝えます。

20-205
朝食と生活リズム
おもしろ大実験
【ＤＶＤ】

２３分
「朝ごはんを食べないと、どうして集中力がでないの？」「夜、ぐっすり眠るた
めの秘密とは？」数々の興味深い実験映像やＣＧを通して、食事・運動・睡
眠の〈生活リズム〉をめぐる秘密に迫ってみよう！

20-206

食事バランスガイドで健やかに
【ＤＶＤ】 ・食事バランスガイドって何？

　　　　　　　・私たちの食事バランスガイド
　　　　　　　・メタボリックシンドロームを防ぐ
　　　　　　　　食事バランスガイド

５４分
　食事バランスガイドの基礎学習に最適な作品。「諸外国と比べた食事バラ
ンスガイドの基本的な考え方」「実践的な使い方」「メタボとは何か？」「食改
善によるメタボ対策とは？」がよくわかります。

23-201

学校の管理下における
食物アレルギーへの対応
【ＤＶＤ】・アナフィラキシーの症状と緊急対応

　　　　　・校内指導体制　・事故を防ぐために

４５分

　学校において食物アレルギーの事故を起こさないためにはどうしたらよい
のか、また、万一,児童生徒が食物アレルギーやアナフィラキシーを起こして
しまった場合にはどうすればよいのかという対応法について
独立行政法人日本スポーツ振興センター

25-201
新　朝食と生活リズム
おもしろ大実験
【ＤＶＤ】　　ＣＤ－Ｒ付き

３０分

朝食と生活リズムをめぐる「疑問・質問」を子どもの視点からクイズと実験映
像で説明しています。健康のためには、どのような生活がよいか、今日から
何ができるか考えさせるだけでなく、子どもたちの意識と行動御変容を考え
た内容。

25-202
子どもの退化病と闘うシリーズ１
『子どもの歯とアゴが危ない』
　【ＤＶＤ】

２３分
噛むことが少なくなった現代の食生活の現状と問題点を探り、未来を担う子
どもたちの食のあり方について鋭く問題喚起する。　ＶＨＳ版の再収録

25-203
子どもの退化病と闘うシリーズ２
『噛む食生活を取りもどそう』
　【ＤＶＤ】

２７分
噛むことの様々な効果を取り上げ、乳幼児からの食生活と訓練によって、
噛むことを取りもどす実践を具体的に紹介する。　ＶＨＳ版の再収録

26-201
『スポーツと熱中症・夏バテ予防
　　　　　　　　　　　　　　　　大実験』
　【ＤＶＤ】

２９分
さまざまな興味深い実験映像などをとおして熱中症予防方法を紹介
指導上の留意点・学習指導案・ワークシートなどが入ったＣＤ－Ｒ付

26-202
『新　ぎもん・しつもん
　　　　　　　　　　　むし歯の予防』
　【ＤＶＤ】

２４分
むし歯を予防するにはどうすればよいのか。数々の興味深いクイズや実際
のの改善事例を通して<むし歯予防の科学>に迫ります。

貸出ビデオ　NO．８

　　※　貸出しビデオはダビング不可のものもあるため、１本のみでお待ちいただくものもあります。



登録番号 題　　名 所要時間 内　　　　容

28-201

衛生管理ＤＶＤ
　　ＶＨＳ版５本を再収録

　【DVD】

９４分

文部科学省監修、独立行政法人日本スポーツ振興センター企画の
過去のＶＨＳビデオをＤＶＤにまとめて収録しました。
①安全でより豊かな学校給食のために　　　２０分
②食中毒を根絶する【衛生管理の基本】　　　２０分
③知っていますか？食中毒の恐ろしさ　　　　１８分
④汚染を広げない【二次汚染防止】　　　　　　１８分
⑤安全への第一ステップ【食材の検収】　　　１８分

28-202
学校給食食中毒防止ビデオ
　　ＶＨＳ版３本を再収録
　【DVD】

７０分

文部科学省監修、独立行政法人日本スポーツ振興センター企画の
過去のＶＨＳビデオをＤＶＤにまとめて収録しました。
①常温放置を追放する
　　　　　　　　～温度管理で食中毒防止～　　　２１分
②ドライ運用のカギは人
　　　　　　　　～食の安全を守る人たち～　　　２７分
③ノロウィルス食中毒への対策　　　　２２分

28-203
みんなで実践　異物混入対策
　　　―現場改善で異物をなくす―

３８分

　異物混入を防ぐためにどうすれば良いか、ハード面ソフト面での異物混入
対策のポイントを紹介している。
虫の混入防止対策も。
　　　　監修：加藤光夫　　制作：ＰＨＰ研究所

28-204
実践！異物混入対策
　　　―そ族昆虫の防除―

約３０分
　ネズミの被害にあった食品や、虫などが混入した食品の実際映像から始
まり、そ族昆虫のそれぞれの防除法のポイントを紹介している。
　　　　監修：江藤諮、谷川力、佐藤邦裕　　　制作：ＰＨＰ研究所

28-205
大丈夫？あなたの食卓
　　　―輸入食品を追跡する―

２７分

　遺伝子組み換え、狂牛病、世界で起きる食の安全性を揺るがす事態が、
ダイレクトに日本に押し寄せている。「食料輸入超大国」日本の現状から食
の安全性について問題提起する。
　　　　企画制作：社団法人　農山漁村文化協会

28-206
食と農を安心で結ぶ
　　　―地域で支える
　　　　　　　　食と農の豊かさ―

３１分

　現在の食育で見落とされがちな「食の技や伝統を伝える」大切さ、「生産
者と消費者が繋がる」必要性、「地域で農業を支える」意味を、「農」という言
葉をキーワードに考えます。
　　　　企画制作：社団法人　農山漁村文化協会

29-201
安心安全な食を考えるシリーズⅡ
　　ここで見分ける食品表示
　　　　　―不安な食品の点検法―

２０分

ＶＨＳビデオをＤＶＤ化したもの
　食品表示の具体的な見方と、避けたい食品について、その理由や簡単見
分け方など、わかりやすく実践的に解説しています。
　　　　企画制作：社団法人　農山漁村文化協会

29-202
健康長寿の食生活シリーズ①
　　健康長寿は日本型食生活から
　　　　　―基礎知識編―

２５分

ＶＨＳビデオをＤＶＤ化したもの
　日本型食生活が健康長寿に貢献していることの根拠について、食品の生
理的機能から、最新の研究を元に解説しています。
　　　　企画制作：社団法人　農山漁村文化協会

29-203
食育シリーズ２
　　食・からだ・くらしの探検
　　　　　～食生活を考えよう～

５２分

ＶＨＳビデオをＤＶＤ化したもの　　３つのテーマに分かれています
①１日のスタートは朝ごはんから　　１６分
　　朝ごはんの意味、体への影響、朝ごはんの作り方を解説。
②どんな食べ方がいいのかな　　１８分
　　食事の考え方から、適切なおやつの選び方までを紹介。
③地域に伝わる食事を大切にしよう　　１８分
　　地域の自然・気候・風土の中で食文化が育まれることから、食を通して
地域の自然環境を考える。
　　　　企画制作：社団法人　農山漁村文化協会

29-204
水田の秘密
　　　―環境と生命の物語―

２４分

ＶＨＳビデオをＤＶＤ化したもの
　地球規模の環境破壊が進む現在、アジアの国々の農業と自然環境の関
わりにも目を向けながら、日本の水田を守り続けることの意味を問いかけま
す。
　　　　企画制作：社団法人　農山漁村文化協会

29-205
食べることは生きること
　　　～中学生の食習慣～

約２０分

　なぜ私たちは食べるのか？という問題提起を通して、毎日の食事の役割
について考えていきます。食習慣チェックや、悪い食習慣を例にとって改善
策を検討しながら、より良い食習慣のあり方について考えていきます。
　　　　内田洋行

29-206
食品ってなんだろう？
　　　～よりよい食生活と和食文化～

５５分

　食品の生産、流通、購入、表示の見方、選び方のポイント、食中毒、食品
ロス、遺伝子組み換え、日本の食文化等々１７のコンテンツを授業に合わ
せて１つずつ選びながら視聴できます。
　　　　内田洋行

貸出ビデオ　NO．９


