
貸出用DVD一覧

No. タ　イ　ト　ル 著　作 上映時間 対　象 制　作　年 新着年月日 内　　容

201
マギー司郎が教える金融
犯罪のタネと仕掛け

全国銀行
協会

26分 一般 2006 -

　金融や銀行取引に関係する犯罪が増えています。いわゆるオレオ
レ詐欺、キャッシュカードの偽造や盗難による貯金の不正引き出し、イ
ンターネットを利用した犯罪など、その手口や方法もどんどん巧妙化
しています。金融犯罪の具体的な手口や犯罪にあわないための防止
策についてやさしく紹介します。

202
なるほどナットク ! くらしの
損害保険 ※ 字幕あり

日本損害
保険協会

24分 一般 2005 -

　2部構成となっており、第１部では日常生活において誰にでも起こり
うるトラブルを再現ドラマで紹介しながら、損害保険のしくみや必要性
を解説し、第2部では契約・更改する時に特に注意すべきポイント等に
ついて説明します。第1部 こんな時どうする ? ～ ある男の1日に学ぶ
損害保険の役割 ～ (11分)  第2部 契約・更改ココがポイント (13分)

203
クレジットカードを上手に
使おう !

日本クレ
ジット産業

協会
40分 高校・一般 2010 -

　クレジットカードのメリットとともに、そこに潜む落とし穴を主人公の
OLの失敗例として紹介し、留意点や必要な知識を整理しています。内
容は4編に分かれており、それぞれには関連する留意点を解説したミ
ニガイドを設けています。

204
クレジットカードと旅しよう
! ～ 海外でのクレジット
カードの使い方 ～

日本クレ
ジット産業

協会
35分 高校・一般 2010 -

　2人のOLの海外旅行体験をもとに、クレジットカードのメリットやトラ
ブル防止法をわかりやすくまとめています。内容は3編に分かれ、各
編ごとに関連する事項を解説する CLOSE UP コーナーを設けていま

205

聴覚障害者向け映像ライ
ブラリー作品　バイヤーズ
ガイドのポイント「損害保
険の契約にあたっての手
引」の解説

聴力障害
者情報文
化センター

15分 一般・聴覚障害者 2006 -

　金融庁の「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」が、
2005年7月に取りまとめた「保険商品の販売・勧誘時における情報提
供のあり方」を受けて作成された「損害保険の契約にあたっての手引
き (通称 「バイヤーズガイド」) 」の解説

206
はじめての金融ガイド　金
融取引の基礎知識 ～ ト
ラブルの予防のために ～

金融庁 33分 高校・一般 2008 -

　金融トラブルを未然防止する事を目的として製作された教材 (一般
社会人・高校3年生向け) の補助教材として、講座や授業などで活用
して頂けるDVD教材です。「振り込め詐欺の被害にあわないために」・
「偽造・盗難キャッシュカードの被害にあわないために」・「多重債務に
陥らないために」の3つの事例が独立して収録されています。

207
よくわかる ! 食品安全委
員会 ～ 食品の安全性を
どう守るの ? ～

内閣府食
品安全委
員会事務

16分 高校・一般 2008 -
　食品安全委員会ってなあに ? リスク分析ってなあに ? リスク評価は
どうやって行うの ? リスクコミュニケーションは なぜ重要なのか等に
ついてを解説しています。

208 気になる食品添加物
内閣府食
品安全委
員会事務

27分 小・中・高校・若者 2008 -
　食品の加工や保存などの目的で使用されている食品添加物。食生
活が豊かになるにつれて、その種類も増えてきました。食品安全委員
会が行っている食品添加物のリスク評価について学べます。

209
悪質業者の視点 ～ 次の
狙いはあなたかも ～

内閣府国
民生活局

24分 一般 2009 -
　多様化する悪質業者の手口を再現ドラマにしました。騙す側の視点
を盛り込んだ3つのストーリーを紹介します。

210
ホームズ探偵の金融犯罪
を防げ

全国銀行
協会

27分 一般 2009 -
　ホームズ探偵としっかり者の助手が、振り込め詐欺、口座売買、イン
ターネット関連犯罪、偽造キャッシュカードによる不正引き出し、カー
ド・通帳・印鑑の盗難などの金融犯罪を解決し、被害防止策について



No. タ　イ　ト　ル 著　作 上映時間 対　象 制　作　年 新着年月日 内　　容

211
振り込め詐欺被害防止対
策ビデオ

愛知県警
察

58分 一般 2009 -
　これで完璧 ! 振り込め詐欺に遭わない方法を紹介します。

212

青空球児・好児のお年寄
りの安全生活術　だまさ
れるな ! 振り込め詐欺・悪
質商法

東映株式
会社 教育

映像部
22分 一般 2009 -

　一向に減る気配が無い「振り込め詐欺と」と「点検商法」を取り上げ、
悪質な手口の特徴とその対策を考えます。青空球児・好児さんの軽
妙な漫才と再現映像で学ぶ、オモシロおかしく、そしてちょっとために
なる作品です。

213
ハチドリのひとしずく・・・
私にできること　※字幕版
収録あり

アニメー
ション画房

わ組
19分 小・中校 2009 -

　金の鳥、クリキンディーは答えました。「私は、私にできることをして
いるだけ」 これは南米アンデス地方の先住民に伝わる小さな小さな
お話です。このわずか数十行の物語が少しずつ人々に波紋を広げて
います。私達は今、地球温暖化という地球全体の大きな問題を抱え、
ひとりひとりの小さな私達が、自分達にも何か出来る事は無いだろう
か ? と自分自身の心に静かに問いかけたくなる物語です。

214
MOTTAINAIで地球を守ろ
う

東映株式
会社 教育

映像部
45分 中・高校・一般 2006 -

　1.地球規模で考える環境 (15分) 植林活動でノーベル平和賞を受賞
したワンガリ・マータイさん、そしてアルピニストの野口健さん。環境問
題に取り組む二人の言葉を通じて、環境問題を語るキーワード「もっ
たいない」の大切さを訴えかけます。2.新しい技術が環境を守る (15
分) 燃料電池自動車、コージェネレーションシステム、バイオマスエネ
ルギーの利用など、環境問題の解決を目指して、現在様々な技術開
発が行われています。多くのインタビューを交え、その様子を紹介して
いきます。3.くらしの工夫が地球を守る ～ 「もったいない」から始めよ
う ～ (15分) 環境問題の原因の多くは、私達自身のライフスタイルに
あります。「もったいない」を合言葉に、リデュース・リユース・リサイク
ルの「3R」を家庭の中ですぐに実践するための方法を具体的に示しま

215
未来を変えるあなたの選
択 CO2ダイエット生活

東映株式
会社 教育

映像部
23分 中・高校・一般 2008 -

　若い夫婦のもとに、ある日突然あらわれた少年。未来からやって来
たというその少年が語るには、数十年後の世界は地球温暖化のため
大変な状況になっているという。「未来を変えるために今出来るこ
と・・・それは少しでもCO2を減らす正しい選択をすることなんだ」 少年
と共にCO2ダイエット生活に挑戦する事になった夫婦は、家庭の中
に、日々の暮らしの中に、様々な選択の場面がある事に気付いてい

216
ケータイ・パソコン その使
い方で大丈夫 ?

東映株式
会社 教育

映像部
22分 小・中・高校 2008 -

　ケータイやパソコンを使う際のルールとマナーはもちろんのこと、トラ
ブルに遭わないためにはどうすればいいのか、また遭った時の対応
策をドラマ仕立てでわかりやすく描きます。

217
知っていますか ? 食品の
かしこい選び方 ～ 旬の
素材・食品添加物 ～

東映株式
会社 教育

映像部
23分 小・中校 2007 -

　知っているようで以外に知らない食べ物の旬や食品表示、食品添加
物について取り上げています。子供に食の大切さ、ありがたさを教え
てくれる最良の教材です。

218-1
中・高生が知るべき !! デ
ジタル時代の著作権 生

鹿児島文
化企画

17分 中・高校 2006 -
　中高生を対象に学校生活で気を付けなければいけない事例を挙
げ、わかりやすく解説していきます。

218-2
中・高生が知るべき !! デ
ジタル時代の著作権 指
導者編

鹿児島文
化企画

17分 中・高校 2006 -
　中高生を対象に学校生活で気を付けなければいけない事例を挙
げ、わかりやすく解説していきます。

219
DVDで学ぶ ! クレジット
カード ※ 字幕あり

日本クレ
ジット協会
クレジット
教育セン

40分 高校・一般 2010 -

　基本編として「クレジットカードを上手に使おう ! 」、海外旅行編として
「クレジットカードと旅をしよう ! 」の二つの作品で構成されています。

220
「食品安全の基礎知識」
クイズで学ぶリスク評価

内閣府食
品安全委
員会事務

12分 小・中・高校・一般 2008 -
　一問一答式のクイズで構成された食品の「リスク評価」に関する解
説です。各クイズには食品安全委員会委員による解説も付いていま
す。



No. タ　イ　ト　ル 著　作 上映時間 対　象 制　作　年 新着年月日 内　　容

221
気になる食品の安全性
～ みんなで学ぼうリスク
分析 ～

内閣府食
品安全委
員会事務

19分 小・中・高校・一般 2008 -
　食品の安全性を確保するために取り入れられている「リスク分析」に
ついて、「ADI って何 ? 」「リスク分析って何 ? 」など「小学生が見てわ
かる」解説を目指しています。

222
考えてみよう ! 食べ物の
安全性 ～ 食品添加物や
残留農薬について ～

内閣府食
品安全委
員会事務

16分 小学校 2008 -
　食品添加物や農薬を例に、小学校高学年児童向けに、食べ物の安
全性がどのように守られているのか、科学の目でリスクを捉え、低減
する取組とは、といった事柄をアニメーションで楽しみながら学べま

223
知りたいけど聞けなかっ
たお金の話 金融商品を
選ぶその前に

全国銀行
協会

27分 一般 2011 -
　年齢等の異なる 3組のタクシーの乗客と金融商品に詳しい架空の
人物との会話を通じて、外貨預金・投資信託・個人年金保険それぞれ
の基本的な仕組みと保留点について、Q&A方式で説明しています。

224
LET'S エコ モビリティ ライ
フ ～はじめよう環境にや
さしい交通行動 ～

愛知県 23分 一般 2011 -
　愛知県が製作した、エコ (環境) モビリティ (移動) ライフ (生活) の
PR用DVDです。

225
もし あなたが消費者トラ
ブルにあったら ・・・ ～ 消
費者センスを高めよう ! ～

消費者庁 23分 高校・一般 2011 -

　「ネットショッピングの落とし穴」 「おしゃれのリスク」 「もうけ話にご用
心」 という、若者が巻き込まれやすい消費者トラブルを 3事例収録し
ています。映像は 「全編版」 と 「各テーマ版」 に分かれており、必要
に応じて内容を選択し、ご利用頂けます。

226
おいしさそのまま冷凍食
品 ～ 基礎を学ぼう ～

日本冷凍
食品協会

22分 高校・一般 2011 -
　専門家のインタビューを盛り込みながら、学校・事業所給食や外食
産業など、業務用の冷凍食品の特性を理解するための基礎的内容を
わかりやすく解説しています。

227
追跡 ! 冷凍食品 ～ 探れ
! おいしさの秘密 ～

日本冷凍
食品協会

13分 一般 2012 -
　冷凍食品の「おいしさ」 に焦点を当て、その秘密を追跡するため、製
造から販売に至るまでの過程を追いながら、消費者が疑問に感じる
事を解き明かしていきます。

228
全銀協 金融犯罪シャット
アウト TV

全国銀行
協会

25分 一般 2012 -
　インターネット・バンキング犯罪 (フィッシュング詐欺) 、投資勧誘詐
欺、振り込め詐欺の 3テーマについて、その手口や対策などをコンパ
クトに解説しています。

229
気づくことからはじまる見
守り

名古屋市 18分 一般 2010 -

　高齢者の消費者被害の特徴と、周囲 (民生委員やヘルパー、近隣
の方たち) の見守りの大切さについて、3つの事例をもとに紹介。被害
に気付くためのポイントや対応方法も併せて解説しています。女優の
山田昌さん出演

230
新家庭科ベストセレクショ
ク 消費生活とトラブル防
止

NHKエン
タープライ

ズ
22分 中・高校・一般 2010 -

　契約やクレジットカードの仕組み、インターネットの普及による消費
生活の変化などを紹介した上で、現在多く発生している悪質商法とそ
の対策について、「消費者庁」 の紹介などを交えて解説しています。



No. タ　イ　ト　ル 著　作 上映時間 対　象 制　作　年 新着年月日 内　　容

231
ちびまる子ちゃんと学ぶ
大切な 3つのお話

生命保険
協会

37分 小学校 2014 -
　子供がストーリーを楽しみながら、「お金の大切さ」 や 「計画的なお
金の使い方を考える」 といった、お金に関する基礎的な内容について
学習する事が出来ます。

232
これで安心 ! 金融商品の
ご購入

全国銀行
協会

25分 一般 2014 -
　投資信託、変額年金保険の商品の説明ではなく、それらの商品を購
入する際のお客様として望ましい対応や、安心して金融商品の契約を
進めていくために求められる基本的な姿勢を学ぶ動画です。

233 消費者トラブル惨英傑 ?
名古屋市
消費生活
センター

25分 高校・一般 2014 -
　スマホの SNSなどを介して若者を狙う悪質商法が多発 ! このDVDで
は、3つの代表的な事例とその対応策を解説しています。

234 家族で防ごう ! 金融犯罪
全国銀行

協会
35分 一般 2014 -

　振り込め詐欺、投資勧誘詐欺、還付金詐欺、ネットバンキング犯罪、
ネットシッピング詐欺の 5テーマについて、その手口や対策などをコン
パクトに解説しています。

235
IPA 情報セキュリティ対策
の基礎知識

情報処理
推進機構

48分 中・高校・若者 2013 -

　IPA (独立行政法人 情報処理推進機構) 制作の、映画コンテンツ 5
編を収録しています。中高生向けドラマ 「ほんとにあったセキュリティ
の話」 の他、ウイルス対策や機器の管理についての注意、ワンクリッ
ク請求への対処等、インターネットユーザーが知っておくべき重要なセ
キュリティ対策の情報と危機管理の大切さが学べます。

236
若者の契約トラブル し
まった ! こまった ! だまさ
れた !? ※字幕あり

全国消費
生活相談
員協会

26分 高校・若者 2010 -
　若者の生活に欠かすことの出来ないインターネットのトラブル、若者
の被害が深刻なマルチ商法を取り上げ、実際の事例をもとに、契約ト
ラブルの回避方法と対処方法を、親しみやすいアニメーションで学べ

237
映像で知る情報セキュリ
ティ 12編

情報処理
推進機構

120分 小・中・高校・一般 2015 -
　IPA (独立行政法人 情報処理推進機構) セキュリティセンターが作
成した情報セキュリティに関する様々な脅威と対応を、ドラマや図表を
用いて分かりやすく解説しています。

238
もしあなたが消費者トラブ
ルにあったら ～ 消費者
センスを高めよう ～

消費者庁 22分 高校 ・ 若者 2011年12月 2016年5月12日
　「ネットショッピングの落とし穴」 「おしゃれのリスク」 「もうけ話にご用
心

239 - 1・2
( 同一2本 )

高めよう ! 「見守り力」 ～
高齢者・障害者の消費者
被害を防ぐために ～

消費者庁 40分 一般
2014年3月　 (2016

年2月改訂)
2016年4月

　【見守り力】 気付く → 声掛け → 確認 → 関係機関につなぐ

240
回復します消費者被害、
守ります消費者の利益

消費者庁 26分 一般 2014年12月 2016年5月12日
　消費者団体訴訟制度について 2つの事例をもとに、差止め請求・被
害回復について説明

241-
1・2・3・4
(同一4本)

記号をよく見て洗濯上手
に ! 新しい洗濯表示の記
号

内閣府 11分 一般 2016年 2016年9月5日

　衣料品等の洗濯表示が国内外で統一されます。記号が22種類から
41種類に増加し表現方法がこれまでと異なる点をわかりやすく解説し
ています。


