
啓発用ＤＶＤ（生活・食品など） H31-4-1現在

若者 高齢者 一般

201
気になる食品添加物
～Let's Talk about Food Additives～

○ 2008 食品添加物のリスク評価について 27分 内閣府食品安全委員会

202
よくわかる！食品安全委員会
～食品の安全性をどう守るの？～

○ 2008 食品添加物のリスク評価について 15分 内閣府食品安全委員会

203 気になる食品の安全性 ○ 2008 食品添加物のリスク分析について 19分 内閣府食品安全委員会

204 クイズで学ぶリスク評価 ○ 2008 食品添加物のリスク分析について １2分 内閣府食品安全委員会

205 ＣＨＡＮＧＥ　ＴＨＥ　きもの ○ ○ 2009
アポイントメントセールス・退去妨
害・クーリングオフ妨害・過量販売

25分 きもの消費生活倫理委員会

206 考えてみよう！！食べ物の安全性 ○ 2010 食品添加物や残留農薬について １6分 内閣府食品安全委員会

207 キレイのリスク ○ ○ 2010 美容医療のトラブルについて 22分 東京都消費生活総合センター

208 家庭生活と環境シリーズ ○ 2011
環境を守るためにできること　買い物・
エネルギー節減・３R

36分 東映(株)教育映像部

209 カセットこんろの安全な使い方 ○ 2011 4分 日本ガス石油機器工業会

216 ガスコンロのお手入れガイド ○ 2013 16分 日本ガス石油機器工業会

210
追跡！冷凍食品
～探れおいしさの秘密～

○ 2012 冷凍食品の正しい取扱い方 13分 日本冷凍食品協会

211
高齢者の安心・安全のために
～家電製品の正しい使い方～

○ ○ 2012 16分 （財）家電製品協会

212 家電製品　点検とお手入れ歳時記 ○ 2012 26分 （財）家電製品協会

213
ガス給湯器が経年劣化？
～異常を感じたらまず点検～

○ 2012 3分 日本ガス石油機器工業会

214
砂糖のおいしいチカラ
～砂糖の調理科学～

○ ○ 2014 20分 精糖工業会

215 砂糖のできるまで ○ ○ 2014 16分 精糖工業会

217
ヨーグルトと乳酸菌飲料の秘密を探
る
～乳酸菌で健康に～

○ 2015
ヨーグルトと乳酸菌飲料　おいしさのヒ
ミツ、健康の味方！乳酸菌のヒミツ

21分 全国発酵乳乳酸菌飲料教会

218 おしえてね　アブナイカモ（3枚） ○ 2015
消費者庁「子どもを事故から守る！プ
ロジェクト」テーマソング

3分 消費者庁消費者教育・地方協力課

219
記号をよく見て　洗濯上手に！
新しい洗濯表示の記号

○ 2016 16分 内閣府

220 製品安全教育DVDハンドブック
「暮らしの中の身近な製品事故」小学校高学年

○ 2016
ガスコンロの事故、石油ストーブの事
故、電子レンジの事故など

20分 独立行政法人製品評価技術基盤機構

221
製品安全教育DVDハンドブック
「暮らしの中の身近な製品事故」中学生以上 ○ ○ 2016

スプレー缶の事故、ヘアドライヤーの
事故、低温やけどの事故など

18分 独立行政法人製品評価技術基盤機構

222
スマートセーフティ～みんなが作る消費者市民社
会

製品事故再現実験映像
○ 2017

扇風機からの出火、ヘア度ライアー
コード発火など

5分
公益社団法人日本消費生
活アドバイザー・コンサルタ
ント・相談員協会

223
ウェイク・アップ・コール―未来からの電
話／スマホの真実―紛争鉱物と環境破
壊とのつながり

○ 2017 41分
特定非営利活動法人アジア
太平洋資料センター

224
もったいないばあさんと考えよう世界の
こと

○ 2009
・地球でおきている10の問題（42分)
・世界の10人の子どもたち（19分）
・インド取材映像（10分）

61分
2009もったいないばあいさ
んと考えようせかいのこと制
作委員会

225 おいしいチョコレートの真実 ○ 2008 12分 特定非営利活動法人ACE

制作年 内容題名
対象

番号 制作・発行・企画時間



226
このTシャツはどこからくるの？-ファッ
ションの裏側にある自動労働の真実-

○ 2015 13分 特定非営利活動法人ACE

227
食品の表示と安全を学ぼう！
科学的に考える力を身につける

〇 2017

食品の表示を正しく読み取り、食品の安全
性について正しく理解するために、基本
ルールや安全基準を分かりやすく説明す
る。

25分 株式会社アマゾンラテルナ

啓発用ＤＶＤ（金融その他） H29-3-1現在

若者 高齢者 一般

301
裁判員制度
　－もしあなたが選ばれたら－

○ 2005 裁判員制度紹介ドラマ 58分 法務省

302 はじめての金融ガイド ○ 2008
振り込め詐欺・キャッシュカード偽造盗
難・多重債務

33分 金融庁

303 金融犯罪を防げ ○ 2009
振り込め詐欺・口座売買・ネット関連･
キャッシュカード偽造

全国銀行協会

304
知りたかったけど
聞けなかったお金の話

○ 2011 27分 全国銀行協会

306
騙されたらあきまへんで！
　－振込詐欺抑止対策DVD－

○ 2012 11分 近畿２府４県警察本部

307
ちびまる子ちゃんと学ぶ
大切な３つのお話

○ 2014
お金の大切さに気付く・計画立ててお
金を使おう・まさかの時のために

37分 生命保険協会

308
全国銀行協会のあんしん一郎くんがご案内する

これで安心！金融商品のご購入 ○ 2014 「投資信託」編・「変額年金保険」編 25分 全国銀行協会

309 公益通報者保護法・内部通報制度とは？ ○ 2014
「法律」編
「内部通報制度の意義、有効性」編

23分 消費者庁

310 家族で防ごう！金融犯罪 ○ ○ ○ 2015

「振り込め詐欺」編・「投資勧誘詐欺」編
「還付金詐欺」編・「ネットバンキング犯罪」
編
「ネットショッピング詐欺」編

35分 全国銀行協会

311
JCAホットチャンネル（クレジットカー
ドについて）

○ ○ 2017
クレジットカードIC取引編、ネットでの不正利用
対策編、クレジットカードの利用内容確認編

12分 一般社団法人　日本クレジット協会

312
動画で学ぶ信託
～信託の活用事例、信託商品のご紹介
～

○ 2017
信託の活用事例、信託のしくみ、教育
資金贈与信託等

73分 一般社団法人 信託協会

313
18歳が、変わる！
－アキラとマモル　バンド編－

○ 2019 成人年齢引き下げ 2分 金融広報中央委員会

番号 題名
対象

時間制作年 制作・発行・企画内容


