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2018総合カタログについて

社員研修に、駿場の環境改善のために、弊社DVD作品を多数ご活用いただき、心から御礼『I•し上げます。

本年も、更に量・質とも内容を充実させ、皆様のご期待に応えられる作品をご案内することが出来ました。また、

昨年5月、新事務所への移転とJtに、 30人程度のセミナー兼会議室及び作品試写宅を新たに設けました。

DVDご活！日とJtにお気軽にご利用ください。

( 1）職場でのメンタル不調を訴える人が年々期加しています貴重な人財がいきいきと働ける峨場環境の整備は、

経営活動の重要なテーマです。「ストレスチェック」をはじめ、効果的な「メンタルJ対策を考える「元気な

職場をつくるメンタルヘルスJシリーズもー肘充実、全巻一括ご購入の場合は特別価絡でのご用命をも

承っております。

(2) i繰り返しの研修が「ハラスメントjの無い駿場をつくります「LGBTJ研修、「マタハラJ研修はもうお済ですか。

「セクハラ」や「ハワハラJについても、時代と共に、その対応が飛躍的に変わってきています。「障害者の

人権」も含めて、徹底したハラスメント研修をお進めください。弊社がお手伝いします

(3）健康はまず質の向い睡眠から。その方法を分かりゃすく解説した「働く人の睡眠と健康」が好評です。白己

管理を徹底していくための「健診結果の見JjJ、「メタボ」管理などの作品、身近に起きている「熱中庇」

「歯周病Jや「感染症」についての適切な対応を解説した作品も話題を呼んでいます

(4) SNSの普及等により不祥事・情報漏洩が多発しています。その多くは「うっかりミス」。「ヒューマンエラー」

「公務員の不祥事」「不正を許さない臓場づくり」等、コンブライアンスを一層進めましょう

(5）働き方改車が挺附され、「ダイパーシティj「ワークライフバランス」「介護と仕事」など、あらたに臓場で挑戦

してL、く課題についても、役立つ作品がラインアッフされています。

(6）ちょっとした気のゆるみが重大な事故を起こす！安全現場はいつも緊張の連続ですゆるがせないU々 の

点検や基本安全動作など、繰り返し安全研修を続けることで事故を防ぎましょう。「足場作業Jや「荷役作業」

さらには「化学物質への対応」など、状況に応じた多数の「安全作品」を用意しております。

また、「飲酒巡転」ゃ「交通ルールjを守るための交通安全対策作品群もさらに充実させました。

(7）教育現場の悩みを一緒に考えていく作品も充実しています。「世界の教育最前線」シリーズは第14巻を数え、

また切実な「アカハラjIIUWiについても、納得L、く解決子法を取り入れた作品を取り揃えております。

(8）その他、研修効果を挙げるための映像作品を取り揃えつつ、それらを少数・分散・n由時間で活用できる

システムとしてのイントラ活用、更には4月からeラーニングもいよいよ稼動させることとなりました。

以上、研修効果をも一段と引き上げていく作品を多数揃えました。ご用命を心からお待ちしております。

＼ーノ

DVD研修の効果と、セミナーのご案内

I DVD教材を使った研修のメリット 研修効果が
クーンと UP!!

0研修が講義と映像部分に分けられるので、進行にメリハリがつく。

O事例解説など、文字より映像の方がわかりやすい。

0映像のイメージはインパク卜があり、記憶に残りやすい。

O繰返し活用が可能なので、研修費用を大きく削減できます。

’b DVD教材は、
講義と文字だけの研修と比べて
4倍の効果があると言われています。

＼、ー／

I DVD教材を使った研修の例 ｜

・メンタルヘルスセルフケア研修｛ー般聡）
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~ヨヨ ストレスチェック制度が義務化

・従業員50人以上の事業所が対象

・希望に応じて医師との面談を設定する

・配置転換や作業時聞の短縮等を行う等... 
・労働者が自らのストレス状況に気付く

・モチベーションが向上、従業員満足度が高まる

・優良企業認定によるブランド価値の向上等

本当に重要なのはストレスチェック後の対策です！

⑪ 受けよう、活かそう！ストレスチェック
・15分 ・DVD¥40,000 （税別） ・活用ガイド付 ・字幕選択式
・監修：山本晴義 ｛横浜労災病院勤労者メンヲルヘルスセン空一長医学博士）

ストレスチェック制度の従業員の受検促進のためには、制度の目的や仕組みへの理解を

進めることが大切です。そこで、この教材ではドクター Yと新入社員とのやり取りを通じて、

「ストレスチェック制度jの目的や実施の方法、従業員への不利益な取扱は無いことなど、

従業員が不安に思うこと、誤解しそうなポイント等を、分かりゃすく解説します。

ストレスチ工ツク制度の目的 ストレスチェック実施の流れ ストレスチェックの結果とその

活用方法／不利益取扱についてほか

聞まとめ買い特別価格 （別法人への貸し出し用としてご購入の場合、f特別価格jは適用できません）

枚数 金 額 枚数 金額

40,000 6 110,000 

2 55,000 2枚目～5枚目 7 120,000 
6枚目～

3 70,000 @15,000円 8 130,000 @10,000円

4 85,000 9 140,000 

5 100,000 10 150,000 

⑭ 元気な職場をつくるメンタルヘルス 7
・全2巻 DVD ¥80,000 （税別） 各巻￥40,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・活用ガイド付 ・字幕選択式 ・監修山本晴義（横浜労災病院動労者メン51ルヘルスセンヲー長医学博士）

労働安全衛生法の改正により、事業者に実施が義務化されたストレスチェック制度。4つの

ケアの枠組みの中で活かしていくにはどうすれば良いのか。セルフケア、ラインによるケアの

それぞれの場面での、ストレスチ工ツクの効果的な活かし方を提示しながら、新しい制度を

日常に組み込むことを考えるシリーズ。

・第1巻ストレスチェックを活用したセルフケア （25分）

ストレスチェックの結果を活かした場合と活かさなかった場合をドラマで比較し、ストレス

チェック制度の活かし方とセルフケアの方法を考える教材。

ストレス状態への気っきと対処 気つきの活かし方／ストレスチェック制度とはほか

・第2巻部下が休職する前にできること
～ラインケアに活かそう！ストレスチェック制度～ （25分）

ドラマを通じて、ラインによるケアのあり方を分かりゃすく解説し、ストレスチェック制度の下

での管理監督者の役割に言及した教材。

部下の異変への気づき方／産業保健スタッフへの橋渡し／ストレスチェック制度とラインに

よるケアほか

＼ーノ

．社内LAN用データ価格

160,000円 （税別・送料込み・要契約）

楽人数、 使用期聞を問わず同じ価格でご利用いただけます。



(@D元気な職場をつくるメンタルヘルス 6
・全2巻 DVD ¥80,000 （税別） 各巻￥40,000（税81]) ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください ・活用ガイド付

・監修山本晴義 （横浜労災病院勤労者メンヲルヘルスセン空長医学博士） ・字幕選択式

メンタルヘルス不調により職場を離れる人が後を絶たない中、職場のメンタルヘルス対策

の基本を見つめ直す全2巻作品。第1巻はセルフケアとして、ストレス対処（コーピング）を

テーマとし、閉じ業務上のストレスを与えられたこ人のコーピンク、の仕方から、良いコーピンク．

とは何かを考えます。第2巻ではラインケアとして、仕事上の岐路に立ちメンタル面で不安定

になりがちな部下を、管理職がメンタル不調から守る対応方法について考えます。

~ 
．第1巻ストレス・コーピングによるセルフケア
～ストレスに上手に対処する方法～ （26分）

ストレス対処（コーピング）の仕方で、メンタルヘルスが良くも悪く

もなる例を、二人の実写ドラマを通して描きます。ストレス・コー

ピングの6つの方法（①積極的な問題解決、②解決のための相

談、③発想の転換、④気分転換・リラクセーション、⑤人に感情

をぶつける、⑥開き直る・問題を先送りにする）の効果と注意点を

分かりやすく解説していきます。

~ 
・第2巻部下を心の不調から守るラインケア

(26分）

ラインケアとして、部下が不調に陥りやすい時期（昇進、異動、

新入社員）の事例を取り上げます。それぞれの場合での管理職

の注意点や対応方法について、イラストイメージによって印象

的かつ分かりやすく解説します。

B 元気な職場をつくるメンタルヘルス 5
・全2巻￥80,000（税別）／各巻￥40,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください ・活用ガイド付

・監修山本晴義（横浜労災病院動労者メン1;）レヘルスセンヲー長医学博士）

働く人のメンタルヘルス対策の基本は、自分で自分の健康を守る「セルフケアJです。この

DVDシリーズでは、労働者を取り巻くストレスと、ストレスを悪化させる要因、疾病の関係を ' 

NIOSHのストレスモデルで解説し、個人レベルのストレス対策やストレス状態への気付き

と対処の大切さに言及します。労働者自らがセルフケア対策の主役との認識を深め、対処

するための教材です。

~ 
・第 1巻自分の健康は自分で守る！
～セルフケアとは何か？～ （25分）

セルフケアのポイントは ①ストレス、メンタルヘルスに対して正しく

理解する ②ストレスに気づく ③ストレスに対処するの3点です。

「職業性ストレスモデル」に沿って事例ドラマを分析。「仕事の

ストレス要因H仕事以外のストレス要因」「個人の要因」「緩衝

要因Jを正しく理解し、ストレスへの気づき、それぞれの対処方法

を解説していきます。

0事例ドラマ Oセルフケアとは O職業性ストレスモデルの解説

。ストレスへの気づき Oストレスへの対処など

巨~
・第2巻自分でできるストレス・コントロール
～セルフケアのための10の方法～ （25分）

仕事をしている以上、ストレスと無縁ではいられません。ストレス

の影響を少なくするために、日常生活の中ですぐにできるストレス

解消法をたくさん持つことが重要です。この教材では「職業性

ストレスモデルjの各プロセスに注目。要因ごとに4つの視点

からセルフケアのための10の方法をわかりやすく紹介します。

0職業性ストレスモデル Oセルフケアのための10の方法

（仕事のストレスを減らす、仕事以外のストレスを減らす、個人

の要因を改善する、緩衝要因を噌やす）など

(@D元気な職場をつくるメンタルヘルス 4
・全2巻￥80,000（税別） 各巻￥40,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください ・活用ガイド付

・監修山本晴義（横浜労災病院メン1;）レヘルスセンヲー長、医学博士）

メンタルヘルス対策の基本となるセルフケア。この DVDシリーズでは、セルフ

ケアの重要なポイン卜のうち、 ① 日常の「刺激Jをストレスにしないコツ、

②ソーシャル・サポートを活用しストレスに対処する方法を中心に解説していく。

「ストレスとは何かjから考えるセルフケア教材の決定版。

巨豆~
・第 1巻心を楽にするセルフケア
～考え方のクセに気づこう～ （25分）

「セルフケアとはj「ストレスとはJを導入として、職場で起こり

がちなシチュエーションから、“考え方のクセ＝認知の歪み”に

よってストレスが生じることを解説する。考え方を変えることで

ストレスをつくらず、ポジティブ、に切り抜けられることを具体的に

見てし、く。

命もれ
.. ・r

~ 
・第2巻自分でできるストレス対処法
～4つのケアとソーシャル・サポート～ （25分）

セルフケアで大切な「ストレス対処j。この教材では「4つのケアJ
の項目と併せて、それぞれの段階でのソーシャル・サポートの

手段・種類と、早期に相談することの意義を確認していく。心療

内科での診察風景などの、事業外支援の具体例についても紹介。
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金立タ元気な職場をつくるメンタルヘルス 3
・全2巻￥80,000（税別） 各巻￥40,000（税別） ・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・工コヴラムチ工‘ノヲシート及ひ’特典映像工ゴゲラム ・テスト付

・監修山本晴義（横浜労災病院動労者メン$1ルヘルスセン$1一長、医学博士）

知っているつもりで・意外に知らない、自分自身の行動や考え方のクセ。それが普段のコミュニ

ケーションやストレスと大いに関わっています。このシリーズは、工ゴグラムに見る自分の行動・

性格の傾向から、コミュニケーション不全によるストレスを減らすことを目的とした教材です。

~亙記
・第t巻ストレスと上手につき合う方法
～気づきとセルフコントロール～ （24分）

同僚・後輩・取引先などとの、日常的なコミュニケーション不全の

事例から、どのようなエゴグラムの傾向がストレスとなるのかを

解説し、誰にでもすぐできるタイプ別の解決策を紹介。エゴグラム

の活用を通して、自分のストレス傾向への気づきを促す教材。

｜ラインによるケア用 ｜

・第2巻ストレス時代のラインによるケア
～職場風土づくりと管理職～（25分）

管理職のコミュニケーション不全は職場にどのような影響をもた

らすのかつ どのような管理職が自分自身のみならず周囲のスト

レスとなるのかを解説し、そのエゴクラムのタイプ別の解決策を

具体的に紹介。

B 元気な職場をつくるメンタルヘルス 2
・全2巻￥80,000（税別） 各巻￥40,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・監修：山本晴義 （横浜労災病院鋤労者メン空Jレヘルスセン宮一長・医学博士）

巨豆豆E ・推薦社団法人全国労働基準関係団体連合会

・第 1巻“うつ”を考える（24分）

“うつ”による休職・復職を経験した人の体験談を元に、どの

ようにすれば“うつ”を予防できるのか、もし羅患した時どの

ような症状に気づいて、どのように対処すれば早期回復が可能

なのかを考えた教材です。

、』d ノ

｜ラインによるケア用 ｜

・第2巻知っておきたい！過重労働対策 （23分）

このビデオではなぜ過重労働対策が必要なのか、医師による

面接は何を目的にどのように行なわれるか、メンタルヘルスや

健康障害との関連など、過重労働と健康の係わりをわかりやすく

解説します。

B 元気な職場をつくるメンタルヘルス
・全3巻￥105,000（税別） 各巻￥35,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください
・監修山本靖義（横浜労災病院勤労者メンヲルヘルスセンヲー長・医学博士）

｜ラインによる吋 1~ 

管理職によるメンタルヘルス
傾聴するコミュニケーション (20分）

上司と部下の円滑なコミュニケーションは

とても大切なものです。この DVDは、

部下から業務報告を受ける際の管理職の

対応の場面で、上司による傾聴技法を

わかりやすく解説しています。

~ 
・第2巻
ストレス一日決算主義の
セルフケア（20分）※字幕版あり（DVD-R)

セルフケアの面で大切なことのひとつに、

“ストレスを溜めない”ことがあります。

“ストレス一日決算”を一日の生活の中で

どのようにしていくのかを説く DVDです。

~性？と？鰐貯金；z-ア
・30分 ・￥45,000（税別） ・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・監修山本晴義 （横浜労災病院メンヲルヘルスセンヲー長、医学博士）

一一台一飛鳥井望 （東京都医学総合研究所副所長、医学博士）

災害・事故後1～3ヶ月以内に精神保健上の問題が顕著化します。また、災害後 PTSD

は部分的なものを含めると30～40%に発症、 15～20%が慢性化するといわれています。

このDVDでは、重大事故・事件・自然災害など何らかの惨事に職場や労働者が遭遇、被災

した場合に、長期的な落ち込みゃPTSDに至らないための予防策を細かく解説します。

0トラウマ、 PTSDとは？ 0トラウマ、 PTSDの個人差 Oトラウマ、 PTSDとなるきっかけ

O回復のための心構え O周囲のサポート O管理監管者の役割
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l…作用 l• 

こうすればできる！職場復帰
一受け入れる聡場の心得一（21分）

うつ病に羅った職員が復職してから再発

するまでをドラマ化したこの DVDは、

本人、上司、部下それぞれの視点から

“復職”を見ることができるため、職場

復帰についての研修に最適です。

'---" 



ll•陪亙唱でE

みんなで取り組むメンタルヘルスケア

．．．．．．．．． 

｜ラインによるケア周 ！

・第2巻復帰へのステップ
職場の支え (20分）

①休業から職場復帰までのプロセス

②職場内の役割分担

③職場復帰判断のために

④職場復帰支援プランとは

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

・全2巻￥70,000（税別） 各巻￥35,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください
・監修田中克俊 （北里大学大学院准教授・医学博士）

巨~
・第1巻あなたの家接、大丈夫？
一大切な周囲の気づき (24分）

①うつ病とは

Aうつ病とは Bど‘んなことがきっかけとなるのか

②うつ病発症に気つくには

A周囲が気つくことの大切さ B気づくためのポイント

編スiv 
E

，
 

ヘ
t
u
F
 ・’タンメズ

島
車
検

富

点

摩

迄

再

軍

場
Z
聡

・全2巻￥70,000（税別） 各巻￥38,000（税別） ・社内 LAN使用11P.2をご覧ください ・活用リーフレ・ノト付
・監修梅垣和彦 （医師、東京労働衛生研究会メンヲルヘルスシステム代表）

＼』J

｜ラインによるケア用 ｜

・第 1巻チェックしよう！あなたの職場 （27分）

どんなことに気をつければ、心の健康を保てるのでしょうか。

このビデオでは、どこにでもある職場の風景から、とωのような点に

何故気を配らなくてはいけないのかを、事例をもとに解説し、

実際の職場の再点検に役立てられる教材です。上司と部下の人間

関係、同僚との人間関係、仕事のノルマなどを身近に解説します。

巨~
・第2巻心の不調の気づき方 （18分）

ストレス等によって精神的に疲れていても、それと気づかなければ

必要な対策も打てません。では、どのようにすれば心の不調に

気づくことができるのでしようか。この教材では、周囲から見て

わかる心の疲れへの気づき、自分自身でわかる心の疲れへの

気づきに焦点を当て、事例を挙げて紹介します。

⑪ 職場のメンタルヘルス対策

・全3巻 DVD セット価格￥125,000（税別）

第1巻￥25,000（税別） 第2巻￥50,000（税別） 第3巻当が50,000（税別）

労働者のストレスの程度を把還し、自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることに

よって、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することがストレスチェックの目的です。受診を促すためには、ストレスチェックやメンタル

ヘルスに対する正しい知識を伝えて、労働者の不安を解く必要があります。また、実施後はセルフケアや管理職によるラインケアの方法を

学ぶ、職場環境の改善につなげていくことが大切です。

．第1巻

ストレスチェックテストを
理解する （21分）

テストの目的とメリットを従業員に正しく

伝え、疑問や誤解を解消します。

・第2巻巨互豆ヨ
自分を守る！
ストレスマネジメント （31分）

ストレスチェックテスト結果の見方と、スト

レス対処法を中心としたセルケアのポイ

ントを解説します。

・第3巻巨至壬三ヨ
部下を「うつ」から守る
コミュニケーション（32分）

職場のメンタルヘルスに関する管理職の

役割を理解し、メンタル不調の部下への

対応ポイントと、高ストレスをかけないコミュ

二ケーション手法について解説します。

r『＼ セルフケアからはじめる

句宮ノメンタル ヘ ル ス ・ マ ネ ジ メント

・全2巻 DVD セ‘ノト価格￥70,000（税買IJ} 各巻￥35,000（税別）

平成27年、企業におけるストレスチェック制度が義務化されました。ストレスチェック制度の主な目的は、労働者自身がストレスに気づき、

メンタルヘルス不調を予防することです。労働者一人ひとりが自分のストレスの状態を知ること、つまりセルフケアがこれからの企業に

おけるメンタルヘルス対策てーは重要になってきます。本DVDは、事例ドラマと解説を通して労働者自身がストレスへの向き合い方を

学ぶものです。高ストレス状態に陥らないための一助として、ストレスチェック実施にあわせて、ぜひご活用ください。

・第 1巻チェックしよう！あなたのストレス～心とからだのセルフケア～ （28分）
圏第2巻チェックしよう！ラインによるケア～見逃すな！部下のイエローサイン～ （29分）

新型うつ

・23分 ・￥40,000（税盟IJ}

これまでの「うつjの常識が通用しない「新型うつ」が登場して

います。管理者がこれだけは知っておきたい、その特徴と対応

方法をコンパク卜に解説します。

メンタルヘルス
職場を元気にするコミュエケーション

・57分 ・￥60,000（税別）

「職場には様々なストレスがあって当たり前jという前提の下、

そうしたストレスにうまく対処する力を高めるという考え方があり

ます。それがSOC(Sense of Coherence）“わかる感”“できる感”

“やるぞ感”という力です。rsocを高めるjという視点から、

具体的な方法を紹介していきます。
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メンタルヘルス新世記E
心の健康問題を抱える若手祉員にどう対応するか

・30分 ・DVD1巻￥50,000（税別） ・字幕版収録

ここ数年、いわゆる［従来型jのうつ病とは違った「新型Jと呼ば

れる症例が注目を集めています。若手社員の場合、どのような

心の健康問題が多いのかを知ってもらい、職場に適応できて

いないように見える社員に対して、管理者はどのような対応が必要

なのかを解説します。

ポジティブ・メンタルヘルス
生活習慣から見直す心の健康

・30分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別） ・字幕版収録

日頃、原因はよく分からないけど、「なんとなく調子が悪いJ「仕事に

集中できないjということはありませんか。ポジティブ・メンタルヘルス

は、睡眠や食事、運動などの生活習慣を見直し、心や体の疲労を

減らして精神状態を良好に保つという、セルフケアの方法です。

1はじめよう！ポジティブ・メンタルヘルス （20分）

2.寝つきの悪い人のケース （10分）

一
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

新人・若手祉員のセルフケア
ストレスと上手に付き合うスキル

・20分 ・全1巻 DVD¥40,000 （税別）

仕事に慣れていない新人や若手の頃は、自分の能力不足への悩み

や人間関係など、ストレスの種は尽きません。むしろストレスがある

のは当たり前のことです。ストレスに押しつぶされることなく上手に

つきあうには、自分自身を変える努力が大切です。このビデオでは、

そのスキルを豊富な事例を基に、わかりやすく解説します。

メンタルヘルス新世記
～うつ病見えてきた新たな対策～

・37分 ・全1，巻 DVD¥50,000 （税別） ・字幕版収録

いわゆる「新型うつ病jのケースにおける管理・監督者の望ましい

対応方法を解説します。三部構成にすることで、うつ病全般に

対する偏見を助長することのないよう配慮しています。

1正しく知ろううつ病の知隷 （15分）

2.職場復帰省を迎える際の注意 （8分）

3.新型のうつ病の特徴と対応方法 （14分）

メンタルヘルスハンドブック ｜ 
C.l守l:J'l~Jl;~J’r~JIJ.laall

みんなで取り組むメンタルヘルスケア
・監修田中克俊 （医学博士・北里大学大学院助教授）

eB5半lj32買／ 4色 ・定価￥500（税込、送料別）ii’O見やす…カラー0典型事例をマンガで解説

C: 河tJ"l 事Jll:司J'lll'~'il凶＂量E

ストレスー自決算主義のすすめ
・監修山本晴義 （医学博士・績浜労災病院動労者メンヲルヘルスセンヲー長）

・B5判 20貰 2色 ・定価￥400（税込、送料別）

0セルフケア対策に最適！チェックリスト付き

O相談機関リスト掲載
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＇＂＇山 ...  ・守

回.......
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ストレスとは／事例／不調に気っくには／心の病気にならないために／
セルフケアの方法／周囲でのサポート／職場復帰支援のすすめ方

ストレスチェック／ライフスタイルチェック／ストレス一日決算主義とは／
ストレス一日決算実践のポイント／自分の健康を自分でつくるために

1~，1土品婿＇＇cdl:l!H~’君”慣宅~~... 辺....
管理・監督者のためのメンタルヘルスケア
・監修田中克俊（医学博士・北里大学大学院助教授）

eA5判 16頁／ 2色 ・定価￥300（税込、送料別）

0職場のメンタルヘルスの基礎知識満載
。典型事例をわかりやすく解説

0人事院「職員の心の健康づくりのための指針」掲載

白阜土孟活官三面I沼Sヨ：－~拘恒事’illr'Jaall

部下の職場復帰を成功させるために
・監修山本晴義 （医学博士・横浜労災病院勤労者メン空ルヘルスセン宮一長）

・B5判 16頁 2色 ・定価￥400（税込、送料別）

0職場復帰がわかる。すべての管理職必読！

O厚生労働省「労働者の心の健康保持増進のための指針j掲載
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ストレスとは／うつ病による不調に気づくには／管理監督者の役割／
管理織のためのセルフケア／周囲でのサポート／職場復帰支援の
すすめ方／事例

．． 

部下が休職・復帰するときの心得／
職場復帰支援の手引き／休職時・復帰時の注意／うつ病とその治療
方法／ラインによるケアとは／労働者の心の健康保持増進のための指針
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B バワーハラスメントを考える

、』J

・全2巻￥80,000（税g1J) 各巻￥40,000（税別） ・活用ガイド付

・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・企画職場のハラスメント研究所

・監修金子雅匡 （職場のハラスメント研究所所長）

激増するパワーハラスメント。しかし、それを判断するのは難しく、

パワハラを指摘された上司が、部下を厳しく指導・管理しづらく

なったり、部下が上司の指導に過剰反応するケースも起きています。

このDVDでは、厚生労働省の概念にそったパワハラジャッジの

要件を踏まえ、もう一度職場全員でパワハラを正しく理解し、さま

ざまな部下への指導の仕方をわかりやすく解説していきます。

直面亘E
・第 1巻バワハラを正しく理解するために （約28分）

上司だけでなく、誰もがパワハラ加害者になりえる現在、何が

パワハラを生み、どのような行為がパワハラになるのか、 3つの

事例から職場全員でパワハラを正しく理解する基礎的教材。

－事例1「根性論を振りかざす上司j

－事例2「組織からはじき出された上司J
・事例3「同僚からのパワハラJ

B バワハラになる時ならない時

ミhーとと昔、 ．．．．．．．．．． 

人
権

【
バ
ワ
ハ
ラ
］

直盃亘E
．，店2巻バワハラにならない叱り方 （約27分）

指導・叱責はコミュニケーションの一環で‘行なわれることが大切で‘

あり、相手に正しく伝わらなかったり、受け入れられなければ意味

がありません。このDVDは、 3つのケースから部下にどう対応

すればいいのか、パワハラにならない叱り方、指導j去を解説する

管理職向け教材。

・事例1「報告しない部下j

・事例2「協調性のない部下j

・事例3「ケアレスミスを繰り返す部下」

・全2巻￥80,000（税g1J) 各巻￥40,000（税別） ・活用ガイド付

・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・企画職場のハラスメント研究所

・監修金子雅匡 （職場のハラスメン卜研究所所長）

業務に絡んで発生することの多いパワハラ。パワハラの認定は業務や日頃の人間

関係のあり方によって大きく異なるため、セクハラのような「べからず集J、「NG

ワード集Jを設定することが困難です。そこでこのDVDでは、パワハラとなる可能

性のある言動とそのジャッジのポイントを事例で示し、分かりゃすく解説します。

直面白
．第1巻パワーハラスメント4つの判断基準（25分）

※字幕版あり （DVDR) 

パワハラになる時とならない時との違いには、どのような判断基

準があるのか。定義と4つの条件を事例から読み解く全員向けの

基礎的教材。

－パワハラの定義と要件

－「業務の範囲jを超えるとはつ

．「人権侵害Jとは？

B 事例で考えるバワハラ解決法

直盃~・2高2巻事例で考えるパワハラ・グレーゾーン （26分）

管理職の言い分と部下の言い分の食い違いを示して、どのような

条件の元に、なぜその言動がパワハラにあたるのか、あるいは

パワハラに当たらないのかを解説する応用的な教材。

. J'iワハラになりえるコトパとは？

－事例人事評価について意見が食い違ったとき

．事例繁忙期に休暇申請があったとき

・全2巻￥80,000（税別） 各巻￥40,000（税別）

・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・企画職場のハラスメント研究所

・監修．金子雅臣（職場のハラスメン卜研究所所長、労働ジャーナリスト）

パワハラにならない部下指導を知ること、そしてパワハラ等が起きた場合に迅速

かつ適切に対応することのどちらも、組織を保つために不可欠な事柄です。この

教材では事例を通じて、どのような言動がなぜパワハラになるのか、もしパワハラ

が起きたらどのように対応すれば良いのかを、分かりゃすく解説しています。

｜全員・管理聡人事向け ｜

・第 1巻パワハラと熱血指導 （23分）※字幕版あり（DVD-R)

管理職として部下へ、当たり前の指導をしているつもりが、もし

パワハラだと言われたら？ この教材では、“熱血指導”部長、

部長と見解の異なる主任、その間で奮闘する課長の三者をドラマ

で描き、パワハラにならない指導のあり方を解説します。

｜全員・管理職・人事向け ｜

・第2巻バワハラ解決技法 （25分）

職場を蝕むパワハラには迅速な対応が欠かせません。この教材

ではパワハラのタイプ別の解決技法を、ドラマと解説によって

分かりやすく展開します。

①歩くパワハラ上司への対応

②両者に誤解とわだかまりがある場合の対応

③パワハラを理解していない部下への対応
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B 見てわかるバワーハラスメント対策
・全2巻￥80,000（税別） 各巻￥40,000（税別） ・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・企画職場のハラスメン卜研究所

・監修金子雅臣（職場のハラスメン卜研究所所長、労働ジャーナリスト）

直面E
・第1巻気づこう！パワーハラスメント（22分）

パワハラが起きる状況を、パワハラの原因タイプ別に分類した
事例で展開。

0上司の言い分、部下の言い分 O公私混同型パワハラ

O労働強化型パワハラ O性差別型パワハラ
Oコミュニケーション不全型パワハラ O上意下達型パワハラ
O指導とのボーダーライン

＠ 土司のハラスメント
グレーゾーンをなくそう！

・72分 ・DVD¥60,000 （税別） ・活用の手引き付

なんでもかんでも［ハラスメントだJという若手社員。それを
恐れて何も言えない上司。ハラスメントかどうか見分けにくい
行為、グレーゾーンまでハラスメントだと判断されてしまうと、
窮屈で‘働きにくい職場になってしまいます。上司・管理職が
ハラスメン卜の知識と考え方をメンバーに啓発してグレーゾーン
をなくし、ハラスメン卜がなく、働きやすい職場を実現していく
ための教材。

⑫ バワハラを防ぐアンガーマネジメント

・37分 ・DVD¥80,000 （税別）

「怒りと上手につきあうJ「感情を上手にコントロールするJアンガー
マネジメントに基っき「怒りjの原因や仕組みの理解を促し、パワ
ハラにならない部下指導のノウハウ、部下のタイプ別指導法を
解説。すぐに感情的になる管理職やパワハラになるのが怖くて

叱れない管理職に最適な研修動画。

階層・職種別

バワー・ハラスメントシリーズ
・全3巻￥135,000（税別） 各巻￥45,000（税別）

．第1巻新入社員・若手社員編（約26分）

パワハラの正しい知識とパワハラを受けないための行動と心構え
を解説

圃第2巻中堅祉員・管理職編（約27分）

パワハラにならない指導法と部下のパワハラを見逃さない着眼点
を解説

・第3巻製造・作業現場編（約26分）

ケーススタディーを交えて現場で起こりがちなパワハラについて
学べます。

直盃亘E
．第2巻管理職がバワハラ加害者にならないために （25分）

どんな言動がパワハラとなり、どうすればパワハラにならない指導が
できるのか、管理職のタイプ別事例をとおして解き明かします。

0訴訟と労災認定 O事なかれ型パワハラ
0自己中心型パワハラ O無責任型パワハラ
0過干渉型パワハラ Oパワハラにならない指導とは

⑫ ハラスメントのない職場づくり

・全3巻 DVD セyト価格￥150,000（税別） 各巻￥50,000（税別）

ハラスメントが多い聡場は社員のメンタルヘルスを悪化させ、
業績にも悪影響を及ぼします。ハラスメントを放置し、問題が
発生した際は企業も賠償責任を負う場合があります。本
DVDは階層・職種別のドラマを通じてハラスメン卜を解説し、
組織に及ぼす悪影響を考えさせることで、ハラスメントのない
職場づくりへの意識とノウハウが身につく映像コンテンツです0

・第1巻新入社員・若手社員編（23分）

・第2巻中堅社員・管理職編（2日分）

・第3巻工場・作業現場編（25分）

＼ーノ

バワハラにならない
部下とのコミュ＝ケーション

・全3巻 DVD セット価格￥135,000（税別） 各巻別売価格￥45,000（税別）

・第1巻目頃の部下指導を見直してみよう （25分）

・第2巻管理職に必要なコミュニケーションスキル
「共感力・観努力・衰視力J(25分）

・第3巻部下のモチベーションを上げる
表現力トレーニング（25分）

ハラスメント相践シリーズ ＼』d”

・全6巻￥168,000（税別） 各巻￥28,000（税別）・3事1巻相談担当者の心構えと基本スキル（約22分）・3廃2巻初期対応のポイント （約22分）

．，鹿3巻被害者ヒアリングの基本（約27分）

・篇4巻加害者ヒアリングの基本（約24分）

・第5巻関係者ヒアリングの基本（約21分）

・第6巻難しいケースとタイプへの対応（約24分）

ハラスメント相践窓口の適切な対応 • 鑓判事例から掌ぶパワーハラスメント判例集
～栂S療の受付けから解決まで～ ～鵬場のバワハラをエスカレートさせないために～

・54分 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別） ・字幕版付 ・27分 ・全1巻 DVD ¥40,000 （税別）

セクハラ編とパワハラ編の二部で構成し、それぞれ相談者と これまでに起こされた代表的なパワハラ判例を検証して、
行為者（加害者）のヒアリング．場面をド．ラマで描いています。 争われたポイン卜、有罪になった根拠について解説します。

管理職は日頃の自分自身の言動を振り返り、また、従業員も
パワハラの兆候を見つけたら被害者を相談窓口につないで
あげることが必要です。
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B セクハラを生まない職場コミュニケーション対策
・全2巻￥80.000（税買lj) 各巻￥40,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください ・字幕選択式 ・活用ガイド付

・企画職場のハラスメン卜研究所 ・監修金子雅匡 （職場のハラスメン卜研究所所長）

2007年の男女雇用機会均等法の改正により、事業主の責任が強化

されたセクハラ対策。早6年が経つ中で、依然として職場では多くの

トラブルが起きています。セクハラは、男女の意識差などから起きる

ものが多く、中には相手に良かれと思った言動が加害行為と認めら

れたケースもあります。また深刻な被害を受けた場合、うつ病などの

メンタルヘルス不調に至る例も多く、職場での地道な啓発が欠かせ

ません。そこでこのDVD教材では、裁判等で使用されている5つの

判断基準をベースに、職場で起こりがちな“グレー”な事例を取り

上げ、セクハラにならないコミュニケーションのあり方を考えます。

匡通亘E
．，店t巻コミュニケーションに潜むセクハラの危険

～窓際のギャップと日頃の冨動～ （約25分）

［ミニドラマと解説で構成］

服装を褒める女性上司／年齢差別発言とその意図 上司からの

』 J 休日の電話 軽い気持ちからの誘いのメール／NOが通じない男／

露出の多い服装と職場のルール／お菓子を配るのは誰？／酒の

席の“冗談”はどこまでOK?

ぷ干めわかつたつもり 制んか？ 

慢とアセクハラ対策の新常識
・全2巻￥80,000（税別） 各巻￥40,000（税別）

・社内 LAN使用はP.2をご覧ください ・活用ガイド付

・企画：職場のハラスメント研究所

・監修：金子雅臣（職場のハラスメン卜研究所代表理事、労働ジャーナリスト）

直亘亘E
．，店2巻事例で考える職場のコミュニケーションとセクハラ

～あなたの理解で大丈夫？～ （約25分）

［テsイスカッション用事例で構成］

－女性部下の服装を気にかける部長

・“社内恋愛”がセクハラと言われるとき

ポジションや性別の差から、今も多くのセクハラが起きています。

職場の人間関係や距離感、コミュニケーションのあり方や様々な感覚が変化しており、イマド．キの職場事情に見合ったセクハラ対策が

急務となっています。事業主の措置義務違反とならないためにも、時節にしっかり対応したセクハラ対策を構築するための教材で‘す。

全員対象 ー ｜幅五E
・第 1巻‘轟轟ifJl._セクハラになる時、ならない時 （24分） 1 ・第2巻あなたならどうする？ (25分）

※字幕版あり （DVD-R)

Oセクハラになる時とならない時の違いは何か

O相手によって、セクハラになったりならなかったりするのはなせーか

O人権侵害型セクハラ

（うわさ話、絵文字入りメール、プライバシーと携帯電話、宴席）

Oジェンダー型セクハラ

（男性のお茶出し、女性軽視、女性の服装、性別役割）

事例 1・上司から個人的な好意を寄せられた部下

．ペア業務と業務の範囲

－部下の携帯電話の取り扱い

事例 2：部長によるセクハラ行為を部下から相談された課長

．部下からの相談と管理職の役割

－宴席とセクハラ

B 見てわかる改正均等法のセクハラ対策
・全3巻￥120,000（税別） 各巻￥40,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・第1巻字幕版あり ・監修金子雅臣（労働ジャーナリスト）

2007年4月、改正男女雇用機会均等法が施行。今回の改正では事業主の義務が強化されました。

昨年までは事業主には“雇用管理上必要な配慮”が求められていましたが、これからは具体的な

措置を講じなければなりません。つまり“対策”をとれば良いのではなく、 “結果を出す”ことが

求められているのです。また、事業主が是正指導に従わない場合、企業名公表の対象になります。

匡亘記
園第 1巻気づこう！職場のセクシュ

アル・ハラスメントこれってセクハラ？
なぜそれがセクハラ？ (20分）

※字幕版あり （DVD-R)

・ジェンダー型…女性だけに「ちゃんJ付け、
花束贈呈、女性はおとなしくあるもの

．からかい型…結婚観・容姿・年齢に

関するからかい、向性聞のセクハラ

・宴会型…お酌の強要、プライバシーの

詮索

直垂亙望日
．第2巻管理職がセクハラ加害者

にならないために f自分に限って…」が
危ない！ (20分）

・性別役割期待…コンパニオン扱い、オパ

サン呼ばわり

・性別分業期待・・・受付業務や針仕事は

女性に向いている、男性の育児時間

・マナー違反…プライバシーへの過干渉

・コミュニケーション・ギャップ...r大事」に

する、上司と部下の「恋愛J

直面亙記
・第3巻セクハラ対策と管理職の

役割郁下の相続を受けるとき一（21分）

・セクハラ対策と管理職の役割

・セクハラ被害を受けた部下からの相談

の受け方

・二次被害とはワ

・セクハラを防止するために

一
人
権

【
セ
ク
ハ
ラ． 
マ
タ
ハ
ラ
］
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＠ マタハラのない職場づくりのために
・全2巻セット価格￥90,000（税別）・第1巻￥40,000（税別） 第2巻￥50,000（税別）
・社内LAN使用はP.2をご覧ください ・活用ガイド、パワ一ポイント資料付き ・字幕選択式
・監修金子雅臣 （職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト）

R
wr
桜

Rrマタハラ被害の多くは、法律や規則等を知らないことや、妊産婦の個別性や

体調などに関する無理解が原因で起きています。この教材では、マタハラとなる

事例の型と原因をベースに妊娠・出産・育児・介護等をめぐる法律や妊産婦

の体調などについても解説と事例を交えて、分かり易く解説します。パタハラ

対策にも対応しています。

・第t巻マタハラ妨止の基礎知. ｜・第2巻マタハラ防止と管理職の役割
～問題となる言動とは～ （30分） ｜ ～職場環境づくりとマネジメント～ （38分）

［主な内容］マタハラとは 状態への嫌がらせ型 制度等への ｜ ［主な内容］マタハラとは マタハラが起きる原因／制度を利用

嫌がらせ型／マタハラが起きる原因他 ｜する本人が招くマタハラ マタハラ防止のマネジメン卜 解決

｜手法通知、調整他

計略砂.Ji..... 士E 職場再点検シリーズセクシユアル・ハラスメント鋸

男女共同参画時代のセクシュアル・ハラスメント
・全2巻￥60,000（税別） 各巻別売￥33,000（税別）・社内LAN使用はP.2をご覧ください
・監修解説：金子雅臣 （元東京都中央労政事務所課長補佐）

． 

｜トップ、 管理職、人事担当、相談担当向け1

．第1巻セクシュアル・ハラスメントの対策事例 （22分）
(DVD-R) 

事例 1：福井県武生市＝行政としての取組例（専門家／規則の明文

化／ポジティブ、アクション 行政としての責任／市民への周知の工夫）

事例2：河合塾＝教育機関・企業の取組例（ガイドライン／周知活動

とツール／相談しやすい体制づくり／相談員体制の工夫 再発防止）

漏らそう！セクシャル・ハラスメント
～帳場の風土を変えよう～

・25分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別）

セクハラのあり方が多様化している現在、全ては「身近に存在

するセクハラを理解することJから始まります。企業が行うべき

対処方法を具体的に示し、「セクハラに対して、企業としてどの

ような意識を持ち、どう的確に処置していくべきかjを示しています。

＠ ケースで学ぶ

マタニティ・ハラスメント
・30分 ・全1巻 DVD ¥54,000 （税別） ・活用の手引き付

妊娠・出産・育児を理由にしたハラスメントが社会的な問題に

なっています。この DVDは、 2017年 1月1日に施行の改正男女

雇用機会均等法および改正育児・介護休業法にもとついた解説・

ケースドラマを通してハラスメン卜を防止するための正しい考え方

を学ぶものです。

出産・育児への理解がない
～嶋喝のマタニティ・ハラスメントを防ぐ～

・26分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別）

全ての女性が、安心して妊娠、出産、子育てしながら働き続け

られる社会を実現していくために、まずは1人ひとりがマタハラを

正しく認識し、改善しようとする意識を持つことが大切であると強く

訴えかけます。
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｜一般職員、管理職、相談担当向け｜

・第2巻ケースで考えるセクシュアル・ハラスメント（20分）

Oセクシュアル・ハラスメン卜を生む3つの原因

0男女の立場が逆転したら？

ーセクシュアル・ハラスメントは職場での力関係から生まれる

O上下の力の差が生むセクシュアル・ハラスメントのいろいろ

Oどんな事例がどんな基準で裁かれたのか？

セクシュアル・ハラスメント
対策シリーズ

・全3巻￥135,000（税別） 各巻￥45,000（税別）

直亙亙日・第1巻セクハラ防止テスト（約3附

直亙面目・第2巻セクハラ防止ドラマ
加害者のその後（約25分）

匡蚕面白 田陣3巻セクハラが起こらない職場作り
（約22分） 、」 ／

マタニティーハラスメント

・全2巻 DVD セット価格￥100,000（税別）
第1巻￥40,000（税別） 第2巻￥60,000（税別）

マタハラの防止には全従業員がマタハラに対する正しい知識と

様々な働き方に対する理解を深めることと管理職が古い価値観を

押しつけるのではなく制度と法律を正しく理解して部下とのコミュ

ニケーションをとることが重要です。

・第1巻全社員編その言葉、態度がマタハラです
（釣20分）・3廃2巻管理職編マタハラを起こさない組織づくり
（約26分）

マタヱティハラスメントから考える
職場の人権

・30分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）・字幕版収録 ・概要説明書付き

．妊娠をした契約社員Aさんのケース

・マタニティハラスメントを取り巻く現状

－なくそうマタハラ～あなたもこんな言動には要注意～

・なくそうマタハラ～予防と解決のための提案～



｜障がい者・高齢者・子ども他

、Iii.. 宣・

Jj，骨脅
＠ 見過ご山肌か

性的少数者（LGBT）へのセクシュアルハラスメント
・25分 ・全1巻DVD ¥50,000 （税別）・字幕版付

性について考えるとき、男性だと思う人、女性だと思う人、中性だと思う人、性別は決めたくないという人など様々なあり方があります。性的

マイノリティといっても、決してひとくくりにできず、問題やニースも多様です。そして、性的マイノリティの問題は、誰もがどこかで関わりがある、

家族の話、友人の話、同僚の話なのです。本DVDでは、職場における性的少数者に対するセクシュアルハラスメン卜について考えます。

、．，，，

＠ 障害者は困っています！

・各巻 ￥65,000（税別）

2016年4月から施行された「障害者差別解消法jに伴い、自治体

や公的機関では障害者に対して「合理的配慮」が義務付けられ、

企業や商店などでは鰐力義務が諜せられるようになりました。

この DVDは、様々な障害別に障害者の実態と日常での困り事を

具体的に示しながら、主に自治体や企業、商店など、障害者と

接する機会が多い人たちがどう対応すればいいのか、合理的

配慮の観点から摘きます。

・第 1巻合理的毘慮へのポイント①
（肢体不自由、視覚障害、聴覚障害） (20分）

・第2巻合理的配慮へのポイント②
｛発達障害、知的障害、精神障害） (20分）

ζ~ 障害のある子障害のない子準新作］
又ごY～ちがいをIIめて助け合おう～

・18分 ・全1巻DVD ¥65,000 （税別）

｜小学校高学年向け ｜

今まで、日本では障害者が社会の一員として生きていくための

主体的な権利については、「合理的配慮Jの欠如から生まれる壁や

差別によって妨げられていました。この作品は、「合理的配慮jとは

何か、小学校高学年向けにやさしく解説し、一人一人の障害の

特性や症状に合わせた「合理的配慮Jの仕方を具体的に示します。

ζ~ 合理的配慮の実践法
準新作i
に？二Y～陣曹のある者．ない者が共に掌ぷ～

・20分 ・全1巻DVD ¥65,000 （税別）

この作品は、合理的配慮について人権・差別の観点からわかり

やすく解説し、様々な特性・症状を持った障害児たちが生き生きと

学校生活を送るために、どのような配慮が必要か、具体例で示します。

⑪ その人権問題わたしならどうする？

・全3巻DVD ¥150,000（税jjlj) 各巻￥50,000（税別）

さまざまな人権問題を遇して、もしも登場人物の立場になったら自分

はどう行動するかを考える、視聴者参加型の人権学習映像集です0

．会祉編 （33分） ・地域編 （29分） ・家庭編 （23分）

伝而〕 策聞心ではいけない！

丈こシ障害者の人権
・24分 ・金1巻DVD ¥65,000 （税別）

人は誰でも、老化によって足腰が弱ってきたり、視力や聴覚が

衰えてきます。いつかは障害者と同じような不自由を感じる可能性

があります。障害者に対して無関心で‘はいられない時代になって

きているのです。この作品は、視覚障害者、聴覚障害者、車椅子

の方の日常を遇して、障害を理由とした直接差別、障害を理由に

しない間接差別、合理的配慮を怠った場合の差別について考えて

いくものです。

＠ なくそう！職場に潜む心の病
～人権・重の＆本に傾聴がある～

・24分 ・DVD ¥65,000 （税別）

職場での人間関係に悩む人は少なくありません。その背景として

考えられるのが、従業員一人ひとりの仕事量の噌加、スピード

化、そして成果主義がストレス源となっていることです。この作品

では、傾聴j去を取り入れて働きやすい職場に変えていった3つの

事例を紹介し、「いかに聞けるか（傾聴できるか）Jが重要である

ことを訴えます。

わたしからはじめる人権

・全3巻DVD ¥150,000 （税別） 各巻￥50,000（税別）

日常生活の中で見かける差別を、ドラマパートで取り上げ、続く

設問で、視聴者自身の差別意識について問いかけます。

・子どもの人権編 （20分）

・女性の人権編 （20分）

・障がいのある人の人権編 （20分）

’S書・線通に活かす

ユニバーサルサービス
・全3巻￥120,000（税jjlj) 各巻￥40,000（税別）

・第 1巻ユニバーサルサービスの基礎知滋
一高齢者・妊婦の方への篠遇ー（約28分）

・第2巻ケーススタディー I
一視覚・臆覚障がいのある方への線通ー（約30分）

・第3巻ケーススタディー E
肢体不自由者、知的・精神障がいのある方への接遇 （約28分）

＠ その質問、大丈夫？
～公正な篠凋遭考を考える～

・24分 ・全1巻DVD ¥65,000（税別）

就職商接において、応募者本人の能力や適性に関係しない事柄

を質問することは就職差別へとつながります。本作品では、ある

企業が行った就職面接で‘の事例を描き、あってはならない質問

と、それがどのような法律に抵触しているのかを具体的に示し、

公正な採用選考を考えます。

＠ 違法な質問を見掠〈
～面娠でII様差別を判断する～

・24分 ・全1巻DVD ¥65,000 （税別）

人生の大きな節目である就職で、不当な差別を受ける人が多く

います。就職差別を受けないためにも、「選考を受ける学生Jの
側も、就職面接における違法な質問を見極める力を養うことが

重要です。ある男子学生、女子学生の就職面接での事例から、

違法な質問と、そうした質問を受けたときの対処j去を示します。
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e.クイズで考える健診結果の見方、活かし方
・全4巻 DVD ¥160,000 （裂買IJ) 各巻￥40,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・監修ー岡山 明 （合同会社生活習慣病予防研究センヲ一代表医学博士）

毎年受けている健康診断。しかしせっかく受診しても、その結果を自分の健康

づくりに活かせていない人が多いことが知られています。このDVDシリーズは、

それぞれの巻のテーマのクイズで考えながも、身につける教材です。何を検査

しているのか、検査値と健康上のリスクの関係、そしてその場合の予防や対 恥

策はどうなのかについて、分かりゃすく解説します。

・第 1巻メタボリツクシンドローム （27分）

メタボリツクシンドロームについて再確認し、検査値で“黄色

信号”や“赤信号”が灯ったときの危険を学べる教材。“かくれ

メタボ”やダイエットの方法等にも言及します。

・第2巻 血圧 （28分）

血圧測定など、基本中の基本から解説。血圧が上がるメカニズ

ム、血圧管理の対策のほかに、生活習慣の見直し方から俗説・

誤解の解明など、日頃の疑問が分かりゃすく学べます。

・第3巻血積値 （28分）

血糖値の仕組みをひも解きながら、検査では何を測定している

のか、食事・運動ではどのような点に気をつけたら良いかなどを

解説します。また糖尿病の合併症のリスクにも言及。

・第4巻 脂 質 （ LDLコレステロール） (28分）

脂質の体内での仕組みに言及しながら、脂質異常症とその危

険について解説します。リスクの男女差摂るべき食品・避けるべ

き食品などの誤解についても分かりやすく解説します。

~》防ごう！メタボリツク・シンドローム
＼ー＿.，， 一向臆脂肪をやっつ，1ろ！一

・21分 ・￥38,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・監修埋忠洋一 （株）TIS主任産業医 （元UFJ銀行健康管理センヲ一所長）

生活習慣病対策が難しいのは、これまでに馴染んだ生活習慣を変えなくてはならないこと

と、自覚症状の無いままに病状が進むためと言われている。

このビデオでは「メタボリック（＝代謝）」に焦点を絞り、肥満と代謝の関係について詳しく

説明している。また脂肪細胞からでるホルモンの働きなどをCG解説し、少しの時間でもできる

運動や負担の少ない食習慣の提案もされている待望の教材。

［主な内容1 0メタボ氏の悲惨なる人生 Oメタボリツク・シンドロームって何？ O代謝って何？

Oメタボ氏の華麗なる変身…食事 Oメタボ氏の華麗なる変身…運動

B メタボリツク・シンド日を予防するーボテeイデザイン体操
・約16分 ・￥18,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・監修半谷謙寿（東京YMCAt士会体育保育専門学校専任教員）

家庭で、職場で、ちょっとした時間に出来る筋肉

トレーニンクと、からだに負担をかけにくいウォー

キンクの方法を紹介。「防ごう 1メタポリック・

シンドローム」の運動パートのロングバージョン。

l筋肉トレーニング
［立位JO垂直軸の意識 O腸腰筋体操 O股割り体操

0壁押し体操 Oスイング体操 Oひざ抜き検査

［座位JO腸腰筋アッフ．体操 O膝角度ストレッチ O下半身強化体操I• II 
［伏位JO中心軸体操 Oスイング体操 Oウォーキンク．Oフラット歩行

E・昭b亙ーでE

見置そう！あなたの生活習慣
・全2巻￥70,000（税別） 各巻￥38,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

．第1巻 あなたの一日を再点検一食事・アルコール・たばこ・
歯周病 (20分）

若い女性、中年期の男性、高齢期の男性。3人それぞれの1日の

生活習慣を、食事を中心に再点検します。

①食事 1日に必要な栄養の目安 カロリーのコントロールは

こうやって／メニューのひと工夫でこんなに改善 ダイエット

と健康

②アルコールとの上手なつきあい方

③たばこの害

④歯周病の予防法

・第2巻あなたの一週間を再点検一運動・休養一（20分）

一週間単位で休養と運動習慣を見直し、自分らしさを回復する

方法をおおくりします。

①運動・体力と健康

エアロビクス／アネロビクス ストレッチンク．

②ストレスと健康

気持ちを切りかえる（気分転換法） ／心と体をゆるめる（リラク
ゼーーション） 、他

③睡眠と健康

睡眠の時間と質／睡眠は心と身体の疲労回復に最大の効果

がある、他

＼ーノ

、」 ／
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B 働く人の睡眠と健康
・全2巻￥80,000（税別） 各巻￥40,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・テキスト付 （A4版 24頁 カラー） 別売5冊から （1冊税別￥800)

・監修回ケ谷浩邦 （北里大学教授、医学博士） 田中克俊 （北里大学大学院教授、医学博士）

これまでの産業保健では注目度の高くなかった「睡眠j。しかし生活習慣病対策には、

「食事」、「運動」の指導に加えて、「睡眠」指導が不可欠です。睡眠時聞が短か

過ぎると食欲克進から肥満になりやすく、高血圧や糖尿病、抑うつ状態の数値も

悪化することが分かっています。他に、見過ごせない睡眠障害、睡眠と労働生産性の

関係などにも言及した、画期的な睡眠教育教材です。

＼ 
・第 1巻あなたの睡眠、足りてますか？
～睡眠不足と睡眠障害～（約25分）

0睡眠不足症候群（多忙タイプ、夜更かしタイプ）

O暖眠のメカニズム

0睡眠不足と生活習慣病、メンタルヘルス不調との関係

O労働生産性と睡眠

0睡眠時無呼吸症候群
0レストレスレック‘ス症候群（むずむず脚症候群）

・第2巻快眠習慣のための 10の方法
～ぐっすり眠りたい、よりよく限りたい～（約25分）

0不眠症 O必要な睡眠時間 O起床時間のコントロール

O運動、入浴と深部体温 O就寝前に避けるべきこと

0カフェイン、ニコチン、アルコールの影響

O自分なりのリラックス法 O眠れる環境っくり

0睡眠薬についての正しい知識 0 眠れないときの対処法

O交代勤務者への対応

~軍司 f健康づくりのための睡眠指針～睡眠12箇条～ J （厚生労働省）

第1条 良い睡眠で、からだもこころも健康に。

第2条 適度な運動、しっかり朝食、
ねむりとめざめのメリハリを。

第3条
良い睡眠は、
生活習慣病予防につながります。

第4条
睡眠による休聾は、
こころの健康に重要です。

第5条
年齢や季節に応じて、
ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。

第6条 良い睡眠のためには、
環境づくりも重要です。

計画，］：唱でE

死の四重奏－肥満
・25分 ・￥38,000（税別） ・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・監修熊木敏郎 （医学博士、労働衛生コンサルヲント）

労災認定が相次ぐ“過労死”（突然死）の防止対策を！

代表的な生活習慣病である肥満・高血圧・糖尿病・高脂血症、

この4つは密接な関係にあり、一つでも発症すれば他の3つも

危険信号といえます。健診で一つでも指摘されたら、生活習慣の

改善が大切になります。症状を進行させないために、過労死を

招かないために、組織をあげて改善に取り組んで下さい。

歯周病菌が身体を蝕む
対策は歯みがきと生活習慣

・15分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別）

歯周病は日本人の半数、 30歳以上の80%がかかっていると

いわれています。最近の研究では、歯周病は口の中の問題だけで

なく、全身の病気（動脈硬化、心筋梗塞など）にも深く関わって

いることか、わかってきました。本作品では、全身を静かに蝕む

歯周病とはどのようなものか、歯周病の予防と対策を分かり

やすく描き、毎日の歯磨きと生活習慣の改善が全身の健康にも

つながることを強く訴えます。

第7条
若年世代は夜更かし避けて、
体内時計のリズムを保つ。

第8条
勤労世代の疲労回復・能率アップに、
毎日十分な睡眠を。

第9条
熟年世代は朝晩メリハリ、
ひるまに適度な運動で良い睡眠。

第10条 眠くなってから寝床に入り、
起きる時聞は遅らせない。

第11条 いつもと違う睡眠には、要注意。

第12条 眠れない、その苦しみをかかえずに、
専門家に相践を。

突然、高熱が…感染拡大
その症状と予防績

・25分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別）

2013年は、様々な感染症の脅威が日本や世界を覆いました。

現在、様々な感染症の予防や治療が可能となり患者数も減る

一方、インフルエンザや風しんの脅威は未だ続き、また新しい

病原体が出現するなど、人と感染症との戦いは続いています。

本作品では、様々な感染症のウイルスそれぞれの感染経路、

発症した場合の症状を説明し、処置の方法として、「ワクチン」

「予防接種」について説明します。

歯周病菌は赤ちゃんにもうつる
女性と歯周病対策

• 14分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別） ・中学生以上・一般（女性）向け

今、日本では成人のおよそ80%が歯周病だと言われています。

特に女性は、ホルモンバランスの変化などにより、男性より歯周病

になりやすい傾向にあります。本DVDでは、女性ホルモンと歯周病

の関係を描きながら、セルフケアとプロフェッショナルケアで、

早期に歯周病予防・改善に取り組む大切さを訴えます。

一
健
康

14 



一
健
康

15 

B 熱中症はこわくない！～予防蜘O鳩～
・全員向け30分管理職向け35分 ・全1巻DVD ¥45,000 （税別）
・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・監修薄田晋一（提言語議官三全衛生総合研究所前国際情報・研究開セン9-:ll>: ) 

猛暑日の多い最近の夏の労働現場で、労働災害のリスク要因として定着した

熱中症。高温多湿の現場では知識の不足や体調管理の不備は、熱中症の危険

を増幅させることが分かっています。しかし熱中症は正しく対策すれば防げるの

です。アニメで分かりゃすく展開し必要な情報をコンパクトにまとめています。

・ EPIS0DE1 熱中症つてなにつ

・ EPIS0DE2 熱中症になりやすいのは、どんな人？

• EPIS0DE3 熱中症になりやすい時期、場所

・ EPIS0DE4 熱中症を予防しよう

生活習慣病と食事指導
・全10巻DVD ¥280,000 （税別） 各巻￥28,000（税別）
・医学総監修門脇孝 ・栄養学総監修中村丁次

I …時処置を吋ーしよう
・ EP1SODE6 熱中症から部下を守ろう！ （「管理職向けJのみ）
・まとめ熱中症予防対策 10か条

各巻とも前半を医学解説、後半を栄養学解説の2部構成で、各分野の第一人者の専門医と栄養指導に長年携わっている

ベテランの管理栄養士の組み合わせて、、より分かりゃすくより具体的に解説しております。

・第 1巻高血圧症と食事指導 （45分） ｜・篇6巻潰渇性大腸炎と食事指導 （38分）

・第2巻脂質異常症（高脂血症）と食事指導 （60分） ｜・第7巻貧血と食事指導 （49分）

・第3巻糠尿病と食事指導 （59分） ｜・第8巻骨粗怒症と食事指導 （59分）

・第4巻腎臆病と食事指導 （38分） ｜・第9巻痛風と食事指導 （56分）

・第5巻肝臆病と食事指導 （49分） ｜・ 第 10巻メタボリツクシンドロームと食事指導 （41分）

2・陽道岨ーE

プラス野菜でヘルシーライフ一外食の土手な摂り方一

・20分 ・￥38,00（〕（税別） ・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・監修足立香代子（せんぽ東京高輸病院栄養管理室長）

野菜の摂取と生活習慣病などとの関わりについても解説を加えながら、外食メニューの選び方や、

料理を作る習慣の無い人でも簡単に出来る料理方法など、誰でもでーきる野菜摂取のアイテーィアを紹介します。

［主な内容1 0野菜のパワーを見直そう O生活習慣病と野菜の関係 O外食メニューのえらひo方

Oこうすればできるひと工夫 O家庭で、職場で「プラス野菜jを！

E・陪oil，’「E

VDT＆パソコン作集の疲労回復法

・全2巻￥70,000（税盟IJ) 各巻￥40,000（税別）
・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・監修埋忠洋一（日本産業衛生学会産業医部会副会長） 墨岡孝（成城墨岡
クリニγク院長） 坪田一男 （東京歯科大学限科教授）

領富惨 肱ひと1)なり、眼・肩や首・腕・腰の疲れを訴える人が

急増しています。それとともに、テクノストレスと

いわれる、こころの健康状態に注意信号が

ともっている人の悩みも深刻です。

・第 1巻ひとり t台時代の健康管理 （20分）

①自分の健康状態を把握しよう ②疲れにくい作業姿勢とは

③椅子の調整と机上の整理でカンタン楽々姿勢 ④ディスプレイ

の調整～明るさとコントラスト ⑤マウス、キーボードについて

⑤作業環境を快適にする器具のいろいろ ⑦ドライアイ対策

③ツボ刺激、ストレッチ体操他

・第2巻テクノストレスと心の疲労回復 （20分）

自分では気づかない身体からの警告

①目の疲労チ工ツク ②顕・肩・腕の疲労チェック

心の疲労はここに出る

①作業別の疲労パターン ②心の疲労チェック

これでアナタも肥満解消！
一肥満は生活習慣績のもと一

・全2巻￥66,000（税g1J) 各巻￥38,000（税別）
・社内LAN使用はP.2をご覧ください

． 第 1巻肥満のことについてよく知ろう （15分）

・ 第2巻おすすめ、減量アプローチ法 （18分）

快適磁場・健康づくり腰痛・肩こり・頭痛

・18分 ・￥38,000（税別） ・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・監修埋忠洋一（日本産業衛生学会産業医部会副会長）

1日の3分の1を過ごす職場は、私達の健康に大きな影響を与えて

います。一人で出来る予防法から、職場環境改善法まで、専門家が

具体的なアドバイスをします。

これだけは知っておきたい

新型インフルヱンザの予防と対策
・約25分 ・1セ‘ノ卜（同一内容のDVDビデオ10枚組・分売不可）¥35,000 （税別）

、ノ
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B ビデオシリーズ放射能と健康
一
健
康・全2巻￥50,000（税別） 各巻￥25,000（税別）

・監修ー伴英幸（認定特定非営利活動法人原子力資料情報室共同代表）ほか

2011年3月に起こった福島第一原発事故以降、多くの人が、目に見えない放射能への恐怖や不安を抱いています。

当シリーズでは放射能・放射線に関する知識と身体への影響に関して、私たちがどう対応すればいいのかまで実写と

アニメーションでわかりやすく紹介します。子どもも大人も、日々の暮らしに役立てることができます。

・第 1巻政射能・般射線とは何か？ (24分） ｜． 第2巻放射能の身体に与える影響 （約19分）

「放射能jという言葉がよく使われていますが、きちんとした意味を ｜ 放射線は自に見えないにも関わらず、体への悪影響があること

問われると案外説明に困ります。この巻では、放射能とは何か ｜によって、恐怖感が募ります。この第2巻では、放射線の具体的

という素朴な疑問を原子の仕組みからはじまって、放射能・ ｜ な体への影響を知るとともに、外部被ぱくと内部被ぱくの違いや

放射線・放射性物質それぞれの違い、放射線の種類までわかり ｜ 子どもと大人への影響の違いなどを紹介していきます。

やすく紹介します。

がんを予防する目常生活

・15分 ・￥35,000（税別）

メタボ予防と身体活動量
_,; 

・20分 ・DVD 剃 3,000（税別）

高血庄を予防する日常生活

・15分 ・￥35,000（税別）

高血圧に伴う致死的な病気を取り上げて解説し、衣食住そして

仕事など、日常生活の全ての角度から高血圧を予防するコツを

お教えします。

高血圧を予防する日常生活E
・15分 ・￥35,000（税別）

正確に測定された血圧値は高血圧の診断・予防に不可欠です。

震も正確な水銀血圧計から、最新の電子血圧計まで正しい

血圧の計り方をどなたにもできるよう易しく解説します。

突然死を防ぐにはI
｛心属病と突然死｝

・20分 ・￥43,000（税別）

突然死を防ぐにはE
｛くも眼下幽血・高血圧性脳内出血・脳梗事）

・20分 ・￥43,000（税別）

脂質異常を予防する日常生活

・20分 ・￥43,000（税別）

心とからだのコミュニケーション体操

・全3巻￥50,000（税別） 各巻￥30,000（税別）
・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

・第 1巻会蟻・研修会編 （15分）

．篇2巻立ち作業績 （15分）

・第3巻座り作業績 （17分）
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このビデオは、解説編と実践編で構成されています。解説編では、

下半身の筋力強化と柔軟性やバランスカを高め、足関節の円滑

な働きを促す、 5つの体操を紹介します。先生が身体の動かし方

のポイントや注意点を生徒に教え、その効果について詳しく解説

します。実践編では、これらの体操を映像と音楽に乗せてお届け

します。職場のみんなで画面に合わせて連続して身体を動かす

ことができる内容になっています。

・解説編（20分）

①背伸びとしゃがみこみ体操

③つま先上げとかかと上げ体操

⑤膝上け、と後ろ蹴り体操

②四股ストレッチ体操

④四方足踏み出し体操

．実践編 （4分）

①背伸びとしゃがみこみ体操

③つま先上げとかかと上げ体操

⑤膝上げと後ろ蹴り体操

②四股ストレッチ体操

④四方足踏み出し体操

職場の腰痛対策ストレッチング

・23分 ・全1巻DVD ¥35,000 （税別）

職場での腰痛発生は、休み明けの週初め、始業直後・午前中に

多いという報告があります。本作品は腰痛を起こしやすい職場

（重量物取扱い作業／立ち作業・座り作業／介護・看護作業／

車両運転作業等）で働く人のために、腰痛の基礎知識と、その

予防と対策を紹介するDVD教材です。

腰痛その予防と対処法
～続・腹痛予防対策指針対応脹～

・DVD1巻￥50,000（税別） ・約20分
・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

業種、職種、作業内容を間わず頻繁に起こる腰痛。今や業務上

疾病の6割を占める労働災害となり、平成25年には厚生労働省の

「職場における腰痛予防対策指針jも改訂されました。本作品は、

この新指針を踏まえ、重量物取扱い作業、立ち作業、座り作業、

介護・看護作業、車両運転等の作業における、腰痛防止のポイ

ン卜となる「作業方法J、「作業姿勢・動作jなどをわかりやすく

実写映像で紹介するとともに、腰痛予防対策として重要となる

「作業環境の改善Jや「リスクアセスメントjなども解説します。

さらに、実際に腰痛が起きたときの 『実践的な対処法j、予防の

ための腰痛予防体操、ストレッチング、生活習慣なども紹介します。

16 



一
健
康

B 健康クリアファイル
・監修埋忠洋一 （練）TIS主任産業医 （元UFJ銀行健康管理セン空一所長）

健康づくりに役立つ情報が満践のクリアファイル。生活習慣病の啓発グッズとしてだけでなく、
ポップなデザインでオフィスでも大活躍！ 3点セットでご活用いただくと一層効果的です。

匡亙 直亙
0サイズ： 220×31O『nm(A4対応） 一 枚数 単価（税込） 名入れ価格 送料

0材質： PP（ポリプロピレン） 1～100 120 

匡亘
101～1,000 115 

実 費
1,001～3,000 110 実費

0中に入れた書類がわかる 3,001～5,000 105 

0コンパクトで臨みやすい O実用的で安価 5,001～10,000 100 無料
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肥満予防のための食生活のポイン卜を解説。
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一／戸ーで士、ァエメで再現！

告さ~不禅事の未然防止・再発防止シリーズ
・全2巻 DVD セ‘ノ卜価格￥80,000（税g1J) 各巻別売価格￥40,000（税別）

・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・監修士下 由美子 ｛旬報法律事務所弁護士） 蟹江鬼太郎（旬報法律事務所弁護士）

繰り返される不祥事事件、どうして不祥事は減らないのかつ事例ごとにアニメー

ションで再現し、監修者から刑事、民事、服務上の責任等、不祥事による大き

な代償について解説します。また、その犯罪の特徴や傾向について解説し、管

理者の役割として、不祥事の兆候への気づき、部下一人ひとりとのコミュニ

ケーションの機会を積極的につくり、いつでも相談できる風通しの良い職場風

土作りに努めることについて解説していきます。

・第 1巻盗援・ストーカー・飲酒運転・危険ドラッグ編 （29分）

盗嫌...・H ・H ・...............県職員が駅のエスカレーターで女子高校生のスカートを盗撮、逮捕される。

ス卜ーカ－....・H ・....・o ・－交際していた女性から突然連絡を絶たれた営業職の男。彼女の裸の写真をばら撒き逮捕される。

飲酒運転……H ・H ・－．市役所総務課課長、深酒した翌朝車で出勤し事故を起こしてしまう。酒気検査でアルコールが検知される。

危険ドラッグ....・H ・－目売上げ目標が届かず課長に叱責だれ、車を運転中に危険ドラック．を吸って人身事故を起こす。

・第2巻積領・情報漏洩・マタハラ編 （31分）

横領 ．．．．…．．．経理を一人で任されていた女性、会社の資金から毎月数十万円を自分の口座に送金。横領をくり返していた。

情報漏洩（故意） ••• IT会社に勤めるシステムエンジニア。多額の損金を出した上に派遣切りにあい、

仕返しに顧客情報を複数の名簿業者に売る。

情報漏洩（過失）…中学校教師がデータをUSBメモリにタウンロードし帰宅するが、そのいSBを駅で紛失。

マタハラ……．．．．産休について上司に報告するが退職を迫られ、同僚からも嫌がらせを受ける。心身ともに疲労、流産してしまう。

公
務
研
修

ll•陽...ii.Jr←宝

破滅への道程 一脚入札閥、問閥、公金閥、虚偽有印公文書作成・同行使事件の鵬一

・35分 ・￥38,000（税別） ・活用マニュアル付書

・企画（財）公務人材開発協会 ・協力人事院研修指導課

この教材は、近年の地方公共団体等による汚職事件の判例を参考に、どこの職場でも

有りうる綴々なシチュエーションにフィクションを加えたドラマ形式で構成されています。また、

視聴後に各シチュ工ーションごとに問題提起しながら検討できるように活用マニュアルも

添付しています。個人、或いは集合研修での活用はもちろんのこと、サブテキストとしても

活用できる倫理教材です。

2・ 陽...IiーでE

さわやかな公務員の揖遇一住民の視点に立って一
・全2巻セ‘ノ卜￥54,000（税別） 第1巻￥36,000（税別） 第2巻￥18,000（税別） ・活用マニュアル付き

・企画（財）公務人材開発協会 ・協力人事院研修指導課

より良い行政を行うことは、公務員の最大の使命です。そのためには住民からの信頼を得、

良好なコミュニケーションをはかることが不可欠です。「公益性J「中立・公平性J「権力性J
「独占性Jといった公務の特性によって、ともすれば住民に好ましくない印象を与えてしまう

ことがあります。このことに充分留意し、住民の視点に立った接遇とはど‘うあるべ．きかを解説

する教材です。

・第 1巻さわやかな応対 （30分・）

①窓口応対のポイント ：処理の順番、状況の説明をていねいに

②来客応対のポイント：お迎えの心構え、名刺交換、別室への

ご案内のポイント、席をすすめるポイント

③電話をかけるポイント・こちらから名乗る、要点を整理しておく、

伝言をお願いする場合

④電話を受けるポイント ：取り次ぐ場合

．第2巻クレーム対応 （18分）

クレームに適切に対応できなければ住民の信頼を得ることは

できません。クレームを受けた場合の対応の仕方について見て

いきます。

①説明不足によりトラブルに発展してしまうケース

②不誠実な対応によりトラブルに発展してしまうケース

E・略l,'.JliーでE

公務員の不祥事防止シリーズ
・全3巻￥110,000（税別） 各巻￥40,000（税別）

・監修川上詩朗（弁護士） 木村武登 （医学博士）

・第 1巻「酒」で人生樺にふるべ
からず！一事敏の引き金・家jl捌寝ー（17分）

医学的に見た飲酒による不祥事発生の

メカニズム／わいせつ行為／交通事故

暴力行為／民法より厳しい公務員法

大きい代償他

・第2巻「犯罪」で人生棒にふるべ
からず！ 痴漢・万引き・ストーカー一（17分）

痴漢／少女売春／ストーカ一行為／覚醒剤・

ドラッグ／窃盗・万引／社会人としての

自覚を／犯罪行為の病的心理／他

・第3巻「借金」で人生棒にふるベ
ヵ、らず．！ーギャンプル・カード・多重債務ー（17分）

汚職の多くは借金が引き金／ギャンブル／

各種ローンとクレジット／サイドビジネス

の落とし穴／金融業者の手口／自己破産

のっけ他
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19 

信模される公務員モラル・倫理編
・約44分 ・￥50,000（税別） ・活用の手引き付

公務員はいうまでもなく公僕であり、モラル・倫理を守ることは一人ひとりに課せられた義務といっても過言ではありません。

自分たちの職場では反モラル・倫理行為を起こしていない、やっていないと思っていても本当にそうなので－しようかつ

本DVDでは、職員一人ひとりのモラル・倫理への意識や関心を高め、今後の課題や実践すべきことを

じっくり考えていただくことを目的としています。品位・品格ある役所、そして住民から信頼される公務員を目指して

さらに研錯していく一助に、ぜひご活用ください。

組織と個人を守る！

階層別コンブライアンスシリーズ
・23分 ・全1巻￥40,000（税別）

・第5巻公務員編 ［収録事例］

著作権法違反、仕事中のPCゲーム、広報ポスターオークション出品、兼業、

セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント、入札情報の漏洩

自治体躯職場でのリスクマネジメントーあなたのリスク感応度は大丈夫？ー
・約50分 ・￥33,334（税別）

、＿，，

住民の個人情報保護、情報公開誇求への対応、国民保護計画の策定・運用・・・

自治体では今、多様なリスクへの対応が求められています。リスクを看過している職場はありませんか？

リスクを見逃すこと、過小評価することが、後々、大きな事件・事故となる可能性があるのです。

・問題提起編（約20分）

ニュータウン開発計画寧務所に勤務する東さんは、大学時代の

サークル仲間と居酒屋で楽しくお酒を飲んでいます。そこで偶然、

取引業者の社長と出会う・・・次の目、東さんは二日酔い。隣の

係では若手職員広瀬さんが、先箪職員の指導を受けながら一生

懸命仕事をしています。その隣の庶務係では佐伯さんが効率的に

仕事をこなしているように見えます・・・。が、何か危なつかしい、

いまにも事件・事故につながりそうです。さあ、あなたも「リスクの

芽jを発見してみてください。

圃解説編（約30分）

「問題提起編Jの映像を振り返り、どのシーンに「リスクの芽jが
あったのか、またこれらの問題を放置するとどのような事態に

発展する恐れがあるのかを解説します。

魅力ある職員・喜ばれる職員
・全8巻￥264,000（税別） 各巻￥33,000（税別）

行政サービスのさらなる向上をめざして、地域に密着した仕事のあり方を聞い直します。
、＿.，

．窓口対応篇全2巻
① 窓口対応にみる住民の不満・不信仰20分）

②〈ケーススタディ〉心配りのある対応のポイント （約20分）

・仕事改善篇全2巻
③ 問題意識の育て方・活かし方（約25分）

④ 住民に喜ばれるサービス発想のポイント （約25分）

・倫理・行動車基準篇全2巻
⑤ 私たちの使命と役割 （約25分）

⑥〈ケーススタディ〉これが汚職・不正・非行の芽 （約25分）

・クレーム対応篇全2巻
⑦ 間違いだらけのクレーム対応（約25分）

③ どうすれば事前予防ができるか （約25分）

職場におけるメンタルヘルス
・全2巻￥58,000（税耳IJ) 各巻￥32,000（税別）

・企画 （財）日本人事行政研究所 ・監修折橋洋一郎（医学博士・人事院メンヲルヘルス指導委員会委員）

｜管理監督者編 ｜

・第1巻職場守腹神！ストレスから部下を守れ （22分）

｜画函
・第2巻先手必勝！ストップ・ザ・ストレス （22分）
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危ない！職場でのリスク事例集

・問題提起編 （約20分）
若手社員の東さんは上司や先輩社員とともにうまく仕事をこなして

いるようですが・・・よく見てみると、情報漏洩、インサイダー

取引、セクハラ、火災、労災・ ・・いろいろなリスクが潜んでいる

ようです。さあ、あなたはいくつの「リスクの芽Jを発見できますか0

・解説編 （約15分）
「問題提起編jの映像を振り返り、どのシーンに「リスクの芽jが

あったのか、またこれらの問題を放置するとどのような事態に

発展する恐れがあるのかを解説します。

・35分 ・￥33,334（税別）

危機管理対応術

・全2巻DVD ¥100,000 （税別）
・第1巻￥45,000（税別）／第2巻￥55,000（税別）

・第 1巻ネット炎上対応編 （約25分）
0 決断をする会議の重要性 O謝罪文に記載すべきポイント

OWE Bリスク発生前にできること

・第2巻マスコミ対応編 （約31分＋映像特典約8分）
0事件発生 O自社の対応とリスク Oメディアトレーニンク

O会場の設営、進行のポイント Oポジションペーパーの作成

。消費者を敵にまわす NGワード

取締役・広纏耐のための

大事故から会祉を守る！

職場のヒューマンエラ由対策
・70分 ・全1枚￥99,000（税別）

すぐにできる惜報セキュリティ対策

ヒューマンエラーとは？ （約20分）
ヒューマンエラーはこう防ぐ事務現場編（約20分）
ヒューマンエラーはこう防ぐ一生産現場編（約20分）

・第 1巻
・第2巻
・第3巻

＠ 肉部監査のポイント
IS09001/IS014001規格理解から実鵠まで

・全4巻 DVD セット価格￥180,000（税盟IJ)

・Disc1～2各巻￥30,000（税別）/ Disc3～4各巻￥60,000（税別）

代表的なマネジメントシステムの国際規格であるIS09001と

IS014001。2015年9月にこの2つの規格が改定されました。共通

要素を取り入れることで、複数規格の統合運用がやりやすくなる

だけでなく、本来の業務の中にISOマネジメントシステムを取り

入れて活動できるようになっていることで、より実務に直結した

規格に生まれ変わったといえます。本DVDは、 2015年版の ISO

規絡の特徴をつかむと同時に、内部監査員の育成にお役立て

いただける内容となっています。

企業・団体の保有する機密情報は個人情報だけではありません。

情報漏洩といえば、サイバー攻撃による大規模な流出がニュース

を賑わせています。しかし、情報漏洩の原因のほとんどは、悪意

のない一般従業員のうっかりミスで・す。本DVDは、誰もが当事者

になりうるという情報漏洩のリスクを正しく理解させ、情報とは何

か、どのような点に注意すべきかを解説します。

・第 1巻全 祉 員 編 （約36分）
0情報漏洩抵抗力診断テスト（1回目）

O何が情報か？

0情報漏洩抵抗力診断テスト（2回目）

・全2巻DVD ¥100,000 （税別）
・第1巻￥55,000（税居IJ)／第2巻￥45,000（税別）

0情報漏洩はなぜ悪い

O情報漏洩対策

園第2巻 管理職・システム担当者編 （約18分）
0利便性とセキュリティのバランス Oリスクの棚卸し

Oパスワード運用・管理の基本 0 リーダーシッフ。

＠ 職場に潜む火災
～事例から学ぶ防火管理～

・24分 ・全1巻DVD ¥65,000 （税別）

相次ぐ雑居ビルやホテルなどの建物火災、その被害は甚大です。

しかし、建物火災の惨事は後を絶ちません。本作品は、近年改正

された雑居ビルの安全対策として統括防火管理者の権限の強化

などの新しい対策を盛り込みながら、過去の火災事例から防火

管理上の問題点を学び、防火管理者の業務と役割について

わかりやすく解説します。

〈改訂版〉

早わかりシリーズ危機管理編
・全3巻￥42,857（税別）各巻￥15,000（税別）

・第 1巻
これだけは知っておきたい「コンブライアンス」 （約20分）

・第2巻
これだけは知っておきたい「情報セキュリティJ（約20分）

．第3巻

これだけは知っておきたい「セクシュアルハラスメント」
（約20分）
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日本ではいつどこで災害に見舞われるかわからず、事業所で被災

することも多くあります。事業所内で様々な災害を想定した防災

訓練を定期的に行うことが重要です。本作品では、事業所での

模範的な防災訓練を取材し、一連の流れと手順を紹介しながら、

大事なポイントについて解説していきます。

早わかりシリーズ新・危機管理編

・全3巻￥80,000（税別）／各巻￥28,000（税別）

・第 1巻
これだけは知っておきたい「私たちの地震対策」 （23分）

．第2巻

これだけは知っておきたいfパワーハラスメント」 （27分）

・第3巻
これだけは知っておきたい「ソーシャルメディアのリスク」

(21分）



コンブライアンス

私たちのコンブライアンス E
考えよう！あなたの行動、あなたの発奮

・65分・ヲイズコーナー約40分 ・1巻￥45,000（税別）

コンブライアンス違反は、個人の「ちょっとくらいJ「これくらい」

という心の油断が招きます。本DVDでは、日ごろ起こりがちな

コンブライアンス違反をドラマで取り上げ、コンブライアンスの

知識を高めるとともに、自身の行動の振り返りができる内容に

なっています。社員の意議向上にぜひお役立てください。

1.会社の経営理念を理解していない

2.上司の指示がおかしいと感じたら

3.なぜお客様の声が大切か

4.取引関係を利用して無理なお願いをした

5.無断で残業をして注意された

6.職場でいじめを受けている

7.会議の資料に新聞をコピーした

8.ブロク炎上l会社にクレームが…

9.地域社会と私たちのマナー

私たちのコンブライアンスE
f知らないJではすまされない！祉会人の責任

・60分 ・全1巻 DVD ¥45,000 （税別） ・活用の手引き付

コンブライアンス違反の内容は多岐にわたります。しかし、「これは

コンブライアンス違反だjと判断できない事例が多くあります。

それは、法律や会社の規則に違反しなくても、“社会人としての

常識・良識”から外れている言動もコンブライアンス違反になる

からです。本DVDは、単なるコンブライアンス教育にとどまらず、

社会人としての正しい考え方・行動を学ぶものです。コンブライ

アンス違反をなくすために、そして社会人としてのものの見方・

考え方を学ぶためにご活用ください。

特徴① 9つのケースドラマとイラストを使った解説で、

コンブライアンスの本当の意味が学習できる。

特徴② シンキングタイムを活用したテ‘イスカッションで、

視聴する全員の共通理解ができます。

特徴③ ハラスメント問題やSNSなど、

いま注目されているケースを収録しています。
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私たちのコンブライアンス
今、家められるt人ひとりの責任ある行動

・約75分 ・ ￥45,000（税別）

コンブライアンス・テスト

2.「自分勝手ルールJは許されない
4.J{ ワハラになっていないかつ

職場において
1.機密情報を漏らさない

3.会社の物を私的利用しない

お客様・消費者に対して
5.誤解を与える表示をしない 6顧客情報を安易に扱わない

取引先に対して
7.報連相をきちんとしているか？ 8.取引関係を私的に利用しない

社会に対して
9.「誰かがしてくれるjではいけない

まとめコンブライアンスの菖本と実路

コンブライアンスの甚本と実時
中国信・日本語二ヶ国阻対応

・75分 ・1巻￥100,000（税別）

※上記作品「私たちのコンブライアンスjと作品内容は同じです。

本作には中国語・日本語字幕が収録されています。 、」 ／

組織と個人を守る！

階周期コンブライアンスシリーズ
・全5巻￥200,000（税盟11) 各巻￥40,000（税別）

・第1巻新入社員・若手社員編 （約20分）

収録事例（著作権侵害行為、意思決定手続き違反、機密情報

漏洩、領収書偽造、セクシュアル・ハラスメント、個人情報漏洩）

・第2巻中堅・管理職編 （約20分）

収録事例（下請法違反、労働基準法違反、インサイダー取引、

個人情報漏洩、セクシュアル・ハラスメント）

園第3巻取締役・経営者編 （約17分）

収録事例（善管注意業務、隠厳行為）

・第4巻工場編（工場勤務者対象） （約25分）

収録事例（飲酒運転、個人的な商売・勧誘、パワー・ハラスメント、

セクシュアル・ハラスメント、近隣住民からのクレーム対応、

産業廃棄物処理法違反、安全義務違反、労働安全衛生法違反）

・第5巻公務員編 （約23分）

収録事例（著作権法違反、仕事中のPCゲーム、広報ポスター

のオークション出品、兼業、セクシュアル・ハラスメント、パワー・

ハラスメント、入札情報の漏洩）

この「コンブライアンス・テストJは、 20聞の設問と回答・解説を

セットにしています。それぞれの設問で、問題の本質はどこにある

のかを自ら考えさせることにより、コンブライアンスに対する理解を

深め、様々な新しい問題にも対応できる汎用的なセンスが身に

つきます。

・第 1巻パート・アルバイト編 （約52分）

OSNS O個人情報の級い O著作権 Oミスをしてしまった時

O心構え O身だしなみ O無断欠勤・遅刻

0正社員からのハラスメント O非正規社員聞の序列

O薬物・賭博

・第2巻新入社員・若手祉員編 （約46分）

Oコミュニケーション O挨鯵の意義 O規則遵守の重要性

O報・連・相 O契約書 O機密管理 O個人情報保護

0私生活での不祥事 O私的な情報発信 O飲酒運転

・第3巻中堅社員・管理職編 （約58分）

0部下のインサイダー取引 Oハラスメント O労働時間管理

Oコミュニケーション O内部通報への対応 O談合・カルテル

O下請法 O社内不倫・社内ストーカ－ 0贈収賄

0不正の三要素

早わかりシリーズ

企業コンブライアンス編
・全4巻￥106,667（税買11) 各巻￥28,000（税別）

各巻￥50,000（税別）・全3巻 DVD ¥150,000 （税別）

・第 1巻
これだけは知っておきたい「知的財産法J（約23分）

1.知的財産法とは何か？ 2.知的財産の種類

3知的財産法ケーススタディ

・第2巻
これだけは知っておきたい「インサイダー取引J（約19分）

1.インサイダー取引とは何かつ 2インサイダー取引の成立要件

3.インサイダー取引ケーススタディ

・第3巻
これだけは知っておきたい「独占禁止法J（約21分）

1.独占禁止法とは何かつ 2.独占禁止法の制裁措置

3.独占禁止法ケーススタディ

・第4巻
これだけは知っておきたい『下踊法」 （約21分）

1.下請法とは何かつ 2.下請j去の対象取引

3下請法ケーススタテーイ
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／／ーででで、アニメで再現！

告さ~不祥事の宋然防止・再発防止シリーズ
・全2巻 DVD セット価格￥80,000（税別） 各巻別売価格￥40,000（税別）

・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・監修士下 由美子 （旬報法律事務所弁護士） 蟹江鬼太郎 （旬報法律事務所弁護士）

繰り返される不祥事事件、どうして不祥事は減らないのか？事例ごとにアニメー

ションで再現し、監修者から刑事、民事、服務上の責任等、不祥事による大き

な代償について解説します。また、その犯罪の特徴や傾向について解説し、管

理者の役割として、不祥事の兆候への気づき、部下一人ひとりとのコミュニ

ケーションの機会を積極的につくり、いつでも相談できる風通しの良い職場風

土作りに努めることについて解説していきます。

・第 1巻盗撮・ストーカー・飲酒運転・危険ドラッグ編 （29分）

盗婦 ........・H ・－－…H ・H ・－．県職員が駅のエスカレーターで女子高校生のスカートを盗婦、逮捕される。

ス卜ーカー....・H ・－目…．交際していた女性から突然連絡を絶たれた営業職の男。彼女の裸の写真をばら撒き逮捕される。

飲酒運転.........・H ・－…市役所総務課課長、深酒した翌朝車で出勤し事故を起こしてしまう。酒気検査でアルコールが検知される。
危険ド・ラッグ…....・...売上げ目標が届かず課長に叱責だれ、車を運転中に危険ドラック．を吸って人身事故を起こす。

・第2巻横領・情報漏洩・マタハラ編 （31分）

横領 ……....・M ・－．．．経理を一人で任されていた女性、会社の資金から毎月数十万円を自分の口座に送金。横領をくり返していた。

情報漏洩（故意） .... IT会社に勤めるシステムエンジニア。多額の損金を出した上に派遣切りにあい、

仕返しに顧客情報を複数の名簿業者に売る。

情報漏洩（過失） ．．中学校教師がデータをUSBメモリにダウンロードし帰宅するが、その、USBを駅で紛失。

マタハラ…………．産休について上司に報告するが退職を迫られ、同僚からも嫌がらせを受ける。心身ともに疲労、流産してしまう。

_, 

不正を許さない聴場づ〈り

・全2巻 DVD セ‘ノト価格￥100,000（税盟IJ) 各巻￥50,000（税別）

不正の発生原因は問題を起こした本人のせいた．けではありません。

不正が起こりゃすい「過度のフ。レッシャーJ「相談できない雰囲気J
「同僚への無関心jといった職場環境も大きな要因となります。

『動機Jr機会・環境Jr正当化jの3要素が全て揃うと不正が起き

やすいという理論があります。本DVDは視聴者が自分の周りに

起こりうるかもしれない 『不正jの芽を早期にみつけ、各自が

『不正の3要素』をつぶしていくことを目的として製作された初めて

の映像教材です。すべての従業員に必要な “不正防止”教育と

して、階層別に対策と事例を収録しています。

・第 1巻若手社員・中堅社員向け （39分）

・第2巻管理職・経営層向け （36分）

ビジネス・コンブライアンス入門

・60分 ・全1枚￥84,000（税別）

． 第 1巻コンブライアンス意践とは何か （25分）

・ 第2巻コンブライアンス意磁をどう実践に移すか
(25分）

製造現場のコンブライアンス
モノづくりの逼本はルール・マナーの徹底から

・50分 ・全1巻当詳50,000（税別）

製造現場で起こりがちな身近な問題を事例ドラマで紹介！多くの

事例を通じて自分の行動の振り返りチェックができます。

個人情報保護

全社員・職 員 で 学 ぶ ！ マ イ ナ ンバー漏洩対策

ー マイナンバーが濁洩してからではもう遣い！一
・26分 （特典映像約5分含む） ・DVD全1巻￥70,000（税別）

マイナンバーの漏洩対策には情報システムのセキュリティの強化や

担当者への教育だけではなく全社員・職員へのマイナンバーに

対する基礎知識やセキュリティ意識を高める研修が必要です。

本DVDはマイナンバーの重要性と基本知識が身につき、取り扱い

の注意点を短時間で解説。理解度テストを利用することで研修

効果がさらに上がります。

事例で掌ぶ個人情報保腹対応

・60分 ・全1枚￥84,000（税別）

．第 1巻事例で学ぶ個人情報保緩法対応 （約25分）

・第2巻事例で学ぶ個人情報保限法対応 （約25分）

知らなかったでは許されない
個人情報セキュリティ対策

・40分 ・全1枚￥80,000（税別）

・第 1巻個人情報セキュリティの菖本 （約20分）

・第2巻個人情報管理の進め方 （約20分）

．マイナンバーの基礎知識

．目的外利用の禁止

・誤解から生まれる漏洩リスクと取り扱いの注意点

．業務に潜む漏洩リスクと取り扱いの注意点

．リスクの事例と漏洩対策

・特典映像理解度テスト ・付録理解度テスト

個人情報漏洩対策の実際

・45分 ・全1枚￥80,000（税別）

・第 1巻個人情報保腹の実務［ケースドラマ］ （約23分）

・第2巻個人情報保穫の実務［ケース解脱］ （約23分）

個人情報漏洩発覚！組織対応の進め方

・30分 ・￥45,000（税別）
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働き方改革・夕、イバーシティ

＠ タイムマネジメントで働き方改革
・全2巻DVD ¥100,000 （税別） 各巻￥50,000（税別）

今、長時間労働の是正は全ての企業、団体に求められています。是正対策には制度面だけでなく、管理職のマネジメントのあり方や

意識を変えること、社員一人ひとりが仕事の効率を考えることが重要です。第1巻の全社員編では長時間労働に対する意識改革と

タイムマネジメントの基本を解説。第2巻の管理磯編では部下のタイプ別指導方法や無駄な残業を減らすノウハウを解説します。本

DVDを活用することで全社員に意識改革とタイムマネジメントが身につき長時間労働を是正することができます。

・第 1巻全社員舗 （29分） ・第2巻管理職編 （37分）

＠ ワ一行仰めスルズ

働き方改革とカップルの子育て
・40分 ・全1巻DVD ¥92,500 （税別）

家事育児は女性の仕事という思い込みが、女性の活躍、男性の ｜・ケース1共働きカップルの場合

働き方改革を阻害しています。「働き方改革j問題の第一人者が ｜・ケース1の検柾カップルでの子育てを実現するために

監修し、カツフソレの双方が活躍するためのヒントを提供するDVD I ・ケース2 専業主婦の場合

教材です。 ｜・ケース2の検証カップルでの子育てを実現するために

⑪ 仕事と介穫の両立のために ーノ

・46分 ・全1巻DVD ¥92,500 （税別）

高齢化が進み今後も介護に向き合う社員が増えていく中、介護は直面した本人だけが抱える問題ではありません。仕事と介護の両立に

悩み、介護離職者を増やさないために介護についての理解、備え、そして会社や管理織による支援を通して仕事と介護の両立を行う必

要があります。本DVDでは仕事と介護の両立に向けて必要な介護サービスの情報や事前の心情え、知識、また管理職による支援方法

について紹介します。ケースドラマを通して、課題や備えについてテ‘イスカッションを行うことで、 1人で抱え込まないようにするための

参考例や様々な意見を自身の状況に取り入れ、活用することができます。

活かそう！職場のダイバーシティ
・全2巻DVDセット価格￥80,000円（税別） 各巻別売価格￥40,000（税別）

ダイパーシティとは？多穏な個性を活かすとは？多様性の理解が「女性の活躍推進」の鍵になります。

ダイパーシティ、ワークライフバランス、男女共同参画の研修等でぜひご活用ください。

全社員向け 直 通E
・第 1巻一人ひとりがいきいきと働くために （25分） ｜・第2巻多様性を活かすリーダーになるために （25分）

・遣いを理解する「見える遣いJ「見えない遣いj

・雇用形態の遣いによるコミュニケーションギャップ

．男性社員の育児休業

．自分自身が持つ固定観念

・少数派の立場「ChallengedチャレンジドJ

ワークライフバランス
実現のためのマネジメント

・約40分 ・全1巻 当｛86,000（税別）

ワークライフバランスは、制度を充実させるだけでは実現でき

ない。カギを握るのは、管理職の職場での取り組みである。仕事

の効率化、能力開発、低下した部下の意欲の高め方、円滑な

社内コミュニケーションと情報共有など、管理職がワークライフ

バランスを実現させるために取り組むべきポイントを解説。

ワークライフバランス

・約50分 ・全1巻￥86,000（税別）
・特典映像I収録内容のまとめJr全視聴者向け監修者メッセージJ「人事・教育担当
向け監修者メッセージjfワークライフバランス資料シートJ（合計約10分）を収録

人材活用の基本的インフラとして注目を集めているワークライフ

バランス。様々な立場の社員が抱えている仕事を生活の問題を

浮き彫りにし、「限られた時間で生産性を上げるJために個人が

すべきこと、上司が組織に働きかけることを具体的に解説。

〈前編〉なぜワークライフバランスが求められるか （約25分）

〈後編〉ワークライフバランスを実現するために （約15分）

・遣いを理解する「見える違いj「見えない違いJ
．部下の育児休暇

・女性社員の単身赴任

・雇用形態の遣いによるコミュニケーションギャッフ．

．管理職に求められるリーダーシップ

ポジティブ・アクション

・約30分 ・全1巻￥60,000（税別）

本DVDは管理職の意識とコミュニケーションの遣いで女性の

意識がどのように変わっていくのかをドラマで演出。ポジティブ・

アクションにどのような気持ちで取り組めば良いのかを説明します。

産体・宵休ガイドシリーズ

・全3巻￥120,000（税別） 各巻￥40,000（税別）

本シリーズの第1巻では産休・育休の期間、受給金額から通勤時の

注意点、業務の引継ぎ等を解りやすく説明。第2巻ではスムーズに

復帰するための知識と仕容と育児、両立のノウハウを盛り込んで

います。第3巻は管理職が知っておかなければならない産休・

育休の基礎知識と育休取得を希望する男性向けの内容です。

・第 1巻産休・育休の甚礎知.（約35分）

．，店2巻仕事と育児両立のポイント （約30分）

・ 第3巻産休・育休への対応と男性の育休 （約30分）
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コーチングに学ぶ人を育てる「ほめ方・吃り方J

・約60分 ・全1枚￥50,000（税別） ・活用の手引害付書

「ほめ方・叱り方jを「コーチングjというコミュニケーション・

スキルの考え方をベースにとらえた教材です。

①ほめること、叱ることの意義

③ケーススタデイ

②ほめ方・叱り方の基本

新 入祉買の育τ方・伸ばし方

価値観のギャップを埋めるコミュヱケーション
・全1巻 DVD ¥48,000 （税別） ・約47分

心が折れやすい、自分のしたいこと以外はしない、待ちの姿勢で

積極性がない 。このような特徴を持つといわれるゆとり教育

世代。彼らが前向きに仕事と向き合い、一人前の社会人として

成長していくためには、上司・指導員の手助けが欠かせません。

ケーススタディで学ぶ報連相の基本

・約98分 ・全1巻￥37,0（〕［］ （税別） ・テキスト 10冊付

成果があがらない組織には、「コミュニケーション不足Jという

問題が常につきまといます。下から上への一方通行の報連相では

なく、上司と部下が一体となってお互いに情報を共有し、思いを

共有する。そんな職場づくり、組織風土っくりをめざすために、

「真・報連相jの考え方が役に立つのです。

雄でも身につくリーダーシップ

・全1巻 DVD ¥80,000 （税別） ・約42分＋特典映像約5分

管理職になって最初に直面する悩みは「どのようにしたらリーダー

シッフ。を身につけ、発揮できるのかjというものです。「部下に

恵まれない・・－」「部下を育てる時間などない・・.Jそんな管理職

に共通の悩みに対して、本 DVDでは、リーダーシップの心得と

手法を具体的な事例ドラマで解説しています。

fプロJとしτの憲自信とスキルを身につ付る

フォローアップ・セミナー
・約64分 ・全1巻￥50,000（税別） ・活用の手引き付

報連相などの仕事の進め方やルール・マナーの大切さ、そして

なぜこの仕事をするのかといった仕事の意義を再確認しながら

自らのモチベーション・アッフ。を促していきます。

プラスワン・コミュニケーション

部下の実力を高める実践OJT

・約55分 ・全1巻￥50,000（税別）

部下指導を担当するリーダー・管理者に、部下の仕事のプロセス

のなかから成長課題を見出し指導・育成することの大切さを、

ケースドラマを通して理解していただく教材です。

・鎗 1巻プラスワン・コミュニケーション
バワハラを防ぐ相談しやすい職場づくり （約26分）

1＇パワハラとは 2パワハラと指導の境界線

3.部下を育成する対話型上司 4.傾聴とは

5.プラスワン・コミュニケーション～相談しやすい職場の作り方～

・第2巻実践ケーススタディー （約35分）

［オフィス編］ 1相談できない理由 2.答えられない質問

3.思い込みスキッフ． 4あいまいアドバイス 5.まとめ

［現場編］ 1.相談できない理由 2答えられない理由

3.思い込みスキッフ． 4あいまいアドバイス 5.まとめ

各巻￥42,000（税別）・全2巻￥80,000（税別）

部下を伸ばすコ四チング

・全3枚￥84,000（税別）／各巻￥28,000（税別） ・活用の手引き付き

部下のやる気を引き出し「自律型人間jを育て、組織を活性化に

導く“コーチング”の考え方と実践方法をわかりやすく解説します。

信じて、認めて、任せてみる （約27分）

部下の問題解決に鑓助する （約32分）

自ら伸びる部下に育てる （約32分）

．，鹿1巻

・第2巻・2店3巻

ソーシャル・メディアのリスクと
正しいつきあい方企業編

・35分 ・1巻￥55,000（税別）

twitter、ブログ、 facebookの炎上防止対策DVD。社員の私的

活用が企業の大きなリスクにつながるソーシャルメテeィア。軽い

気持ちが引きおこすソーシャルメディアのトラブル事例をケース

ドラマで紹介し、何がいけなかったのかつどこに気をつければ

よいのか？のポイントを解説します。

ケーススタディ

⑫ 濡遭祉員のためのキャリアデザイン

・各巻￥50,000（税別） ・「派遣社員のためのキャリアテ’ザsインハンドブ、ノヲ」付き

ケースで学ぶ人事考課の基本と実践

今、日本で人材政策・労働市場・雇用制度の変革か、急速に進む

中、求められているのが、どんな企業に行っても通用する能力、

エンプロイアビリティ（雇用される能力）です。本DVDでは、自らの

キャリア形成や明確なキャリアデザインを描く方法についての

専門家による解説を通して、積極的に自分の能力を知り、エンプ

ロイアビリティを向上させることができます。

・約119分 ・￥88,000（税別） ・考課シート付

課題ドラマを視聴して実際に登場人物の考課を行ない、その後、

解答・解説のコーナーを視聴することで、人事考課の基本的な

考え方や考課方法を学ぶことができます。

24 

解説編 （36分）

実跨応用編（51分）

．第1巻
聞第2巻

人と組織を成長させるメンタリング入門

・60分 ・全1枚￥95,000（税別）

メンター制度を導入している企業だけでなく、自然発生的なメンタ一、

メンティ関係の醸成を推進している企業向けに、人を育て、組織の

活性化につながるメンタリンク、の進め方をケース別に解説しています0

・第 1巻メンタリングの菖礎知織
～よいメンターになるためには～（約20分）

．第2巻実践！ケース別メンタリング（約2日分）・3事3巻新社会人のあなたにメンタリングが役立つとき
（約10分）
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｜ビジネススキル・実務

＠ 目前『クレーム電話J応対の基本
トラブルを未然に防ぐ会話の進め方

・82分 ・全1巻DVD ¥70,000 （税別）・活用の手引き付

社員の不適切な電話応対で5お客様を怒らせてしまった……。この

ようなトラブルは珍しくありません。このトラブルの難しさは、“正しい

言葉づかいで、ていねいに話している”にもかかわらず、お客様が

怒ってしまうことです。このDVDではその原因を明らかにし、顧客

離れ、 SNS炎上などのトラブルを生まないための電話応対について

学習します。

顧客のハートをつかむ電話のか付方

・約20分 ・￥30,000（税別）

電話蕗対プロの技術
1 S秒で決まるコ－，レセンター

・約30分 ・￥30,000（税別）

’ゐ I

こうして乗り切る！クレーム電話
タイプ軍事苦情応対法

・豹30分 ・￥39,000（税別）

成功するファシリテーション

・40分 ・全1枚￥80,000（税別）

・第1巻ファシリテーションの基本を知る （約20分）

．第2巻ケースで学ぶファシリテーション （約20分）

これなら完壁！プレゼンテーション

・40分 ・全1枚￥60,000（税別）

・第 1巻プレゼンテーションの喜本 （約20分）

・第2巻説得するテクニック （約20分）

f『、
、ノ

Wo吋持って闘で何！行列のできるチラシの作り方
・全3巻￥54,000（税別）／各巻￥18,000（税別）※各巻テキス卜 5部付 ・ライブラリー価格￥108,000（税jjlj)／各巻￥36,000（税別）

「講座やイベン卜に人を集めたい」「集客力をUPしたいJ「人目を引く、インパクトのあるチラシを作りたいj

「チラシの宣伝効果を上げたい」「WORDの小技・裏技を身につけたいJ「牟田さんと同じチラシが作りたいj

「思い通りのチラシを作りたいJrチラシ作りの基本を知りたしリ・・・ 。そんな人のためのビデオ・ DVDです！

［監修・出演］

牟田静香川PO法人男女共同参画おおた理事長）

吉田清彦（フリーライター・調理師）

・第 1巻
思わず手にとるチラシづくりのコツ （37分）・テキスト 5部付

チラシは「思い」を伝えるための道具です。チラシの「イロハj及び、

チラシ作りの前提となる「企画カ」について、わかりやすく解説。

チラシづくりの基本／タイトルとレイアウト・ダメダメチラシ例／／

ク．ツドチラシ伊V チラシのヒ‘フォー＆アフター

・第2巻
思わず．手にとるチラシのWordテクニック基礎編

チラシ作りの釜本を学ぶ－Word2003版（54分）・テキスト 5部付

ビ、テξオ通りに作っていくだけで、タイトルや表の作り方やレイアウト

の仕方、図形描画の使い方など、チラシ作りに必須な基本ワザが

身につくスグレもの。担当者のチラシづくりの悩みを解消しますl

ワードアートの使い方／オートシェイプ‘とワードアートの組み合わせ

ワザ／テキストボックスの使い方／クリップアートの挿入／衰の

作り方／画像の鮎り付け／写真の補正

医療スタッフの膿遇マエュアル

・41分 ・全1巻￥55,000（税別）

医療機関の利用者が医療スタッフに期待する緩遇レベルは年々

高まっています。医療スタッフ（看護師、事務員）に求められる接遇

の心構えとスキルが身につく映像教材。

介護スタッフの蟻遇マニ.:z."j1 JI, 

・45分 ・全1巻￥23,000（税別）

介護スタッフとして働く意識とマナーがしっかり身につきコミュニ

ケーション能力が高まる映像教材。

・第3巻
思わず手にとるチラシのWordテクニック違人編

インパクトのあるチラシを作る Word2003版（69分）・テキスト 5部付

チラシは手に取ってもらえなければ、意味がありません。文字や

図形の加工など、人目を引いて手にとってもらえるチラシを作る

ためのWordテクニック集。

オートシ工イフを使いこなす／クリップアートをオリジナルイラ

ストに／表の作成達人編／フォント選びのコツ・フリーフォントの

インストール

＼』J 〆

介護技術入門～その日から実践できる～

・全4巻￥120,000（税別）／各巻￥30,000（税別）

個人宅、企業を訪問するサービ‘ススタッフ（工事、設置、配送、

保守、点検スタッフ）の対応が企業イメージを大きく左右します0

・DISK1「食事J編・DISK2「排池J編・DISK3「入浴」編 ・DISK4「移乗その他J編

どジネス傾聴入門

・83分 ・全1巻￥24,800（税込）・テキスト 36ページ付
・企画・製作プレジデント社 ・DVD試写不可



箱田恵国のプレゼンの革本技術

・71分 ・全1巻 ￥24,8（〕（］ （税込） ・テキス卜44ページ付

・企画・製作プレジデント社 ・DVD諒写不可

大串...のいますぐ役立つ！

質問のスキル
・72分 ・全1巻￥24,800（税込） ・テキスト40ページ付
・企画・製作 プレジデント社 ・DVD訴写不可

箱田忠昭の好かれる曽襲嫌われる嘗寮

・71分 ・全1巻￥24,800（税込） ・テキスト 44ページ付
・企画・製作 プレジデント社 ・DVD試写不可

オフィスの事務改善
ムダをなくして仕事の効率アップ

・61分 ・全1巻￥24,800（税込） ・テキスト 36ベージ付
・企画・製作 プレジデント社 ・DVD試写不可

すぐに役立つ！
クレーム対応の技術対面・メール編

・59分 ・全1巻￥23,800（税込） ・テキス卜 44ページ付

・企画・製作プレジデント社 ・DVD試写不可

，〆

報・連・柑入門

・87分 ・全1巻￥23,800（税込） ・テキスト 52ページ付
・企画・製作プレジデント社 ・DVD紙写不可

話す按傭

・100分 ・全1巻￥23,800（税込） ・テキス卜 60ページ付

・企画・製作プレジデント社 ・DVD鼠写不可

電話応対のマナーとクレーム対応の技術

・125分 ・全1巻 ￥23,800（税込） ・テキスト 40ページ付
・企画・製作。プレジデント社 ・DVD試写不可

ほめる技術しかる技術

・93分 ・全1巻￥23,800（税込） ・テキスト 96ページ付
・企画・製作。プレジデント社 ・DVD試写不可

考える技術

・93分 ・全1巻￥23,800（税込） ・テキスト 56ページ付
・企画・製作プレジデント社 ・DVD試写不可

聞く技術

・68分 ・全1巻￥23,800（税込） ・テキスト 64ページ付
・企画・製作．プレジテント社 ・DVD試写不可

ビジネスマナー・バイブル 5踊塵セット

・全5巻各巻 ￥23,800（税込） 5巻セy卜 ￥94,800（税込）

・各講座テキスト32ページ付 ・企画・製作プレジデント社 ・DVD試写不可

・第 1..座身だしなみと接拶 （44分）

•1店 211座仕事の優先順位と報・連・相 （51 分）
．第311庫相手の心をつかむ来客応対＆鶴間 （42分）

・第4踊座電話応対のコツとビジネス文書 （42分）

・第511座ミス＆トラブルの対処法 （36分）

新人研修

d二，：古 井材確代コーチの
l準新作：て士Y「できないJから逃げるな！
・80分 ・全1巻 DVD ¥30,000 （税別）

熱血・井村雅代コーチが語り尽くす！仕事へのやりがい、仕事との

向き合い方、そして仕事の面白さや楽しさ。シンク口日本代表

コーチが、働く全ての人へ贈るメッセージ。不振を極めていたシン

クロ日本代表チームを再ひF世界のトツフ．チームに返り咲かせた井村

雅代氏が、コーチとしての体験をベースに、人として、社会人として

大切な考え方・生き方を厳しくも優しい言葉で語りかけます。

4語~ 祉会人の常鴎・非常鼠
＂新作｝
＼ノ あなたのNG鍛えます
・70分 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別）

「今どきの新入社員は…」と嘆く上司。「上司はわかっていない！」

と不満を言う新入社員。互いにフラストレーションが溜まりギス

ギスした職場一一。この原因は、新入社員と上司との“考え方の

ズレ”。 近年このズレが拡がり、職場の雰囲気が悪くなってきて

います。本DVDでは、上司と部下の考え方のズレを“職場での

常識の遣い”という切り口でケースドラマを用いて解説します。

互いの考えや思いを理解すれば歩み寄ることができ、新入社員の

着実な成長を促すことはもちろん、良い雰囲気の職場をつくる

ことができます。

4二〉 製造祉買やっていいこと・悪いことl準新作l
＼斗〆 色のづ〈りに求められる“現場のキホン”
・全2巻 DVD セYト価格￥70,000（税別） 各巻￥35,000（税別）

ものづくりは人っくり一一。製造現場でよく言われる言葉です。

本DVDは、「どういう人材が製造現場で求められているのか」

「どうすれば求められる人材になることができるのか」を新入社員

自身が考え、実践していくためのものです。製造現場で大切な

考え方・働き方をドラマを通じてわかりやすく伝えています。社会

人としてのマナーから改善の考え方まで、製造現場に必要な教育

要素を学ぶことができます0

・篇 1巻社会人のマナー・現場のルール （40分）

・第2巻仕事のチームワーク・現場改善 （35分）

新入祉員のための『祉会人のルールJ
仕．に重唱する.鈴・人間聞係・自己の成長
・DVD全1巻 ￥48,000（税別）・約43分

自分の発言・行動に責任をもち、仕事を通じて成長していく一一。

そのためには、学生から社会人への意識改革が欠かせません。

つまり、働く意味、職場での行動、コミュニケーションのとり方、

チームの重要性などの項目について、きちんと理解してもらう

必要があるのです。本 DVDでは、新入社員が社会に出てから

ぶつかる問題をドラマで再現し、その答えを学ぶことができます。

新入社員たちの意議改革に、ぜひご活用ください。

0イメージしやすいドラマ形式

0仕事をするうえでのマインドを醸成

。考えを深める工夫が満載
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信用を高める
〈改定版〉

とジネスマナーチzック＆実践！
・全10巻DVD セιノト価格￥200,000（税g,J) 各巻￥20,000（税別）

ちょっとした思いやりやマナーが職場の空気を変えていくもの。

本DVDでは、 1枚約 15分のコンパクトな内容で、指導しにくい

マナー違反を事例（ミニドラマ）を通してわかりやすく解説して

います。新入社員はもちろん、全社員で職場全体のマナーを

見直してみませんか？

携帯電話・スマートフォン編 （13分）

パソコン編 （18分）
職場の人間関係編 （18分）
他社訪問編 （17分）
仕事の進め方編 （21分）
お客穣お迎え寝 （19分）
ビジネス電話編 （19分）
言葉づかい編（17分）
祉会人としてのけじめ編 （16分）
気配り編 （15分）

・第 1巻
・第2巻

・第3巻
・第4巻
・第5巻
．第6巻

・第7巻
・第8巻
・第9巻
・第 10巻

新入社員のための報連相の基本
これだけは押さえておきたい仕・の進め方

・全1巻DVD ¥45,000 （税別）・約40分

せっかく入ってきた新入社員がすぐに辞めてしまう。皆さんの

職場ではこうした現象が起こっていないでしょうか？新入社員の

早期離職の多くは、配属後の職場での人間関係やコミュニ

ケーション不足が原因だと考えられます。本DVDでは、最も

大切なビジネス・コミュニケーションの一つであるI報連相jの

要点をドラマ形式で解説しています。新入社員の導入教育の

時期に、仕事の要である「報連相」教育を徹底させるための

教材として、ぜひご活用ください。

0なぜ報連棺が大切なのかつ O仕事の進め方の基本とは？

O報連相にもコツがある Oこんなときどうするつ報連相

O仕事ができる人は報連相上手

ビ
ジ
ネ
ス
研
修
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修
］

『心が伝わるjビジネスマナーの基本

若手祉員のための

ビジネス・コミュニケーションの基本
・40分 ・全1枚￥72,000（税別）

圃，，，

コミュニケーション・センスを磨く （約20分）
コミュニケーション・スキルを伸ばす （約20分）

．第1巻

・第2巻

・87分 ・1巻￥70,000（税別）

Part 1：企業人・社会人として働くということ

Part 2：笑顔・あいさつ・言葉っかい

Part 3：電話の受け方・かけ方の基本

Part 4：携帯電話・メールの基本

Part 5：他社を訪問するときの基本マナー

Part 6：お客様をお迎えするときのマナー

15分でわかるシリーズ

会社の人間関係の革本 （15分）
会社の組織と役割の菖本 （15分）

名刺の基本 （15分）
ホウ・レン・ソウの基本 （15分）
タイムマネジメントの基本 （15分）
健康管理の2基本 （15分）
書類登理の基本 （15分）
税金・社会保険の畠本 （15分）

・120分 ・全1枚￥160,000（税別）

・第 1巻
・第2巻
・第3巻
・第4巻
・第5巻
・第6巻
・第7巻
・第8巻

初級ビジネスマナー

・全2巻￥80,000（税別）各巻 ¥40,000 （税別）

第1巻は、ビジネスマナーがなぜ必要かつどうしてその対応が

良いのか？など、ビジネスマナーに込められた思いを伝えます。

基本的な考え方を学ぶことで、応用力のあるビジネスマナーが

身につきます。第2巻では、実際の仕事の場面に沿った事例

ドラマで、ビジネスマナーの実践を学びます。ドラマ形式なので、

空気感やニュアンスが伝わり、社会経験の浅い新入社員にも

理解しやすくなっています。

聞第 1巻

・第2巻

ビジネスマナーの大切さ （約23分）
ビジネスマナーを身につける （約24分）

実践！ビジネスマナーのすべて仕事の基本とルール

・150分 ・全1枚￥198,000（税別）

ビジネスマナーの「こころ」編
あいさつ・言葉遣い編
立ち居振る舞い・身だしなみ編
職場のルール・仕事の進め方編
来客応対と他社肪聞編
電話・携帯電話編
電子メール・ PC・ネチケット編
冠婚葬祭・贈答・接待（会食とパーティー）編

国際人としてのビジネスマナー編

・第 1巻
・第2巻
・第3巻
・第4巻
・第5巻
・第6巻
・第7巻
・第8巻
・第9巻

各巻￥40,000（税別）

企業では、新入社員に対して様々なビジネスマナー研修が行われ

ます。ところが、実際の職場では、しばしば先輩社員やお客様と

新入社員の間で、マナー以前の、仕事に対する意識の違いに

よるコミュニケーションギャップが生まれています。この DVDは、

これから社会人として活躍される方に必須の、社会人として量

低限のルールと基本をコンパクトにまとめています。「新入社員j
「内定者jはもちろん、「就活中の学生」やこれから就活に臨ま

れる方にも最適です。

・第 1巻
・第2巻

学生と祉会人の遣い （約23分）
祉会人に必要な5つの意議（豹19分）

・全2巻￥80,000（税別）

新社会人のための
ビジネスマインド養成シリーズ

・全4巻￥160,000（税別） 各巻￥40,000（税別）・Disc1：仕事への不安感をどう乗り越えるか
～自分を磨き、期待に応える仕事の基本～ （25分）・Disc2：ビジネス祉会でのコミュニケーションを考える
～チームで成果を上げる仕事の秘訣～ （29分）・Disc3：ビジネスマナーの必要性を考える
～信頼づくりでつまずかないための条件～ （21分）・Disc4：ビジネス社会のルール・コンブライアンスを
考える～信頼される会社の一員としての責任と自覚～ （21分）
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安全管理者、監督者、事業者

リスクマネジメント湾代の

安全管理者の役割
・22分 ・￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

安全管理者は、一定の業種、規模以上の事業場において安全

管理を的確に進めるキーパーソンと位置付けられています。安全

管理者として選任されるため法令上一定の実務経験と選任時

研修が必要とされています。このビデオは選任された安全管理者

が身につけるべき必須の知識及び最新の情報を、事例を交え

ながら分かりやすく解説したものです。

よくわかる建超現 場 の 統 括 管 理

統括管理はこうする

・全2巻 DVD セ、ノ卜定価￥77,000（税別）

安全先取りの企葉風土をつ〈る
～ゼロZ経緯進．乙こがポイント～

・23分 ・1巻￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

セキスイハイム近畿株式会社は、2011年安全衛生管理に優秀な

成果を挙げたとして中央労働災害防止協会「会長賞Jを贈られ

ました。現場の活動の主軸であるKY活動に魂を入れるため、

どのようなことをしたか、管理・監督者のKY活動である「問いかけ

KY Jの充実化を図りながらライン管理化を推し進めています。

KY活動の形骸化に悩む方々にとって非常に参考となる内容の

DVDビデオです。

E・ 陪 亙 唱 でE

労働安全衛生マネジメントシステムと職長

・全2巻￥70,000（税別） 各巻￥38,000（税別）

・監修中央労働災害防止協会

三遊亭小選三がおくる

・第 1巻リスクアセスメントの固で見直そう！職長の
安全活動 （21分）

現場の安全衛生活動と、 OSHMSとの関わり、特にリスクアセス

メントをどのように活かすかを中心に解説します。三遊亭小遊三

師匠の歯切れのいい語りで親しみゃすく理解できます。

園第2巻みんなで見つける現場の危険 （18分）

職長の安全一日を追いながら、現場の安全衛生活動にOSHMS

がど、う関わってくるのか、リスクアセスメン卜の結果の活かし方を

具体的に解説します。

ある現場の偽装踊負の代償

一安衡法・建，II去・ヨ長選法からの追及

・23分 ・￥43,000（税別）

－土木工事現場で墜落の重大災害が発生

．監官官が災害調査に来る

－監理技術者とは主任技術者とは何かほか

建設現場では、元請・協力会社の請負関係にある事業者が、

現場で作業をする時、各事業者が、自社の作業員の労働災害を

防止するため、安衛法では、元請に対し統括管理の義務を課し、

協力会社には、事業者責任による安全衛生管理の義務を課して

います。元請と協力会社が一体となって安全管理をして、はじ

めて効果があります。この作品は厚生労働省の「元方事業者に

よる建設現場安全管理指針jに基づいて制作した教材です。

・第 1巻 一元方事業者編ー（41分）

元請・所長研修・安全衛生管理者教育に

・第2巻 一 関係請負人編一（34分）

事業者・職長・安全衛生責任者教育に

労災の代償金祉崩篇

一事襲主と嶋長がすすめる9つの安全管理一

・20分 ・全1巻 DVD ¥43,000 （税別）

実例に菖づき災害再現

－移動式クレーンの転倒 ・クレーン転倒の原因

．業務上過失致死傷容疑で書類送検

災害発生後会社は「5つのダメージ」を受ける
①刑事罰 ②損害賠償 ③元請は国・公共機関からの発注停止

④協力会社は元請からの発注停止 ⑤社会的責任

災害を防ぐカギは「安全文化J
災害を起こさないための9つの安全管理

①安全方針の基礎 ②年度安全衛生計画の作成 ③リスク

アセスメント入り作業手順害の作成 ④職長の意識づけ（自覚）

⑤事業主パトロールの実施 ⑥有資格者の配置 ⑦安全教育の

徹底 ⑥健康診断の実施 ⑨協力会社への指導

もう労基署は怖くない
監督官を現場の安全安心のアドバイザーに一

・50分 ・全1巻 DVD ¥43,000 （税別）

パート 1(27分）

0労基署・監督官の役割 O元監督官のインタビ‘ュ－

O臨検時の対応・安全点検パトロール

O墜落災害発生 O現場検証 O費用徴収制度とは

パート2(23分参考資料）

これだけは知っておきたい

労働基準監督署への適正対応のしかた
1)監督官の権限及び措置は

2）臨検監督（臨検）とは他 19項目

各巻別売価格￥43,000（税別）
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知っていますか安全配慮義務
一緩営者、管理者は伺をすべきか一

・23分 ・￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

使用者が刑事責任のほかに民事責任を問われるケースか、増えて

きている。この「責任Jの根拠が「安全配慮義務jであり、責任を

問われる「使用者jとは経営者や管理職、すなわち「あなたJです。

実際の事例をモデルにしたドラマ形式の教材です。

協力会祉の事集者責任

各巻￥38,000（税別）

・第t巻判例から学ぶ四重責任 （約15分）

労働災害が発生すれば、様々な責任から、事業者であるあなたは

決して逃れることはできません。多額の賠償金を支払うために、

家財を売り払ったり、取引停止によって会社が倒産したりする

など、悲惨な結果になるおそれがあるのです。事業者の四重責任

を肝に銘じ日頃から十分な安全対策を施すことが、事業者であり

雇用主であるあなたの責務なのです。

・第2巻安全国慮義務とは何か （約15分）

弁護士が過去に裁判で直面した、不安全行動による災害事例で

事業主が多額の損害賠償判決を受けたことや、またそのとき事業

主の置かれた立場や行動など白から安全配慮義務とは何か、また

その事の重大性を目の当たりにし、相談者の事業主は同じ過ちを

犯すところを救われる織をドラマを通して紹介し、労働災害が発生

した時の経営責任者が背負う義務と責任について学んでいきます。

・全2巻 ¥76,000 （税別）
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DVDで阜わかり労働安全衛生法

・140分 ・全1巻￥20,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

－複雑で分かりつらい安衛j去を映像と音声で解説し、

誰でもわかるように工夫l

・安衛i去の全体像から個別条項、

関連する政省令まで傭撤して理解！
．安衛法各章ご、とのチャフ．ターで、

知りたい情報にすぐアクセス、すぐ確認l

－付録資料（パソコン専用）で、

安全衛生基準に関係する各案衛関係規則を網羅！

~旬；J8,常懸貯金；z-ア
分 ・￥45,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・監修山本晴義 （横浜労災病院メンヲルヘルスセンヲ長、医学博士）

、－－9ー．飛鳥井望 （東京都医学総合研究所副所長、医学博士）

職場選視の効果的な進め方
見る進観から考える遂思ヘー

・20分 ・￥50,000（税jJIJ)

・企画・製作：映像研 ・DVD試写不可

「職場巡視j実施上のポイントを6点に絞って解説。巡視後の

リスクアセスメントを活用した事例措置まで提案します。

〈改訂蔵〉不安全行動と災害
～労働災害はなぜ起きた？～

・17分 ・￥54,500（税別）

労働災害防止の原則を理解頂くと共に、実際に災害に至った

不安全行動を具体的に認識することで、日々の作業行動における

潜在危機の予測と安全意識の高揚をねらいとしています。

災害・事故後1～3ヶ月以内に精神保健上の問題が顕著化します。また、災害後PTSD

は部分的なものを含めると30～40%に発症、 15～20%が慢性化するといわれています。

このDVDでは、重大事故・事件・自然災害など何らかの惨事に職場や労働者が遭遇、被災

した場合に、長期的な落ち込みゃPTSDに至らないための予防策を細かく解説します。

0トラウマ、 PTSDとはワ

O回復のための心構え

Oトラウマ、 PTSDの個人差 Oトラウマ、 PTSDとなるきっかけ

O周囲のサポート O管理監督者の役割

l肌指差 呼称 、ヒ ヤ山 ト

＠ カード一人KYの進め方

・15分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

・企画製作．映像研 ・DVD賦写不可

前作「一人KY活動の進め方」が好評をいただき、「自問自答

カード」を使った一人KY活動が今全国の事業所に広がってい

ます。そこで一人KY活動シリーズ第二弾の映像教材として、自

問自答カードによる一人KYの基本と進め方のポイン卜、事業場

での応用事例を紹介します。

＠ 金”加で・安全締り附活動J
・20分 ・全1，巻 DVD ¥40,000 （税別） ・lillJ読本付

危険予知活動は、現場や作業の状況の中に潜む「危険要因J、
つまり労働災害や事故の原因となる「不安全状態jや「不安全

行動jを職場の小集団活動で話し合い、考えあい、分かりあって

事前に対策をたてて実行することで災害をゼ口にすることが目的

です。このDVDでは、災害事例を交えながら、 KY活動の良さや、

リーダーの心得、リスクアセスメントの手法を取り入れた効果的な

やり方などを、わかりやすく説明しています。職長教育や、 KY

活動のマンネリ化防止にご利用くださし lo

一人KY活動の進め方

・23分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

・企画 ・制作映像研 ・DVD訳写不可

KY 活動は今や全国全産業で広く行われています。しかし、近年の

産業構造の変化や機械の自動化が進み作業車が一人で作業

したり、非定常作業での単独作業が増えています。日常のKY活動

をみると作業チーム全員で毎朝KYミーティングを行い、みんなで

安全の行動目標を決め作業に入っています。しかし、現状はミー

テインクの時聞が短く、いつも同じ内容になってしまい、いざ現場に

入ると行動目標を実践していないという声が聞かれます。KY

ミーティングの最重要目的は、一人ひとりが現場で危険感覚を持ち

安全行動を取ることです。この作品は「チームKY」をさらに進化

させ「一人KY活動jへ具体的手法を紹介します。

管理・監督者のKY活動～

闘いか付KYの進め方
・23分 ・￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

問いかけKYは、管理監督者が現場の作業者にやらせるだけに

なりがちな活動に目を配り、内容を充実させるものです。このビデオ

は、作業者が現場で行うKY活動を、活き活きとしたものに改善

させる管理監督者必須のKY活動活性化のための映像教材です。

見落としていませんか危険を
～煽たな視点で｛遂思｝で安全パトロールを見直そう～

・23分 ・1巻￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

今までエ行ってきたパトロール手法に限界を感じたり、新たな危険を

見つける事が出来ないスタッフ（安全・衛生）の方は意外に多いの

ではないでしょうか？！本ビデオではこの現状を打破するためには

新しい視点（逆転の発想）が重要であり、そのポイント （視点）に

ついて具体的な状況事例をあげて分かり易く紹介しています。

d司、



最新－KYTの進め方
～書店礎4ラウンド滋研修用～

・23分 ・￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

中央労働災害防止協会ゼ口災推進部の監修のもと、従来の各種

KTM4ラウンド法の進め方ビデオ作品を見直しました。新しい事例

のトレーニング用イラストとその再現映像を対比させながら、危険

要因を分かりゃすく解説するとともに、最新の進め方を紹介しますo

ll•~亙孟Fι...

A 監督者 •KY リーダーのための

短時間KYマエュアル《贋造’R・N・B寮編》
・全2巻 ・￥86,000（税別） 各巻￥43,000（税別）・3肩1巻スリーステップで進めるSKY

ーマンネリ化克服3点セット (18分）

①危険をホンネで危険と気付く短時間SKY手法 ②現場第一線

によいKYテーマを提供するためのKYカードの作成 ③KYや

指差呼称を始業から終業までに活かす KYサイクル活動、の

推進を解説します。

・第2巻実践SKY三つの手法
いつでも、どこでも、憾でもできるー（19分）

現場で毎日実践できるSKYについて、 ①チームSKY ②1人

SKY ③一項目 SKYの3つの進め方を具体的に解説。このほか、

「危険のとらえ方jも紹介します。

＠ あなたを守 るあなたのための鱒呼称

・15分 ・全1巻 DVD ¥40,000 （税別） ・添付資料・副読本付き

「指差呼称Jとは、作業の要所要所で、自分の体全体を使って

安全を確認する日本独自のすぐれた手法で、建設工事現場に

広く普及してきましたが、近年その形骸化が目立ち、効果が薄れて

きています。この DVDは、災害事例を交えながら、労働災害の

発生要因を考え、再発防止対策としての指差呼称の効果と、

正しい指差呼称の手法を学ぶことが出来ます。

指撞呼称で防げ
職場のヒューマンエラー

・20分 ・全1，巻 DVD ¥50,000 （税別）

・下段作品「指差呼称していますか」と2巻セット￥80,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

今やヒューマンエラーを防ぐ決め手である指差呼称は製造業だけ

でなくサービス業（流通、銀行、病院等）にも拡がっています。

現場をサービス業に置き、ヒューマンエラーについて基礎知識、

効果について解説していきます。

指差呼樟してますか
～定省化のポイント～

・16分 ・全1，巻 DVD ¥50,000 （税別）

・上段作品「指差呼称で防げ職場のヒューマンエラーJと2巻セy卜￥80,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

指差呼称が広く普及している製造現場での問題点、マンネリ化に

焦点をあて、その打開策を提案します。

ョ・島亙‘’竺E

やっていますか指差呼称

・全3巻￥90,300（税別） 各巻￥43,000（税別）

指差呼称がなぜエラー事故防止のキメテなのか、どのように作業

行動の要所要所で安全確認をするのか、やる気で指差し呼称を実践

するためのポイントは何かなどについて、わかりやすく解説しました0

・第t巻指差呼称のめざすものーエラー事故防止のキメテー
(15分）

園第2巻指差呼称の実践方法－＆本とその活用 （15分）・2店3巻指差呼称の推進方法恥ずかしさをどう超えるか
(15分）

2・島~~

ー人危険予知（KY）の腕みがき

・全3巻 ￥114,000（税別） 各巻￥38,000（税買lj)

・第 1巻リフレッシュ・ 4ラウンド KY(4o分）

一人KYとチーム KY活動／一人4ラウンドKYの進め方と自己

チェック／危険要因の正しい捉え方

・第2巻リフレッシュ・短時間 KY(30分）

みんなで早く正しく KY／一人ワンポイン卜KYの進め方と自己

チェック ルールを守る職場づくり

・第3巻リフレッシュ・自問自答 KY(3o分）

危険に気付く 一人自問自答 KYの進め方と自己チェック／

ヨイカ？ヨシ！指差呼称の実践法

監管省・リーダーのためのKYサイクル

安全ミーテイングの進め方
-KY 活動活性化のために一 《創造，R・N・般集編》

・20分 ・￥43,000（税別）

活力を失い形骸化か‘叫ばれている安全ミーテイング。イキイキと、

キビキビとしたミーティングのためのポイントを具体例とともに

解説します。

日々の作業行動災害を防ぐ
一点検確寵！櫨寵！一

・18分 ・￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

業種を問わず多くの事業場で行われている台車作業、脚立、

梯子、カッターナイフ、階段歩行、手荷物運搬、コンベア作業

など、比較的軽作業だと軽視し意外に災害の多い作業について

作業事例やその行動説し対策を例示します。

種本を徹底する 5Sの鉄則
～着眼点と取り組み方～

・57分 ・1巻￥90,000（税別） ・日本語・英語・中国語で視聴可能

グローパル化に直面している製造現場では、正社員だけでなく、

!'i－卜・アルバイト・契約社員など多様な働き方の従業員が増

えています。より働きやすい職場、生産性の高い職場にしていく

には、 5Sをベースとした職場風土の定着が欠かせません。

［［整理］一着眼点とポイントー］ ［［整頓］一着眼点とポイントー｝

［［清掃］一着眼点とポイントー］ ［［清潔］一着眼点とポイントー］

［［しつけ］一着眼点とポイントー］

これで納得！職場の5S

・60分 ・全1牧￥99,000（税別）

．第1巻職場が変わる！ 5Sの喜基本 （約20分）

．，店2巻実践！職場の5S一生産現編組ー（約15分）

・第3巻実践！職場の5S一事務現場編ー（約15分）

事例で学ぶこれが5Sだ！

・約85分 ・￥100,000（税別）

・日本館・英語・中国語・ポルトガル語で視聴可能

5S活動は、仕事の基本をしっかり身につけさせるための基鐙づくり

に欠かせません。5S実践についての重要性を深く理解できるとと

もに改善への意欲向上にもつながる内容です。

5Sの基本／ Seiri整理／ Seiton整頓 Seiso清掃／

Seikets u清潔／ Shitsuke 銭／事務の5S
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リフレッシュ安全衛生委員会

～機能する安全衛生雲員会を目指して～

・22分 ・￥50,000（税別）
・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

安全衛生法の改正により、安全衛生委員会の活性化のため

の、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステム

(OSHMS）等の事項が調査審議事項として追加されました。

しかし、一方では、安全衛生委員会の形骸化・運営のマンネリ

化が指摘されています。本ビデオは、安全衛生委員会がより機

能するための「5つのポイントjをドラマ形式でまとめています。

これから働くみなさんへ安全衛生の基本と心得

・全3巻 ・￥72,000（税別） 各巻￥24,000（税別）
・監修田辺肇

・第 1巻なぜ、安全活動なのか （15分）
職場のマナー、ルール、正しい作業方法、 5S活動、安全ミー

ティング、他

・第2巻なぜ、労働衛生なのか （15分）

自主的に体調をベストに、快適な作業環境、作業服装と保護具、

設備、他

・第3巻なぜ、健康づくりなのか （15分）
日々の生活習慣、正しい食生活、疲労回復と休養、適度な運動、他

安全衛生 の基礎事典 一新任担当者のために一

・27分 ・￥54,500（税別）

安全衛生関係部署に配属された新任担当者を対象に、より

専門的な学習の前に是非習得いただきたい安全衛生の基本的な

考え方、原理原則、用語などについて解説します。

1労働災害の発生原因と災害統計 2.災害予測とリスク排除

3労働災害防止の基礎知識

［ヒーンエラー

新入祉賓のための製造現場の常藤

・40分 ・全1枚￥60,000（税別）

製造業の新入社員を対象に、製造現場における仕事の基本（常識）

を解説。社会人としてのルール、 QCD（品質・コスト・納期）の

重要性、報・連・相や対人関係などをドラマで紹介します。

・第 1巻職場と仕事の基本 （20分）

・第2巻仕事の進め方 （20分）

盤 理 韓 頓 の 基 礎 知 識

職場ですすめる4Sのポイントー

・20分 ・￥54,500（税別）

「整理整頓jは働く人の安全を確保する大切な基本の一つで

あり、生産性や品質の向上にも、大いに寄与します。整理整頓

(4S）の基本心得（5項目〉／整理整頓（4S）のポイント

RST講座職長教育映像教材集
民｛労働省方式） s （安全衛生殺膏） T （トレーナー｝

［円ST講座VOL.1］・89分 ・￥50,000（税別）
[RST講座VOL.2］・87分 ・￥50,000（税別）
［円ST講座VOL.3］・68分 ・￥50,000（税別）
[VOL.1・2・3セァ卜］・￥120,000（税別）
・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

労働安全衛生法第60条では、現場職長に対する安全衛生教育に

ついて定められています。その安全衛生教育を担当するトレー

ナーを養成するのが「RST講座j。このDVDは中災防の東京・

大阪教育センターで行われている「RST講座」で使用されている

教材映像 11本をVOL.1(6本）、 VOL.2(5本）に整備し発売

するものです。

＠．・・a
芳賀繁のヒューマンエラー対鮒塵DVD職場の安全と心理学

・全2巻￥95,000（税別）／各巻￥47,500（税別）

・第 1巻ミステイクアクションスリップ （約30分） ｜・第2巻記憶のミスリスク行動（約27分）
0ミステイクとは Oミステイクのメカニズム Oミステイクの ｜ O記憶にミスとは O記憶のミスの防止策 O職場の安全対策

防止策 Oアクションスリッフ．とは O習慣化の落とし穴 Oアク ｜ O不安全行動の心理 Oリスクの共存 O安全への動機づけ

ションスリッフ。の防止策 ｜ 

ハガにゃん敏授の自分でできるヒューマンエラー対策
勘違い・物忘れ

・全2巻￥95,000（税g1J)／各巻￥47,500（税別）

・第t巻勘違い～メカニズムと防止策～（25分）

園第2巻物忘れ～メカニズムと防止策～（20分）

ハガにゃん教綬の自分でできるとューマンzラー対策
安全の人間学実感編

・全3巻￥142,500（税別）／各巻￥47,500（税別）

・第 1巻安全対策と安心の落とし穴 （24分）

・第2巻不安全行動とリスク補償行動 （23分）

・第3巻不注意と安全への動機づけ （16分）

ハガにゃん微授の

ヒューマンエラー対策 t0 
・全3巻￥142,500（税別） 各巻￥47,500（税別）

・第 1巻事故頻度トップ3の対策編 （20分）

・第2巻安全対策の菖本編（20分）

・第3巻日頃の心がけ編 （20分）

現場のウツカリボンヤリ閉止シリーズ

・全2巻 ・￥80,000（税別）／各巻￥45,000（税別）

・第 1巻私の私による私のための安全
一自分のヒューマンエラーを防ぐポイント3 (20分）

・第2巻監督者の態度が部下を守る
部下のヒューマンエラーを防ぐポイント5ー（20分）
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酸欠、粉じん、有機溶剤、他

fプ＼ CGで見せる！災書・例と安全，oのポイント
l準新作：て土Y荷役作業の労働災害
・全2巻 DVD ¥80,000 （税別） 各巻￥40,000（税別）

・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・監修労働安全衛生コンサルヲントデループ

技術士前川謹；古・石田義昭・志村博正

全産業における労働災害の発生件数はこの25年で半減している

にもかかわらず、陸運業が占める割合は8%から12%に増加して

います。そしてその約70%を荷役災害が占めています。本

DVDでは、工場や倉庫におけるフオークリフト、ハンドリフト、

ロールボックスパレッ卜等の災害、トラックの荷台で－の様々な災害

事例をCGアニメにより正確に再現。その原因と対策を分かり

やすく解説し安全のポイント 10をテンポよく説明します。不安全

行動を許さない安全再点検DVDシリース・第2弾。

・第 1巻工場・倉庫の搬送編 （18分）
①フォークリフトが急停止して、荷が崩れ歩行中の作業員に激突する

②フォークリフトで作業中に事務員に気づかずに荷との聞に挟む

①フォークリフトの運転席から身を乗り出して身体を挟まれる

④ハンドリフトで運搬中、段差で荷が倒れ作業員が下敷きになる

⑤ロールボックスパレッ卜が足首にぶつかりアキレス臆を痛める

⑤ベルトコンベヤーの荷を直そうとして手首を巻き込まれる

。フォークリフト、手動運搬器具、コンベヤーの安全10のポイント

・第2巻トラックの積卸し編 （18分）

①テールゲートリフターからロールホ、ツクスパレットが落下、

作業員が下敷きになる

②トラックの荷台にいた合図者が

フォークリフトの荷に押されて荷台から墜落

③荷台のあおりに乗ってベルトを緩めているときに滑って転落

④トラックの荷台から飛び降りて足首を捻挫

⑤誤ってスイッチに触れて運転手が

トラックのウインクルーフに挟まれる

⑥クレーンを使って荷卸し中、

荷が振れて作業員が荷台から転落
。平ボテsイトラック、／可ンボディトラック、

クレーンの安全10のポイント

酸欠を甘く見るな！
～.察欠乏症等の防止～

・21分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別） ・副院本「酸欠危険作業J添付

・下記 「二次災害の防止と一次救命処置Jとセット価格￥52,000（税別）

このDVDはドラマ仕立てで危うく「酸素欠乏症Jの災害を起こす

一歩手前の二人の作業員を見つけ、作業に待ったをかけ、死と

となり合わせの「酸素欠乏症」とはどのようなものなのかを、

様々な事例を交えながら分かりゃすく解説していきます。

1.酸素欠乏症の症状と発生の原因

2.酸素欠乏症等災害事例

3.酸素濃度測定器・硫化水素測定器

二次災害の防止と一次救命処置（手当・AED)

～.欠災害から掌ぶ～
・15分 ・全1巻 DVD ¥25,000 （税別）

e11J院本「ケガをしても、あわて立いで応急処置J添付

・上！i'.I酸欠を甘く見るなけとセット価格￥52,000（税別）

酸素欠乏症で、不運にも万が一事故が起きてしまった場合の、二次

災害の防止と（一次）救命処置について分かりゃすく解説します。

・心肺蘇生の仕方 （AEDの使い方）

酸素欠乏症等災害の発生状況と問題点／酸素欠乏と硫化水素の

発生原因 硫化水素中毒の症状と酸素欠乏症／酸素欠乏症等

災害防止の基本、他

酸欠ココが危ない！！
一眼事欠乏症・硫化水索中毒を防ぐためには一

・15分 ・1巻￥38,000（税別）

・酸欠症及び硫化水素中毒はなぜ起こるか

・酸欠の災害事例・酸欠の起きる危険場所とは

・建設業における酸欠の危険場所・酸欠の発生原因

・酸欠の症状・酸欠の防止対策・二次災害防止・救命措置

〈改町脹〉酸欠症等の災害事例と安全作襲の
ポイント 霞察欠乏危険場所で働く皆さんに

・25分 ・￥54,500（税別）

〈改町m＞ふせげ！酸欠災害

・32分 ・￥54,500（税別）

酸素欠乏空気の発生原因と災害事例 硫化水素の発生原因と

災害事例 酸欠危険作業での災害の原因 安全な酸欠危険

作業のポイント、他

グラインターの正しい使い方
～卓上周グラインダー・ディスクグラインタ由編～

・19分 ・1巻￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

本ビデオは「研削といしの基礎知識J「卓上・テ・イスクク、ラインダー

の基礎知識H作業前点検・準備J「研削作業H保守点検Jの
パートに分け、理解しやすい構成にしました。
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グラインダーの正しい使い方・2

研削といし取替え作業
・14分 ・1巻￥30,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

本ビデオは「研削といしの取替え時の試運転業務jに関する

特別教育のうち「自由研削といしの取り付け方法及び試運転の

方法jのポイント（例／バランスのとり方・打音検査等）；をビデオ

ならではの臨場感とわかりやすいナレーションで解説。

みえない空気酸欠轄の災害を防ぐ

・20分 ・全1巻￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

酸素欠乏や硫化水素中毒による死亡災害は、減つてはいるものの、

いまだに絶えません。特に、製造業、建設業、清掃業など多くの

作業で発生しており、救助に行った人が二次災害にあうことも多々

あります。作業員のひとたちに酸素欠乏症等の危険性を認識して

もらえるよう豊富なわかりやすい映像・イラストで製作しています。

E・画~’弓E

毒物・劇物の管理

・15分 ・￥45,000（税別）

大丈夫ですか？あなたの事業所
毒物・劇物による犯罪や事件／中毒事散の事例 毒物劇物危害

防止規定の要点／製造業・研究所での主な対策例／盗難防止の

保管管理方法／漏えい・流出の対策方法他



〈改訂版〉安全衛生保護異を正しく使おう

・18分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

・企画・製作．映像研 ・DVD試写不可

製造業で多い「災害ワースト3Jの一つが「切れ・こすれ災害j

です。カッタ一、ドライバー等を使用する軽作業から、ボール盤、

ハンドグラインダー、などの加工機械によるものまで様々な作業で

起きています。本作品では、 20余件の切れ・こすれ災害を迫力

ある映像で再現、災害の怖さを体感できます。また、各事例の

危険要因と災害防止のためのポイント、災害防止に共通する

点検、整理整頓等環境整備、正しい作業手順を解説します。

1、軽作業での「切れこすれ災害」 2、機械加工作業での

「切れこすれ災害j 3、災害防止に効果的な活動

アッ！切った・こすった

・25分 ・￥54,500（税別）

体感

＠ 災害車倒的製造現場の安全対策

・90分 ・全1巻 DVD ¥180,000 （税別）

・（日本語 ・英語・中学語・ 9イ語・インドネシア語）

本DVDは、実際に起こった災害を忠実に再現して映像化した

ものです。それぞれの事例の災害防止のポイントを一般化し、どの

ような工場、設備機械でも通用する内容にまとめています。また、

リアリティを追求し、視聴者に事故の恐ろしさを感じてもらえる

ように工夫を凝らしています。知識面だけでなく、感情面からも

安全教育を行うことで、より一層の教育効果が期待できます。

現場の火災とそのダメージ
防ごうあなたの磁場の火災事敏一

・27分 ・1巻￥43,000（税別）

［パート 1]

O火災の主な出火原因 O火災事例 O溶接・溶断作業の

火災防止対策Oアスフアルト防水作業 O電気作業 O電気

作業の火災防止対策 Oたばこの火災防止対策 O放火による

火災防止対策 O火気の管理 O火災防止の基本的な実施

事項 O火気使用チェック票を使用

［パート 2］建設資材の燃焼実験

・全2巻 DVD ¥90,000 （税g,J)／各巻￥45,000（税別）

・第 1巻産業ロボット安全の基本 （15分）

実験でロボッ卜の持つパワーとスピード、さらに危険性などを、

見る人に認識させ、安全に作業するための基本的な方法や手順を

具体的にわかりやすく解説します。

・第2巻産業ロボットの教示ポイント （14分）

この作品では教示作業の持つ危険性とともに安全に教示作業を

するためのポイントについて、具体的にわかりやすく解説します。

ロボット災害防止訓練DVD教材
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正しい粉じん作業の基礎知識

じん肺の起こり方／粉じん障害防止の関係法令／粉じんによる

疾病を防ぐには／じん肺の健康管理

・29分 ・￥54,500（税別）

騒音障害を訪ごう－•害防止の革礎知機一

・32分 ・￥54,500（税g,J)

1目音の正体と性質 2.騒音の影響

4.騒音障害を予防する対策の基本

正しい呼吸用保護具の使い方

・29分 ・￥54,500（税別）

呼吸用保護具の種類／機能と構造・選定方法／マスク装着

方法（フィットテスト） ／使用上の注意事項／点検と手入れ
3 騒音性難聴の症状

〈改訂版〉爆発火災関止の基礎知識

＼』〆〆・32分 ・￥54,500（税別）

安全スタッフや管理監督者を対象に、爆発現象に関する基礎

知識とその事例や予防対策を解説します。

工具の正しい使い方
手動工具編

・約20分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

・下段作品 「工具の正しい使い方電動工具編jと2巻セット￥80,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

使い慣れた工具だからといって基本をおろそかにして危険な自に

あうこともあります。使い方を間違えれば、軽微な災害から重篤

災害までの災害要因となり得ます。そこで、新入者や協力企業の

従事者など未熟練で工具を扱う作業者向けに、工具の正しい

安全な扱い方、作業のコツなどのポイントを手動工具編と電動

工具編2編構成で映像化します。 40歳を超えたら一加齢と安全一

・17分 ・￥38,000（税別）

平衡感覚、脚筋力など、 40歳を超えたら自分の機能低下を自覚

して、一人ひとりが、また職場のみんなで慎重な行動をとることを

提唱します。

工異の正しい使い方
電動工具編

・約20分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

・上段作品 「工具の正しい使い方手動工具編Jと2巻セ‘ノト￥80,000（税別）

・企画・製作 映像研 ・DVD試写不可

軽〈見るな！転倒災害
『我が身、人の身、会祉の身j

・18分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別）

転倒災害はいつでも、どこでも、だれにでも発生するため、「ちょっと

転んだだけ1・「急いでいたためJと言って軽視されがちです。その

ため、十分な対策もなされず‘大けがを負ってしまうこともあります。

このDVDではこれらの転倒災害の要因・原因・対策をCGや実際

の災害事例を実写で再現し、分かりゃすく解説していきます。

〈改訂版〉プレス作業安全の基本

各巻￥47,500（税別）

プレス機械の革本構造 （約25分）

安全装置の仕組みと正しい使い方 （約32分）

安全作業のすすめ方 （約27分）

・全3巻￥142,500（税別）

・第 1巻
・第2巻
・第3巻
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有機溶剤申膏にならないために
Eしく学ぶ建股寮の有機溶剤墨礎知鴎

・23分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別）

・副院本「有機溶剤による健康障害をなくそうJ(1冊）添付

このDVDは、落語家立川こしらさん演じるやや頑固な性格の先輩

作業員と、新人の女性作業員が、いろいろな「ことわざJを交えて、

テンポ良く有機溶剤jの知識を確認していきます。2人の軽快な会話

で、分かりゃすく建設業の有機溶剤の基礎知識を説明しています。

転倒災害はこうして防ぐ
一転ばぬ先の安全の知恵一

・17分 ・￥40,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

職場環境の問題点や加齢による身体機能の低下など、さまざまな

転倒の原因を検証し、その上で転びにくい職場環境づくりや

身体の機能面・メンタル面から行う対策などを提案します。

3.有機溶剤とは？

~注）安全な有機溶剤作集の菖礎知蟻
＼一...7～有機湾剤申毒を防ぐには～
・26分 ・全1巻 DV.D ¥54,500 （税別）

1.プロローグ 2.有機溶剤中毒発生状況

4.有機溶剤中毒にならないためには？

5.ぱく露を低減する設備の設置 6作業の管理

7作業環境の測定 8健康診断 9保護具

10.有機溶剤等の貯蔵及び空容器の処理

11.有機溶剤業務従事者数育 12.エピローク

ガイドラインに基づ〈
職場の救命処置と応急手当

・21分 ・DVD1巻￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

職場で緊急事態が発生した場合に、適切かつ速やかに救護で

きる知識と技能を身につけておくことが求められます。このビデオ

では、 2010年に改正された心肺蘇生法国際ガイドラインによる

心筋蘇生法に基ついた救命処置と応急手当にスポットを当て、

職場ですぐに行える実践内容を具体的に分かりゃすく解説します。

〈改町版〉心肺蘇生法とAEDの実綾
ーいざという時のために一

・15分 ・￥43,500（税別）

産業界で数多く使用されている有機溶剤は、便利さの反面、慢性

の健康障害や、時には急性中毒の死亡災害さえも引き起こします。

本作品は、特別有機溶剤・ SDS等の項目を追加改定しました。

1.有機溶剤の活躍と中毒による災害事例

2.人体に対する毒性と作用 3.有機溶剤jの危険性

4.有機則の概要 5.有機溶剤中毒を防ぐには

6.もし異常を感じたら 7.防毒マスクの使い方

呼吸停止した傷病者に人工呼吸をほどこした場合の蘇生可能時聞

は、 1分後では約98%なのが、 5分後では25%と急激に低下します。

〈破町E旗〉救急・救命手当の一般心得
ーいざという喝のために一

・24分 ・￥54,500（税別）

救急体制の整備＝救急・救命用具／訓練／緊急時連絡先／

基本的な救急・救命手当＝救命手当／傷病者の体位他

ケーススタディ有機溶剤による災害を防ぐには
一作集中の急性中毒の防止対簸一

・31分 ・￥54,500（税別）

はさまれ・巻き込まれ⑫ どこでも
・全2巻 DVD セ・ノト価格￥80,000（税別）

・企画・製作．映像研 ・DVD試写不可

急性中毒災害の経緯と原因／急性中毒に共通する災害状況・

原因／有機溶剤による急性中毒とは／有機溶剤の取り扱い上の

危険性／ 他

各巻￥50,000（税別）

今日のように設備・機械の安全化が進んだ職場でも「はさまれ・巻き

込まれj災害は多発しており、最優先のテーマです。そして、その

原因のほとんどは、作業手順・ルール無視にあると恩われます。本作

では多様な事故・作業シーンを再現し、分かっていてもつい起こして

しまう「はさまれ・巻き込まれ災害jが如何に怖い災害であるかを

視聴者に訴えかけ、不安全行動災害を起こさぬよう呼びかけます。
・20分 ・￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

有機溶剤は、便利で有用性が高く、洗浄、塗装、印刷などさまざま

な作業、幅広い業態で使用され、普段何気なく使われております。

愚近では、印刷事業場で元従業員が胆管がんを発症したとされる

問題も発生しています。映像では、有機溶剤の特徴や種類、

どんな中毒になるのか、それはどんな症状か、さらにどのように

取扱い、管理をすればよいのかなど、多織な角度から、事例を

取り入れなから、中毒などを起こさせないための知識・情報、

取扱いの仕方を作業者の視点でわかりやすく解説します。

有機溶剤中毒を防ぐ！

はさまれ編 （15分）
巻き込まれ編 （15分）

熱傷・藁傷災害はなくせる
一身近な高温・有審物による事敏を防ぐ一

・16分 ・￥40,000（税別）

・企画・製作ー映像研 ・DVD試写不可

ポンプの分解中、ホースの取り外し作業中、などの事故例で、

熱傷・薬傷災害がどのように発生するのかを分かりやすく示し、

どのようにすべきかを具体的に解説します。

・第 1巻

・第2巻
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〈故町廠〉藁偏防止の事礎知醸－•・アルカリー
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・27分 ・￥54,500（税別）

特定化学物質とアルカリの性質、用途、危険・有害性、取り扱い

上の注意事項、実験をまじえて解説します。

特定化学物質障害予防規則、略称・特化則は、発がんや急性

慢性の健康障害を引き起こす恐れのある化学物質を規制対象と

して、その予防のための詳細な規定を定めています。

1.化学物質の危険有害性の種別と法規制

2.特化則の目的と作業主任者の職務

3.特化物による健康障害予防対策を有効に推進するには

特化物の分類と定義／特化物の構成／特化物の性状と人体への

接触・進入経路／SDS／作業環境改善の原則／作業環境測定／

リスクアセスメントの手順／漏えい防止措置の基本
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〈改町廠〉低圧電気災害と安全
一日常作家の安全心得一

・24分 ・￥54,500（税別）

低圧電気を安全に使用するための基本的ポイントについて解説

します。電気取扱者の再教育用教材としても活用頂けます。

高圧電気取飯い作業の安全
一高電圧電気殴備編一

・26分 ・￥54,500（税別）

高電圧電気取級い作業では、綿密な作業計画に基づく、適切な

安全対策を講じた上、作業手順通りに作業しなければなりません。

〈改町販〉静電気災害を防ぐには

t:::::¥知っておきたい低圧電気の衝撃t改訂版 j
、、ーノ －••災害を防ぐために一
・21分 ・1巻￥38,000（税別）

低庄電気による感電災害が多く発生しています。現場でよく

使用される電動工具類での感電や特別教育を終了した者が

行なえる作業の紹介、もし感電した時、二次災害を防ぐための

方法等災害事例を交えて低圧電気の基礎知識を解説します。

電気取扱い作業の安全
一低E電気の湛礎知隙ー

・約20分 ・全1巻￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

感電災害から作業者を守るためには 1人ひとりが安全作業に

必要な基礎知識と技能を事前に身につけておく事が何より

大切です。本ビデオでは低圧の電気取級作業者に対する社内

教育用教材として基礎知識・技能を災害事例等を織り込み

臨場感あふれる映像で分かりやすく紹介します。

〈故町版D＞感電の基礎知.
ーその危険性と教急手当一

・24分 ・￥54,500（税別）
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・34分 ・￥54,500（税~IJ)

静電気は、火災爆発災害や、種々の生産阻害、 FA機器制御装置

の異常などを引き起こすやっかいな存在て－もあります。

電気の基礎知識／感電のメカニズム／感電の危険性の要因及

び人体への影響／救急手当

ー，、
r 』

向沿 アツ危ない！なぜ転倒するのか
＼二J ーその原因と予防対策一
・20分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別） ・転倒身体機能自己診断チェック票付

建設業では、人手不足から現場で働く作業員も高年齢者の方が、

戦力として働いておられます。しかし、加齢に伴う筋力・視力・

判断力・バランス機能などの低下が災害にもつながります。本

作品では、中高年齢者による転倒の原因と対策を解説し、そして

筋力を保持していくためのストレッチを紹介しています。

ぷ語~ 腰は体の要仕事の婁
準新作：
＼ー〆 一腰痛予防対績とストレッチー
・22分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税買IJ) ・腰痛自己診断チェッヲ票付

腰痛は休業4日以上の61"］を占める労災となっています。腰痛は

作業員にとっても苦痛となり、作業にも影響を及ぼします。本作品

は、作業員の方が腰痛についての知識とそして作業前の簡単

ストレッチでー未然に防げると分かり易く説いています。

＠ 墜落・転落・安全帯
～安全都で身を守れ～

・15分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

・企画・製作 映像研 ・DVD試写不可

平成27年金産業の労働災害の事故の型別の死亡者数の割合

は、墜落・転落が依然として25.3%と最も高くなっています。なぜ

墜落・転落事故は起こるのか、その要因は何か、なぜ安全帯を

使わないのか。このビデオでは、製造業、建設業など日常の高所

作業現場で頻繁に発生する墜落・転落災害の多様な事例から、

防止の決め手である安全帯使用を中心に、災害を起こさないため

の方策を作業者の視点からお届けします。

＠ 危険の見える化
飛来・落下災害防止

・29分 ・全1巻 DVD ¥43,000 （税別）

飛来・落下災害は第三者をまきこむ事もあります。この災害を

防ぐために見えない危険を見やすく、分かりやすくして、危険の

芽をつんでいくことが、大切です。そのために「危険の見える化J
により作業員が、どのような状態が危険なのかをひと目で分かる

ように具体的に解説します。

ζ二〉 必ずなくそう！墜落・転落災害
準新作［
＼一〆 現場の実倒から学ぶ災書原因と防止対策
・80分 ・全1巻 DVD ¥43,000 （税別） ・防止対策アンケート用紙付

墜落・転落は発生すると重篤な災害につながり、安全対策に

おける大きな課題です。本作品は建設現場内の作業箇所（足場・

関口部・屋根・トラック荷台・可搬式作業台・脚立等）からの

墜落・転落災害実例を再現し、その発生原因と防止対策を

分かり易く説明します。

・第1部実践・防止対策アンケート編 （約40分）

・第2部研修編 （約40分）

ー酸化炭素申書ココが危ない
ーエンジン式機械の正しい使い方一

・19分 ・全1，巻 DVD ¥38,000 （税別）

厚生労働省では、平成10年6月1日に「建設業における一酸化

炭素中毒予防のためのガイドラインjを策定し一層の予防対策を

図りました。建設現場で、こうした危険性のある作業を行う専門

工事業者に安衛関係法令の構ずべき措置を加えガイドラインに

示された内容に基づいて制作致しました。
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d元〕CGで見防災害事例と安全10のポイント
~〆 玉衝け・クレーン・足場舗
・32分 ・全1，巻￥45,000（税別） ・社内 LAN使用はP.2をご覧ください

・監修：労働安全衛生コンサルヲントヴループ
技術士前川護；台・石田義昭・志村博正

玉掛け、クレーン、足場の一連の作業における災害事例をCG

アニメにより正確に再現llその原因と対策を分かりやすく解説。

また、それぞれの作業の安全のポイン卜 10をテンポよく説明し

ます。不安全行動を許さない目と耳で感じる安全再点検DVD

シリーズ第1弾。平成27年7月安衛則改正のポイントを追加0

・玉掛け （約10分）

①ワイヤーが切断し荷が落下

①ワイヤーロープ選択ミス、荷が滑り落ちる

③つり荷に触れて指を挟む

④ドラグ・ショベ、ルでつり作業中のクランプ外れ

0玉掛け作業の安全 10のポイント

・クレーン（約10分）

①過負荷によるクレーンの横転

②トラックから荷下ろし作業中に他の荷が滑り落ちる

①強風によりクレーン転倒

④巻き過ぎて、ワイヤーが切断し荷が落下

⑤アウトリガー張出不足、積載型トラッククレーン転倒

。クレーン作業の安全10のポイント

・足場 （約12分）

①足場上でフレース運搬中、 1本が抜けて落下

②安全帯がカラビナからはずれて転落

③足場ユニット解体中、手袋が引っかかり転落

④足場解体作業の最後の一段で転落

⑤建わく運搬中につまづき、建わくを落下

。足場作業の安全10のポイント

平成27年7月安衛則改正のあらまし

＠ あなたの命をたくす安全帯
より安全なハーネス型に
ーハーネス型のEしい援省・使い方一

・25分 ・全1巻 DVD ¥43,000 （税別）

あなたの安全帯に命をあずけられますかl

建設現場で必ず着用される安全帯。従来の胴ベルト型よりハー

ネス型の方か、衝撃が少なくなります。なぜハーネス型がより安全

なのか。胴ベルト型とくらべ、ハーネス型の墜落時の身体への

荷重等を実験検証し、ハーネス型がより安全な理由を解説します。

そしてその正しし、装着と使い方も実演します。

新贋ありがとう安全帯
安全帝の正しい使い方

・15分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別）

安全帯を正しく使用していなかったために重大な災害に繋がった

ケースがしばしば起きています。現在、一般的に広く使用されて

いる安全帯は腰ベルト式が主流ですが、墜落時の身体への衝撃度

が少ないハーネス型の安全帯が着目されています。腰ベルト式

安全帯の正しい使い方を再確認するとともに、ハーネス型安全帯

の使用方法について解説します。

・安全帯は万全ではない・安全帯をしていたのに、なぜ、災害に？

・安全帯の正しい装着方法・フックの正しい掛け方

必ず守ろう！安全ルール
心にノ（くさび）を

・17分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別）

私たち作業員を守る三つのルール

①「国のルールj労働安全衛生法 ②「現場のルールj元請の

決まり ③「会社のルールj仕事の手順

あなたには、一家の大黒柱として家族を養うという「責任jと

「義務j；がある。今の災害は作業員のヒューマンエラーが原因の

ものが多く、これを無くせば災害をかなり減らすことができます。

このDVDは安全のルールを守らせるのではなく作業員自身が

ルールを守ろうと思ってもらうためのものです。何をしてはいけ

ないのか、しなければいけないのかを「労働安全衛生法j「安全

施工サイクル」「作業手順害」を元に説明します。

＠ 印刷は知っておきたい

建股作業の基本ベスト10 
・20分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別）

なぜ悲惨な事故や災害は繰り返し起こるのでしょうか。それは作業

の基本が守られていないからです。本 DVDでは、繰り返し発生

している災害の要因となっている設備や機会・工具などを10項目

に絞り込み、それぞ‘れの作業について事前に知っておくべきポイ

ントを解説します。新規入場者数育に、職長・安全衛生責任者の

能力向上教育に最適。もちろん、建設現場で働くすべての従業員

の大切な基本ルールが身につけられます。

これだけは守ろう革本ルール 17ヵ条
織り返し災害をなくすために

・23分 ・1巻￥38,000（税別）

基本ルール 17ヵ条

・「高所からの墜落災害j防止のための基本ルール 1～5

・「荷上げ・荷下し作業による災害」防止の基本ルール6～9
・「重機によるはさまれ・巻き込まれ災害J防止の

基本ルール 10～12

・「飛来・落下災害」、「土砂崩壊災害J、「転倒災害」防止の

ための基本ルール 13～15

・基本ルール 16
決められた作業手順は面倒だと感じても必すまもる

・基本ルール 17 あなたの身を守る保護具は正しく装着する
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続店舗規入場時教育

入場初日を甘く見るな
・15分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別）

高所から墜落した阿部作業員は救急病院に運ばれ、大腿骨複雑

骨折の重傷で、休業6か月と診断されました。本作品ではなぜ

このような災害が発生したのか、災害前日から時間をさかのぼって

検証していきます。事前に説明や現場の案内があったのにも

関わらず、人は誰でもわかりきっていることを軽くみ、面倒なことを

省略しようとしがちです。しかし災害から自分を守ることのできる

のは、あなた自身しかいません。本作品では新規入場時教育が

いかに大切かを入場初日に起きた災害をとおして訴えます。
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高所作業車は近年、多機能・高性能化が進んでいます。便利に

なった反面、使用に際し危険性が増したことに留意しておく必要が

あります。それでは、実際の作業現場で高所作業車を安全に

操作するための基礎知識を学んで行きましよう。

2.高所作業車災害の状況

4.高所作業車の装置と選定

6.安全作業の留意事項

8.エピローグ

1.プロローグ（災害事例）

3.高所作業車の定義と分類

5.労働安全衛生法

7.災害事例



＠ 知っておこう
通勤災害と業務土災害のちがいと
そのダメージ

・26分 ・全1巻 DVD ¥43,000 （税別）

現場からの帰り交通事故を起こし、通勤災害で手続きするが監督署

より業務上災害と認定された…。勤務災害と業務上災害とではどう

ちがうのか。そして、元請・協力会社へ及ぼす影響は何か。本作品

は作業員が、建設現場と住居や現場と現場等移動で交通事故を

起こした時、どの様な場合が通勤災害か、業務上災害になるのか。

そして元請・協力会社へ及ぼす影響を分かり易く解説しています。

z・現場災害・例と対策DVDVol.1 

「災害10・例とー人危険予知安全対策方法J
・約30分 ・1巻￥50,000（税別）

日揮株式会社による、圏内建設工事 シャットダウンメンテナンス

工事の現場で過去に発生した災害事例を現場の社内安全教育資料

として製作、コンビューターク．ラフィック（動画）にて再現しました。

O墜落・転落 O踏み抜き O切れ・こすれ O転倒

0物損 O挟まれ・巻き込まれ 01人KY
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＠ 現場の眼力
高年齢作集員を災害から守る

・15分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別）

工事現場災書．倒と対策DVDVol.2 

「園内・海外現場で発生した重大災害J
・約30分 ・1巻￥50,000（税別）

建設業における若年労働者不足が深刻化し、技能労働者に占める

55歳以上の高年齢者の割合も年々地加しています。経験豊富な

ベテラン作業員は今後の大切な労働力である一方、高年齢の

労働災害の割合も増えています。本DVDでは、高年齢者の労働

災害にどのような特徴があるのか。災害事例を元に、高年齢者を

事故から守る効果的な労働災害防止対策を紹介します。

0飛来・落下

O感電

O激突され

O土砂倒壊

0クレーン車転倒

Oサイトグラス破裂

O酸素欠乏

0有機溶剤lによる引火

・保穫具編 （15分）

－保護帽・安全帯・安全靴

・日常作業績 （8分）

－重機による「はさまれJ「激突J実験

．玉掛けワイヤでの「はさまれJ実験

．つり荷の「落下j実験

－電工ドラムの「火災」実験

知っておこう

災害発生時のあなたの役割
・33分 ・全1巻￥43,000（税別）

もしもあなたの現場で災害が起きたらl現場はどうしますかっ

所長・職員・協力会社のとるべき行動は…所長以下職員の役

割分担は…災害発生時すぐに対処するために！！

・パート 1ある現場の災害から （18分）

・パート 2災害発生時の措置解説編 （15分）

再碕隠しよう！

職長・安全衛生責任者教育
・全2巻￥76,000（税別） 各巻￥38,000（税別）

危険の体感実験

・23分 ・全1巻￥43,000（税別）

目で学ぶ

0爆発

工事現場災書事例と対策DVDVol.3 

「ヒzーマンエラーJ
・約30分 ・1巻￥50,000（税別）

0丸のこ Oアスファルト溶解釜

0熱交換器の据え付け作業 Oパスボックスの運搬

O電動ドリル O梯子の昇降

0タンク足場すき間から転落

0配管の移動 Oキャタピラの変形

工事現場災書．倒と対策DVDVol.4 

「ヒヤリハット事例で災害の芽を摘み取るJ
・約30分 ・1巻￥50,000（税別）

Oヒヤリハットを見逃すなl O足もとに注意！「蹟き・転倒J
0 I墜落・転落J,;t.重大災害につながる

0「飛来・落下j物が落ちるのは心のスキマから

0簡単な作業でもヒヤリ1「挟まれJ「切れ・こすれ」

O「激突」「有害物との接触10「火災・感電j 他

労働安全衛生規則（足場等関係）改正法後の職長教育副教材

最新版

工事現場災害事例と対策DVDVol.5 

『安全進化は人との繋がりj編
・30分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

o r~、いふれあい運動J を始めよう＜管理者編・1>
0「いいふれあい運動jを始めよう＜管理者編－2>
O「いいふれあい運動」を始めよう＜作業者編＞

0リレーションシッフ．の盤大 Oリーダーシッフ。とは

0自分から一歩踏み出す O災害事例～激突され～

O試行錯誤からうまれた「いいふれあい運動」

0災害事例～挟まれ～

0未来を創る「いいふれあいj運動 ・第t巻
職長・安全衛生責任者とは リスクアセスメント編 （17分）

・第2巻
現場で活かす安全施工サイクル KY 活動編 （17分）

ひと目で理解できる

職長・安全衛生責任者教育
その目的とカリキュラムのポイント

・15分 ・1巻￥43,000（税別）

1）職長・安全衛生責任者の役割について

2）作業員に対する指導及び教育の方法

3）危険性又は有害性等の調査と低減措置等

4）職長・安責者が行う安全施工サイクル

5）関心の保持と創意工夫を引き出す方法

6）異常時災害発生時における措置

・19分 ・全1巻 DVD ¥38,000 （税別）

パックホウの作業半径内を立入禁止にせず、作業員がその中に

立ち入り被災。たとえバリケードを設置しでも、勝手にその中に

立ち入り被災。このような災害が繰り返し発生している。なぜなの

だろうか？パックホウの作業半径内。入つてはいけないところに

作業員がいる。しかもパックホウの動きを信用しきっている。まさか

自分に襲ってくるとは、思ってもいない。しかし、バックホウは、

突然、凶器に変わる。作業半径内は、あまりに危険なことを教え

なければならない。だから、立入禁止なんだと。

重機が凶器となる瞬間
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足場作業等の安全

・20分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

・企画・制作映像研 ・DVD試写不可

足場作業は、建設・工事現場以外に製造業、倉庫業など低層

部分も含め広く行われており、依然として多くの墜落・転落災害

が発生しています。平成27年7月の安衛則改正では、足場作業

等に就かせるためには、足場に関する基礎知識、災害防止措置

などの知識修得を行う特別教育が義務化されました。このビデオ

では、この特別教育の内容も踏まえ、安全ポイントをわかりやすく

映像化しました。足場作業に関する安全教育や特別教育の補助

教材としてお役立てください。

⑪ 足場組立・解体の安全

・各巻￥45,000（税別）

・わく組足場編 （23分） ・単箸足場編 （29分）

・繍子・脚立・移動作業台編 （20分）

・くさび緊結式足場編 （25分）

・安全保寝具の正しい使い方 （20分）

厚生労働省ては、足場からの墜落防止対策として、平成27年3月

に労働安全衛生規則の一部が改正され、 7月に施行されました。

本DVDシリーズは改正内容のポイント解説そして、改正に従って

安全に足場組立解体作業を進めるためのポイント・手順をわかり

やすく解説したものです。

ザ・足場安衡問改正点のポイント

一足場のエキスパート現場を見る一

・37分 ・DVD全1巻￥43,000（税別）

安衛則の改正により平成27年7月1日より足場の組立て、解体

等の作業には特別教育が必要となりました。この作品は足場の

エキスパートである職人が若い職人に足場の組立て解体を見て

まわり、アドバイスをし、文安衛則改正のポイントにも触れ、

分かり易く説いています。

.，，ー卜 1

・／＼ート2
・，，ート3

足場の基礎知識編 （約17分）

足場実践応用編 （約14分）

わく組足場解体編 （約6分）

作集員さんそれは法律違反ですよ
作集員の自己安全積積8か象

・約15分 ・￥45,000（税軍IJ)

①保護具の着用・使用義務 ②安全状態保持義務 ③安全
衛生措置実施義務 ④危険・有害行動の禁止義務 ⑤労働者

の立ち入り禁止義務 ⑥安全施設使用義務 ⑦無免許・無資格

運転の禁止 ③車両系建設機械などの運転者の自己安全義務

ザ ・玉掛け一安全な玉衝け作績の知鵬一

・19分 ・￥43,000（税別）

①玉総け作業3つのポイント ②鳶エの玉掛け

玉掛け ④型枠大工の玉掛け ⑤他の玉掛け

やめよう ⑦玉鋳け作業10訓

<ii町販〉

③鉄筋工の

⑥これだけは

玉掛け作業の災害事例と安全心得
・29分 ・￥54,500（税別）

玉掛け作業における災害事例研究（災害の発生経過・原因）／玉掛け

作業における災害原因の共通要因とは／玉掛け作業の安全心得

正しい床土操作式クレーンの取り撮い

・20分 ・￥43,500（税別）

床上操作式クレーンは、比較的手軽に運転ができ、また、専従

運転者を配置せずに、作業工程の進捗状況に応じて運転資格

をもった不特定多数の作業者が交互に運転を兼務することも

できるため、近年、設置台数か、増加しています。しかし、その労働

災害は、運転室操作式クレーンより多く発生しています。

’E’E人を仲間に迎えてこうする

職長のコミュ＝ケーションのとり方
・34分 ・全1巻 DVD ¥43,000 （税別）

建設業界に他業種からの転職者がいます。異業種からの転職者

「異業人jが増えてきているのです。職長は部下に異業人が入ったら

どの様にして接し建設業に馴染み、仕事に取り組んでもらうのか、

又災害を起こさない様に指導しなくてはなりません。本作品は職長が

どのようにして転職者の若年者や中高年齢者等とのコミュニケー

ションを取っていけばいいのかを分かり易く説いています。

｜対象者職長｜・パート1

職長のコミュニケーション術 （19分）

｜対象者。作業員｜・パート2
現場にひそむ危険災害事例から学ぶ （15分）

墜落／転倒飛来落下激突／その他

危ない倒れる移動式クレーンの脅威

・約43分 ・￥43,000（税別）

.，，－卜 1ラフテレーンクレーン

・パート 2積載形トラッククレーン

・パート 3クレーンの合図法

なぜ落ちたのお父さん
～自分の安全~自分でつくる～

・17分 ・￥50,000（税別）

本ビデオ教材は、父の墜落災害が発生した理由を知るために

現場を訪れた女子高校生かおりが、所長や職長から安全に対す

る考え方を説明してもらうドラマ形式の教材となっています。

知らないではすまされない

作集員の6つの法的穏務
・ 18分 ・￥43,000 （税~IJ)

建設作業員が遵守すべき安衛法・安衛則・クレーン則を6項目の

義務に分類し、どのような義務があるのか、そしてその項目の

条文の内容を事例で紹介し、わかりやすく解説しています。

安衛法違反の送検事例から掌ぷ安全管理
一あなたの鴫場は大丈夫ですか

• 18分 ・￥43,000 （税別）

安衛法違反で送検される件数が多いが、墜落と移動式クレーン災害の

実例に基づいて元請・事業・職長がなぜ送検されたかを解説します。

『労災か〈しj破滅への道
一ある送検事備を追う

・19分 ・￥43,000（税別）

労災かくしの原因と発覚・書類送検までをドラマ化。動機・防止

対策等を解説します。（ドラマ編・解説編の2つのパート構成に

なっています）

安
全
管
理

建
設
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あなたは職長シリーズ

・全3巻 ・￥114,000（税別） 各巻￥38,000（税jjrj)

・第1巻建設現場の安全指導5つのポイント （13分）

現場での安全のカギを僅る職長。その指導のポイン卜を5つに

しぼって提案します。

・第2巻建設現場の安全一日 （15分）
一日の作業の流れを通して職長の役割を具体的にまとめています。

・第3巻建段現場の危険予知（KY）活動（13分）

現場で行うワンポイン卜KYの事例を中心に、進め方のポイントを

解説します。

安全衛生管理体制と各級管理者の役割

・35分 ・￥54,500（税別）

災害件数の多い建設業に対しては、特別に安全衛生上の責務や

現場での安全衛生管理体制が課せられています。安全衛生

管理体制の主旨や内容を正しく理解し、適切な対処をしましょう。

イメージすれば危険が見える
一自分を守る5つの努力一

・13分 ・￥50,000（税別）

・現場には様々な危険があることを忘れない努力

・安全ルールを守ることはもちろん、

さらに自分から安全を確認する努力

・作業や行動を起こす前に災害をイメージする努力

・日頃から災害事例を検討し、イメージ力を高める努力

不注意の代償ーある作集員の告白一

・23分 ・￥50,000（税別）

ちょっとした不注意や過ちが、個人の解雇や会社の経営悪化に

結びつく可能性があることを気ついていただくための教材です。

落ちるな・転ぶな・無策するな
ーヒzーマンエラーを防止しよう

・13分 ・￥45,000（税別）

現場の安全管理は元請だけの管理責任ではありません。事業者

にも作業者を安全に作業させる義務があるのです。労働安全衛

生法に基つく「事業者責任jを取り上げ、事業者および職長の

責任、安全管理の組織的方法などについて解説します。

災害事例に学ぶ

建股工具・器具の正しい使い方
・17分 ・1巻￥38,000（税別）

・「携帯用丸のこ盤jの正しい使い方

・「テ‘イスクク‘ラインダjの正しい使い方

・「充電式インパクトドライバ」の正しい使い方

・「エンジンカッターjの正しい使い方

・「ブレーカjの正しい使い方

守っていますか？作業員の法的義務
過失相殺を知っていますか？

・16分 ・1巻￥38,000（税別）

「過失相殺jとは、事故の加害者だけでなく、被災者にも過失が

あった場合、過失の大きさに応じ被災請求額を減らされることを

いいます。守るべき義務を守らずに、災害にあったり、他人を事故に

巻き込んだりしたら、あなたも責任が問われます。

tメートルは一命取る！

・全3巻￥114,000（税別） 各巻￥38,000（税別）

労働安全衛生規則（足場等関係）改正により、旧作品を改訂し

新しい安全の実情を紹介

・第 1巻
．第2巻

・第3巻

足場から落ちないために （約16分）

開口部から落ちないために（約17分）

可搬式足場台・脚立・移動はしごから
落ちないために（約17分）

たかが脚立！？されど脚立！？

・19分 ・￥40,000（貌別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

ビデオでは、脚立でのあらゆる安全作業の基本について、細かく

分かりやすく解説。’03年中災防ビデオコンクール最優秀賞

受賞作品（東亜建設工業（株）制作）

フォークリフト作集の安全
一点検・走行・操作一

・25分 ・全1巻￥50,000（税別）

・企画・製作：映像研 ・DVD賦写不可

本ビデオでは、フォークリフト作業を安全に行うための基本知識

として「始業時前点検j「基本走行」 I荷役作業jについて実際の

映像でそのポイントを解説、随所にフォークリフトの災害事例を入

れ込み効果的で印象に残る構成となっています。

フォークリフトの基本

・全1牧￥96,000（税別） 各巻￥47,500（税別）

.，再1巻

．第2巻

・第3巻

フォークリフトの織造と安全対策 （28分）
フォークリフトの始業点検 （22分）
フォークリフトの正しい走行と荷役操作 （28分）

事故ゼロへの挑戦
一安全に冨い限なし一

・30分 ・￥10,000（税別）

実際に起きたゼロ災運動キックオフ後に発生した2件の死亡

事故を乗り越えた、職場体質改善の進め方を事実にできるだけ

忠実に再現しています。

新版 つくる！安全現場のt年
・60分 ・全1巻 DVD ¥35,000 （税別）

サイバーセキュリティ月間にも完全対応。数多くの事故・災害事例

の発生の家庭とその瞬間を、「3DCGアニメーションjでリアルに

再現l誰にでもわかりやすく、すぐに実践できる「予防と対策の

方法」を図解、解説。また、事故災害事例のほかに熱中症対策

映像も収録された「安全衛生管理教育ビデオjの決定版。

実践！専門鴎種別

送り出し教育
・30分 ・全1巻 DVD ¥40,000 （税jjrj)

送り出し教育はもちろん、雇い入れ時教育にも最適な、現場入場

前の教育用安全ビデオです。あらゆる現場に送り出す前に、必ず

教育しておきたい基本中の基本から情報漏えい対策などの最新

の現場事情に合わせた新要素も完全網羅。さらに付録として、

専門職種別にカテゴリ分けした「事故・災害・ヒヤリハット事例j

を8職種分収録！
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道路工事の労働災害・公衆災害

・35分 ・全1巻 DVD ¥35,000（税別）

「重点的安全対策項目jにも定められる事例を含めて工事関係

者の事故災害事例を「見える化」。30モデリングで再現する事に

より、具体的な事故発生状況が視覚的に理解できるCGアニメ

ーション！国交省の定める「半日教育Jはもちろん、現場監督や

施工業者の主催する安全大会、各種勉強会や講習会などで

活用する事により、道路・土木事故の減少を期待する安全指導の

一助としてお役立てください。

〈改訂版〉機長とはじめる！

リスクアセスメントKY
・60分 ・全1巻 DVD ¥35,000 （税別）

危険予知活動の一環として、鳶、土工など八つの業種別に、危険

性や有害性の特定から、危険性の数値化とその低減措置まで、

現場に潜む危険性とその対処方法を紹介。映像は30アニメー

ションを採用し、事故・災害事例をリアルに再現しながら分かり

やすく解説し、安全大会や送り出し教育に最適l

鴎長が踊る！

予定外作業の悲劇
・18分 ・全1巻 DVD ¥30,000 （税別）

突然発生する建設現場での予定外作業！それを放置すると事故

災害が多発化、重篤化、重大化l予定外作業はどうして起こる

のか、建設現場ではよくある予定外作業発生の仕組みは身近な

ところに隠れている。予定外作業が発生した時はどのような対応

を取るべきか！法違反をしない為に、予定外作業が起きたらすべ

き事を事例から学ぶ。

画畠 l

リスクアセスメントー工作機械綱一

・23分 ・￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

リスクアセスメント導入の実施手順を説明しつつ、工作機械を

例に金属加工作業におけるリスクアセスメントの進め方を分かり

やすく解説しています。

r IJA~アセスメント

みんなでリスクアセスメント
～アセスメント徹底演習～

・24分 ・全1巻￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

「リスクアセスメントの進め方は頭で理解しでも、いざ実施となる

と具体的に侭からどうしたらよいのか、自信がない…jこのような

事業場からのニーズに応え、ロール作業現場をカメラで実写した

画像を用い、そのリスクアセスメントの各手順をみんなで演習

しながら、そのプロセスの節目ごとに専門家が解説します。

＼ーノ

化学物質のリスクアセスメント＠ 制禦の人が行う

・19分 ・全1巻 DVD ¥45,000 （税目11)

0対象となる化学物質の特徴 。有機物・危険性の特定

。有害性・危険性のリスクの見積・身体への有害性

Oコントロールパンテ‘イング・爆発火災の危険性

0リスク低減措置の検討・実施

平成28年6月1日施行の労働安全衛生法の改正により、化学物質

のリスクアセスメントの実施が、事業者の義務となりました。難しい

化学物質のリスクアセスメントも、このDVDを見れば「なーんだjと

思える、建設業向け事業者にもわかりやすい教材です。

やさしい化学物質リスクアセスメントのすすめ方
～化学の益礎知鴎とRAの実施手順～

・30分 ・全1巻 DVD ¥54,500 （税別）

・化学物質の命名法と分類等の基礎知識

・リスクアセスメントとは

・化学物質リスクアセスメントのすすめ方 （SDSの活用）

・定量的・定性的・コントロールパンディングの実施手順

640種の化学物質に対するリスクアセスメン卜の実施義務が法制

化されました。化学が苦手な方にも化学物質RAの現場推進役と

なっていただくために以下項目をわかり易く解説します。
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リスクアセスメント～化学物質取鰻い作’R・～

・23分 ・￥50,000（税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

「工作機械作業編」に続くシリーズ第2弾。化学物質取扱い作業

におけるリスクアセスメントの進め方を解説。

コントロール・パンデインタの進め方
～化学物質の実用的なリスクアセスメント～

・約15分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別）

・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

このコントロール・パンテεインク．とは、化学物質を取扱う作業毎に、

安全データシート（SDS）の情報をもとにリスクの程度を4段階に

区分けして、リスクアセスメントを行うことができる簡単で実用的な

リスクアセスメント支援ツールです。このDVDでは、このコントロール・

パンテ・インク〕去による化学物質のリスクアセスメントの手順について、

リスク評価と対策がスムーズに立てられるよう具体例を示して図解

入りでわかりやすく丁寧に専門家が解説します。



墜落災害を防ぐリスクアセスメント

・約17分 ・￥45,000（税別）

元請けから、来週からの工事方法は大幅に変更されることに

なっているのに、まだ、その作業手順書が提出されていないと

指摘され、新たな作業手順書を急いで出し直すことになった。

元の手順書から新たな手順書に修正していく過程で、リスクの

かかった作業手順書の作り方とポイントを学びます。

土木工事のリスクアセスメント

ー災害を防ぐ予防安全とは一
・18分 ・￥45,000（税別）
・製作コムリンク

・「危険度」とか「可能性J、「重大性jって、なんですかっ

・土木工事で具体的にリスクアセスメン卜をしてみましよう0

・土木工事でのリスクの除去とか低減対策とは？

・危険予知活動とリスクアセスメン卜とは関係ありますか？

蹟備工事の リ ス ク ア セ ス メ ン ト

電気工事・空欄工事・給揚水工羽目編

・15分 ・全1巻￥38,000（税別）

皆さんが日々活用している、「作業手順書」を元にリスクアセス

メントを進め、作業単位ごとに職長が作業員とともに作成する

「単位作業の作業手順書jで各作業単位の、危険性・有害性を

洗い出し、墜落・転落の危険性がどこに潜んでいるのか、など

リスクアセスメントについて電気、空調、給排水工事それぞれの

具体的な作業をもとに解説します。

現 場 で 活かすリスクアセスメント

一作業手燭とKY-
・23分 ・￥43,000（税別）

＼、~

職長さんのやさしいリスクアセスメント

・20分 ・￥43,000（税別）・2部構成 ・受講者アンケ 卜票・記入例付書

/'iート 1・今なぜリスクアセスメントか／KY活動との遣い／リスク

アセスメントの進め方／記録と作業手順書

パート 2 職長教育の受講者に2つの例題をビデオで再現

・パートt 職長向
リスクアセスメント作業手順書のっくり方 （18分）

・パート2 職長・作業員向

リスクアセスメントKYのすすめ方 （5分）

リスクアセスメントとは

ーリスク舗一／ーアセスメント編一

・￥50,000（税別）／各巻￥30,000（税別）
・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

．ーリスク編一（10分）

安全とは何かつグローパルスタンダードでは［許容できるリスク

であるjとされています。そう、リスクはゼロにはならないのです0

・アセスメント編 (10分）
リスクは必ず存在します。リスクをシステムにのせて適切に管理

するのが安全の鍵です。
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＜＠）熱中症はこわくない！～予防蜘O鳩～
・全員向け30分 管理職向け35分 ・全1巻DVD ¥45,000 （税別）・社内LAN使用はP.2をご覧ください

・監修漂田晋 （独立行政法人労働安全衛生総合研究所前国際情報・研究振興セン空一長 特任研究員医学博士）

猛暑日の多い最近の夏の労働現場で、労働災害のリスク要因として定着した熱中症。高温多湿の現場では

知識の不足や体調管理の不備は、熱中症の危険を増幅させることが分かっています。しかし熱中症は正しく

対策すれば防げるのです。アニメで分かりゃすく展開し必要な情報をコンパクトにまとめています。

・ EPISODES 応急処置をマスターしよう

・ EPIS0DE6 熱中症から部下を守ろう！（「管理職向けJのみ）
・まとめ熱中症予防対策 10か条

熱中症つてなにつ

熱中症になりやすいのは、どんな人？

熱中症になりやすい時期、場所

熱中症を予防しよう

・ EPIS0DE1 

・ EPIS0DE2 

・EPIS0DE3

・ EPIS0DE4 

譜もが危険熱中症の新常緑

・22分 ・￥50,000（税別）
・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

①警戒の新常識暑さの「初日Jが最も怖いl

②指揮の新常識熱中症は最高気温よりも fWBGTJ数値の

上昇に対応して発生l

「成分Jに注意1作業環境もー工夫l③予防の新常識

熱中症の恐怖
一豊島中症の予防と対策のポイントー

・41分 ・全1巻 ￥38,000（税別）

バート 1 作業員編 （17分）／パート2 指導員編 （24分）

真夏の炎天下や高温多湿の中で働く建設作業員が熱中症に

なれば早く処置をしないと手遅れになり、死にいたることもあり

ます。しかし予防と対策をしっかりしていれば防ぐことができるの

です。当作品は建設現場で熱中症にならないためにどのような

予防と対策をしていけばよいかを説いています。

熱中症をあなどるな一県中症の危険と対策一熱中症の危険と脳梗塞

・15分 ・剃5,000（税目11)

真夏の建設現場で熱中症が発生しやすい条件や頻発する時間帯

を上げ＼熱中症の適切な予防と対策を示します。

・16分 ・全1巻￥38,000（税別）

熱中症の分類とその症状をもう一度、確認しておこう。熱中症の

応急処置は「休息＋冷却＋水分補給j。具体的にはどのような

予防対策をしたらよいのか。夏場に増える脳梗塞。脱水が発症の

引き金に。脳梗塞とは。脳梗塞の原因は。予防するには。
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｜一般附バ一向け

＠ ”すな！危険予測のポイント

・23分 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別） ・字幕版付

日頃、自動車を運転する際には細心の注意を払い、安全運転を心

がけていることと思います。では、あなたはどのようなところに目を向け

ながら運転をしていますかっこの作品では、運転中の視線の動きに

着目し、初心者の方とベテランドライバーの方を比較しながら検証を

行い、見逃してはいけない危険予測のポイントを説明していきます。

＠ 事故を起こさないための運転行動
ドライブレコーダー映像から考える

・20分 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別） ・字幕版付

交通事故を起こさないためには、交通ルールを守り、交通状況に

応じて危険を予測し、すぐに危険に対応できるような運転行動を身に

つけることが大切です。危険予測をしていれば、突発的な状況に

対しても、適切な運転操作で対処でき、事故防止につなが、ります。

本作では、ドライブ‘レコーダーに記録された5つの事故事例から、事故

につながりやすい状況を抽出し、予想される危険と注意すべき点を

＂－－’ 示し、安全確認の方法と危険に備えた運転の方法を説明します。

＠ 点灯せ！心のヘッドライト
～歩行者との変通事被を防ぐ運転の心得～

・20分 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別） ・字幕版付

交通事故による死者の3割以上は、実は歩行中に事故に遭っている。

本DVDでは、事故の割合か、とくに高い子供や高齢の歩行者との事故

に注目し、統計データから多発する事故の傾向を読み解き、ドライバー

が事故を未然に防ぐために注意すべきポイントを紹介する。また、事故

体験者のインタビ‘ューとドライブレコーダーの映像により、夜間の走行

時における歩行者との事故のリスクとその対策について学ぶ。

」ノ

＠ 受通事故ゼロへの決意
あなたと会祉を守る

・24分 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別） ・字幕版付

企業にとって社員の交通事故は企業経営を揺るがす高いリスク

です。事故を起こした本人だけでなく、場合によってはその使用者

たる企業も、刑事、行政、民事上の責任を負わねばなりません。

この作品では交通事故を起こした営業マンが、自分だけでなく会社

にまで及ぶ事故の影響に気づき、同僚たちと事故防止に取り組む

姿をドラマ形式で描いていきます。日々の運転の中に潜む危険を

洗い出し、その事故防止策を解説l

ζご〉 絶対にダメ！飲酒運転
l準新作l
に二J 「しないurさせない!Jf静さない!J
・21分 ・全1巻 DVD ¥66,000 （税別） ・字幕版あり

飲酒運転事故は減少しているものの、近年は下げ止まり傾向です。

本作は、アルコールが車の運転に及ぼす影響を、再現ドラマを交え、

CGや実験で分かり易く解説し、ドライバーのアルコールに対する適切

な理解を促し、その危険性を警告します。特に、体内のアルコール残量

と酔いの感覚のズレに注目し、実験で検証。法的罰則については、

道交法と新法・処罰法を詳しく解説し、飲酒運転根絶を強く訴えます。

ζ二~ 危験！自動車運転中のスマホ
準新作｝
に孟〆 事故発生のメカエズム
・15分・ 19分版同時収録 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別）

スマホを操作しながら運転すると、非注意性盲と呼ばれる状態に

なります。スマホの画面に集中することで、視野に入っているはず、

の、周りの状況が見えなくなるのです。その結果、歩行者や自転車

の見逃しが生まれ、重大な事故をまねくのです。この作品は、事故

の再現映像や実験映像などで、運転中のスマホ操作の危険性を

科学的に検証し、交通ルールを遵守する必要性を措きます。

4二〉 注意一秒怪我一生l準新作l
＼斗〆 四人の事故体験者に学ぶ
・15分・ 26分版同時収録 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別） ・字幕版あり

実際に交通事故（出合い頭事故、追突事故、左折事故、速度

オーバーの無謀運転による事故）を起こしてしまった四人のドラ

イパーが、自らの事故体験を語ってくれました。どの事故も「安全

運転の基本Jを守らなかったために起きました。事故はどのように

して起きたのか、どうすれば事故を防ぐことができたのか。事故

体験者の失敗から学べるのはどんなことか。彼らが起こした事故を

検証し、事故防止に役立つポイントを学びます。

ζ：〉 ドライブレコーダーからの警告！
l準新作｝
＼斗〆 あなたの運転は大丈夫か？
・25分 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別） ・字幕版あり

「自分は安全運転だから大丈夫リそんな声をよく耳にしますが、

本当に「大丈夫リと言い切れるのでしょうか？ある一般ドライバーに

協力してもらい、その運転を記録。本人が気づいていない危険を、

ドライブレコーダーの映像を交えながら説明していきます。東京農工

大学の藤田先生が、ある一般ドライバーの運転を記録した映像と

同じ道路・場所で起きたドライブレコーダーの映像をもとに、その

危険を説明していきます。

0左折をする時は O右折をする時は O一時停止と交差点

。自転車の動きに注意 O駐車車両のある道路

潜む危険を予灘・回避せよ！
ある会経賓の突通事故

・22分 ・全1巻 DVD ¥70,000 （税別） ・字幕版あり

「誰だってよけられずに事故を起こしますよj一時停止を無視した

少年と交通事故を起こした会社員が、恩わす、言ってしまった言葉。

はたして彼の事故は避けられないケースだったので‘しようか。事故を

防ぐには交通ルールの遵守に加え、事前にどれだけ危険を予測

できるかが重要になってきます。この作品では、事故を起こして

しまった会社員の責任と勤務先や家族への影響を描き、様々な

ケースに潜む危険をクイズ形式で出題し、解説していきます。

子ども、高齢者、自転車

相手の動きを予測し危険を回避する
・22分 ・1巻￥70,000（税別） ・字幕版あり

車を運転していて、子ども、高齢者、自転車が想定外の動きをし、

事故に至る事も少なくありません。しかし、相手の行動特性を

知っていたら、的確な危険予測が可能となり、事故を回避できるの

です。ここでは、ドライバーが事故を未然に防ぐ事が出来るよう、

事例を検証しながら、安全運転のポイントを解説します。

0子どもの事故：飛び出し事故が多い

0高齢者の事故：道路横断時の事故が多い

O自転車利用者の事故・

出会い頭や急な進路変更による事故が多い

危険を予測・回避するポイント

命はひとつ！
・25分 （短縮版15分も収納） ・1巻￥70,000（税別） ・字幕版あり

一時停止の確実な実行、適切な車間距離と安全速度、見通しの

悪いところでの減速、そして見込み遣いや見落としの可能性を

常に意識するなど、一見当たり前と恩われる運転の基本をしっカ吋

守ることが事故防止には欠かせないことを強調します。また交通

事故で重度の後遺障害を負った方、それを支える家族の懸命な

姿を通して、事故の恐ろしさと命の大切さも訴えます。

一
交
通
安
全
F圃圃唱

般
ド
ラ
イ
バ
ー
向
け
］

42 



一
焚
通
安
全
r-ー唱

般
ド
ラ
イ
バ
ー
向
け
］

43 

従業員の突通事故と企襲リスク

・22分 ・DVD1巻￥66,000（税別） ・字幕版あり

ドライバーの義務として社用車を運転する場合には、会社の代表

としてハンドルを握っているという自覚と責任を持って安全運転に

徹することが大切です。企業にとって発生率も高く、影響度も大きな

交通事故は最大のリスクといえます。このDVDは、交通事故を起こし

た従業員本人が負わなくてはならない「社会的、道義的責任と法的

責任Jについて解説。更に事故によっては企業にも責任が及ぶ場合

があり、問われる「企業の損失jについて分かりゃすく解説します。

死角に潜む危険
一事飯事例に学ぶ危険予湾・危険閏選一

・24分版 ・1巻 ￥70,000（税別） ・字幕版あり

・15分版 ・1巻 ￥50,000（税別） ・字幕版あり

車の運転に必要な情報のほとんどは自によって得られると言われ、

「見るjことがいかに重要かを示しています。しかし運転者には

見えない様々な「死角Jがあります。そしてその死角が様々な事故を

誘発するのです。本作品では、どのような死角があるのか、死角が

誘発する事故とはどのような事故か、事故事例を検証し、危険

予測と回避の方法を分かりゃすく描き、安全運転を訴えます。

あなたの運転再チェック！
危険です、しているつもりの安全運転一

・25分 （短縮版15分も収納） ・1巻￥70,000（税別） ・字幕版あり

安全運転を心がけているという3人のドライバーの運転を、車内

5台の小型カメラを付けて記録し、その映像を運転指導のプ口が

分析しました。この手法によりドライパーの意識と実際の運転の

ギャッフ。と盲点が見えてきました。改めて自身の運転を見直して

もらい、改善点を発見し事故防止につなげるためのもので－す。

慣いの十字架

・27分 ・1巻￥70,000（税別） ・字幕版あり

自らが一度は交通事故の被害者の側に立ちながら、その教訓を

生かせずに自分自身も交通死亡事故を引き起こしてしまう主人公。

このドラマでは交通ルールを守り、安全運転を心掛けねば、誰もが

被害者、加害者のどちらにもなり得る事を警告します。

セルフコントロールで事故防止！

一運転適正と受通事被一

・21分 ・￥66,000（税別） ・字幕版あり

あなたは貴方自身の性格を知っていますか。人間の性格は十人

十色、ドライバーにも同じことがいえます。悲惨な交通事故の多く

が、ドライバーの性格に起因していることを、こ存知で、しようか。

本ビデオでは、事故を引き起こしゃすい性格のタイプを明らかにし、

どうしたらこうした自分の癖や性格の欠点を補い、事故を未然に

防ぐことが出来るのか、タイプ別にわかりやすく解説しています。

どう防ぐ受差点事故

～司匹敵現場に学ぶ～
・21分 ・￥60,000（税別） ・字幕版あり

実際に発生した交差点事故の貴重な映像を基に、事故原因を

探り、交差点事故を防ぐために注意すべきポイントを紹介する0

．事故現場に学ぶ

①信号機のある交差点での追突事故 ②信号見落としの車との

衝突事故 ③一時停止無視の車との衝突事故 ④交差点で

の右折・左折の事故 ⑤優先道路を走行中の車に脇道から

出て来た車が衝突

交通事故の悲劇は続く
－•い後遺症を抱えた彼書者と京銀の普しみ一

・22分 ・￥70,000（税別） ・字幕版あり

車の安全性向上や、救急医療の進歩などにより、命が助かる

ケースも増えています。一方、辛うじて一命を取り留めたものの、

重い後遺症を一生背負うことになる人も大勢います。そしてそこ

には、日々介護に追われる家族の姿があります。私たちは、交通

事故で脳に重い後遺症を抱えた被害者とその家族を取材し、交通

事故がもたらす悲惨な実態を明らかにし、全てのドライバーに強く

安全運転を促すものです。

ドライブレコーダーの臨富
一危険予測を学ぶ一

・23分 ・￥70,000（税別） ・字幕版あり

ドライブレコーダーの普及は、事故の原因や責任をハッキリさせる

とともに、そこに映し出されているヒヤリ、ハットした映像や事故の

映像を分析することによって、よりリアルな交通安全教材として

各方面での活用が期待されています。ドライブレコーダーの映像

をもとに、事故の原因を探り、問題点を明らかにし、正しい運転

の方法を再現。安全運転を訴えます。

奪われた夢
～危険への懇像力で事敏を防ぐ～

・24分 ・￥70,000（税別） ・字幕版あり

交通事故によって夢を奪われた家族への取材を通じて、視聴者に

事故の悲惨さを今一度考えてもらい、安全運転の重要性を

訴えます。さらに、ドライブレコーダーが捉えた事故映像をもとに、

事故を防ぐためのポイントを解説してきます。

冬道事故を防ぐ～危険な路面の見分け方～

・20分 ・全1巻 DVD ¥68,000 （税別）

1.秋から冬、冬から春。

冬との季節の変わり目は、大変危険な路面状態が出現。

2.冬道交通事紋を防ぐには、

冬道の交通環境に応じた運転感覚への切り替えが必要。

3.冬道運転で「確実に車を止めるj方法を学ぶ。

4.冬道の高速道路安全走行に関する運転技術を学ぶ。

5.アイスパーンの基礎知識「ブ‘ラックアイスパーンJ「圧雪アイス

パーンj「ミラーアイスI¥ーンjとはワ

冬過の危険を知る
安全に走行するために

・18分 ・全1巻￥65,000（税別）

「冬道にひそむ危険」の改訂版。高速道路での事例が追加。

冬道での高速道路の走行

冬期の高速道路では、路面が平坦に見えても、雪による凹凸や

タイヤのわだちがあり、わずかなハンドル操作でも車がスピン

したり、横滑りする恐れがあります。

.敏を漏らし企’Rイメージを土げる

ドライブマナー
・45分 ・全1巻￥80,000（税別）

・「ドライブマナー向上十箇条jシート付書

ドライブマナーを身に付けることにより企業イメージの向上と事

故を減らすことが可能です。企業評価、業務遂行における安

全運転の重要性を理解させるとともに、止まる、確認する等の

安全運転の基本とまわりに配慮した運転とは何かつを伝える新

しい切り口の交通安全研修用教材です。



夜間・雨天時に潜む危験
ーその特性と安全運転のポイントー

・21分 ・￥60,000（税別） ・字幕版あり

夜間・雨天時などの悪条件下で安全に運転が出来るよう、どの

ような危険要因があるかを明らかにし、どんな点に注意すべきかを

具体的に説明している。

運転者の心得と義務
一人にやさしい安全運転一

・25分版 ・￥70,000（税別） ・字幕版あり

・15分版 ・￥50,000（税別） ・字幕版あり

このビデオではドライバーが常識として知っておかねばならない

義務と責任、安全運転の知識を分かり易く解説します。

ところが大切安全運転
～変通事故ゼロへの願い～

・25分 ・￥70,000（税別） ・字幕版あり

運転時の正しい「心の持ち方Jが交通事故防止に極めて重要で

あること、さらに、相手を大切にする「他者配慮の交通マナーj

の大切さを訴えます。

＼』..／

奪われた命
一交通事故、余りに量い代償ー

・26分 ・￥70,000（税別） ・字幕版あり

ちょっとした気の緩みから起こした事故が大きな波紋を広げ、やがて

被害者・加害者双方の家庭が崩壊していく姿を描き、すべての

ドライバーにハンドルの重さ、安全運転の大切さを訴えます。

飲酒運転許されない犯罪

・23分 ・全1巻￥70,000（税別） ・字幕版あり

順風満帆な人生を歩んできた会社員平田が、仕事の帰りに

飲酒運転をし、死亡事故を起こしてしまう。被害者が近所の

顔見知りであり、また会社の車を運転しての事故だったため、

地域、勤務先をも巻き込み波紋が広がっていく。

＼ー／ もっと減らせる！受通事故
ープロに学ぶ安全運転一

・23分 ・全1巻￥70,000（税別） ・字幕版あり

無事故を達成しているプロドライバーたちはど‘うやって見込み遣

いが原因の事故を防いでいるのか。また「かもしれないj運転を

どう実践して危険を回避しているのか。プロドライパーの事故

防止の極意を紹介。

許すな！飲酒運転

・20分 ・￥60,000（税別） ・字幕版あり

改正道路法の要旨ならびに、飲酒運転が運転に与える影響をドライ

ビ‘ンク．シュミレーターで、検証、また医学的立場から専門家に飲酒が

運転にどのような影響を及ぼすか、データを基に解説しています。

追突事故変華点事故
事故から学ぶ安会運転一

・21分 ・￥70,000（税別） ・字纂版あり

ある都市の交通事故を取材し、そこで多く発生した追突・交差点事故

を取り上げ＼どうして事故が起きたのか、事故を防ぐにはどうしたら

良いのかを検証、安全運転のポイントをCGを交え、分かりゃすく解説。

検臨不注意、
思い込み運転が事故を呼ぶ！

・16分 ・￥60,000（税別） ・字幕版あり

交通事故の多くは不注意や思い込みが原因で起きています。これら

のミスをど‘うやって防げるか、 4つの事故事例を検証。イラストや

CG、実験などを交え、原因と対策をわかりやすく描いています。

安全運転、ところが決め手
一運転遮性と変通事政一

・24分 ・￥80,000（税別） ・字幕版あり

交通死亡事故の原因と上位を、安全不確認・漫然運転等、

所謂「ボンヤリ・いい加減運転jが占めているのをご存知ですか？

事故防止のカギはドライバーの“こころ”次第と言えるのです。

あなたの運転なくて七揖
事故にひそむ危険饗因を探る一

・27分 ・￥70,000（税別）

「なくて七癖」というように、癖は誰にでもあり、つい出てしまう

ものです。車の運転にもその人なりの操作の仕方や、心の癖や

判断の癖にいたるまで、様々な癖があるといわれています。

災害時、ドライバーはどう生き残るか
忘れない！東宮本大震災が教えてくれたこと

・28分 ・￥46,000（税別） ・字幕版あり

いつ起きてもおかしくない次の巨大地震！ そして津波l火災 1

その時ドライバーはどう危険を回避すればいいのか。

．地震の場合、ドライバーはどう行動すればいいか

・津波の場合、ドライバーはどう行動すればいいか

．火災の場合、ドライバーはどう行動すればいいか

．緊急事態、人聞の心理と行動はどうなるか

．普段からの心構えで大切なこと ・生き残るために

心に刻め！命にスベアはないことを
一事故現場は購る一

・22分 ・￥60,000（税別） ・字幕版あり

．車の運転は、見る、判断する、操作する、見ることを誤ると

事故になる・居眠り運転事故・わき見運転による追突事故

．漫然運転による自転車事故．カーブ事故．いざというとき

のために・車は買い換えできるが、命にスペアはない

疾走の迷宮
一飲酒運転の悲劇一

・30分 ・￥80,000（税別） ・字幕版あり

全編を通して登場人物の立場や場面が切り替わるタイミングで、

ナビゲータ一役の江守徹氏か．謎の男として登場。飲酒運転の

悲劇の連鎖が起こる模様を客観的な視点から掲示しつつ、

飲酒運転の罪深さを訴えていきます。

飲酒運転罪と罰

破滅への選択～あなたならどうしますか～
・16分 ・￥50,000（税別） ・字幕版あり

・破滅へと向かう選択・少しくらいなら大丈夫？ ・酔いはすぐに

さめる？ ・つきあいだからしょうがない？ ・事故さえ起こさな

ければよいつ・許すまじ！ひき逃げ・飲酒運転は犯罪

歩行者・自転車・バイク事故
一司匹敵率倒に学ぶ一

・17分 ・￥56,000（税別）

交通事故死者のおよそ6割が歩行者や自転車、バイクの利用者で

占められます。車と衝突した瞬間、車は凶器と化す。ドライバーはその

事を十分に認識し、より慎重な運転をする事が強く求められています。
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｜自転車・バイク・肋ク・高齢者幼児・子ども向け

自転車も車両です
一夜通安全は患い。りから一

・20分 ・￥60,000（税別） ・字幕版あり

~ スマホ・ケータイしながら大丈夫？
'-JrながらJの行動が突通事鍍ヘ
・17分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別） ・小学生向け

自転車も軽車両。安全利用五則内容と根拠。ヘルメッ卜着用の

必要と証明。実写の事故映像と予防法（思いやりとかもしれない

運転）ドイツ・オランダロケで自転車交通事情紹介。他

あなたの運転間違っていませんか
一自転車はクルマの仲間一

・21分 ・全1巻￥60,000（税別） ・字幕版あり

高校生以上の自転車利用者に、自転車は「軽車両」として道路

交通i去を守らなくてはならないことを訴え、自転車の正しい乗り方

や、事故事例をもとに、どうすれば事故は防げるのかを改正

道路交通法に基づき、分かり易く解説します。

原付・＝筒草ライターへ防ごう！バイク事故
～事敏に学ぶ安全運転のポイント～

・23分 ・￥60,000円 （税別） ・字幕版あり

バイクが絡む4つの事故事例を基に、事故原因を探ります。そこ

から浮かび上がる二輪車ならではの特性や注意点をもとに安全

運転のポイントを解説していきます。また、生身のライダーを守る

ヘルメツ卜やプ口テクターの重要性を訴えていきます。

．傷つきゃすいライダー

・バイク事紋はどれほど危険か

．事故事例 1右直事故～バイクは車からどう見えているか

．事故事例 2車線変更時の事故～車の死角に入ったバイク

．事故事例 3出会い頭の事故～一時停止を守る

．事故事例 4カーブでの事故～安全なコーナリングについて

・頭にダメージを受けてしまうと

・プロテクター着用のすすめ

スマートフォン利用者の低年齢化が進む中で、小学生の子供に

多い「ながらスマホJ「ながらゲームJ。「歩きスマホjという流行語

が生まれていますが、小学生の場合は「歩きながらゲームjや、
スマホ・ケータイを操作しながらの自転車運転が問題となっており、

その危険性を子どもたちにしっかりと伝えておく必要性があります。

本DVDは小学生向けに、なぜ歩きスマホや歩きゲームが危険

なのか、実験を交えながら科学的に検証します。

4二~ その自転車の運転危険です！l準新作l
＼一〆 策通事故を検臨する
・18分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別） ・中学・高校生向け

スマートフォンの利用者の増加とともに、その使用中の事故も

増えています。その中で危険なものの一つが、中学生や高校生

に多い「自転車乗車中のスマホ使用（「自転車スマホJ)Jです。

自転車スマホは、片手運転で不安定になるほか、”非注意性盲

”と呼ばれる状態となり、事故を起こしやすくなります。この作品

は、自転車スマホの危険性を再現映像や実験でわかりやすく示

し、自転車を安全に乗るために設けられた様々なルール（道路

交通法、自転車安全利用五則）や、違反者への措置内容を詳

しく紹介します。中学生・高校生に、”自転車スマホが引き起こ

す事故の恐ろしさ”と”正しい自転車の乗り方”を理解してもらう

ことで、自転車乗用中の事故の撲滅を目指します。

自転車の交通安全ガイド＠ ・18分 ・全1巻 DVD¥60,000 （税別）

自転車は子どもから高齢者まで利用できる、とても便利な乗り物

です。その反面、街なかでは「一時停止違反」「信号無視j「歩道での

乱暴な運転jなど、交通ルール違反が多く見られ、毎年自転車の

交通事故が多数発生しています。自転車に安全に楽しく乗るために、

正しい交通ルールと知っておくべき知識を説明していきます。
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なくそう！原付事故
良く見る灘転良く見られる運転

・18分 ・￥60,000（税別）

様々な草踊が走る混合交通の中で最も弱い立場にあるのが「原付」

です。それだけに近年悲惨な事故が増えていることも事実です。

本作では、免許証を取得したばかりの方の安易な考え方を少し

でも取り除ければと、なるべく具体的な事例を取り入れ、 CGを

駆使して分かりやすく映像化してあります。

ここが違う！プロの運転
一大型貨物車のエコドライブ＝安全運転

・45分 ・￥46,000（税別）

0自転車に乗る前に

O自転車横断帯と横断歩道

Oその他の交通ルール

0事故の対応と責任

もしも自転車運転中に歩行者と事故を起こしてしまったら

O自転車運転者講習と自転車保険

0自転車が走るところ

O交差点の通行方法

自転車通勤を安全に！！

・20分 ・全1巻￥50,000（税別） ・企画・製作映像研 ・DVD試写不可

西部運輸の社内教育用に制作。大型トラックのドライパーに

とって不可欠で‘ある環境保全・安全運転・コスト削減という一石

三鳥の「工コドライブJの実践について、また高速道路の安全走行

のポイントや、車両の始業点検まて‘分かりゃすく解説しています。

人生の遣人

高齢者いきいき安全運転
・25分 ・￥70,000（税別） ・字幕版あり

．高齢ドライバーに多い事故 ．事故の背景に法令違反

．身体機能の低下が運転に与える影響 ・自分の身体機能を

理解し、補う安全運転の模範 ・様々な状況下での安全運転の

ポイント ・70歳以上は高齢者教習を、 75歳以上は高齢者教習

の前に講習予備検査を受けなければなりません ・70歳に

なったら車に「高齢運転者標識Jを ・「高齢運転者等専用駐

車区間jについて ・「運転経歴証明書Jについて

工コ、健康っくり、災害対策など自転車通勤が増加する一方、

自転車による事故は交通事故全体の2割を占めるまでになり

ました。交通ルール・マナーを踏まえた安全な乗り方、通勤

途中の危険スポットをクローズアップ、危険につながる場面を

再現し、併せて企業で自転車通勤管理に役立つ各種ツール、

安全通勤マップ、応急手当などを紹介します。自転車だけでなく

歩行者、自動車運転者などの視点を生かした映像でわかりやすく

解説していきます。自転車運転の安全教育にご活用ください。

ι＝工＼ 守ってますか？l改訂版 j
℃ごエノ 自転車のルールとマナー
・20分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別）

近年、自転車運転中の法令違反及びマナーの悪さから自転車対

歩行者の事故が、 10年前の1.5倍（平成23年度 2,800件）に漕えて

います。その結果、全国の警察で歩行者の安全性を確保するために

自転車利用者に対するルールの周知と交通安全教育の視点から

自転車利用者の指導取締対策となる危険行為について解説します。
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ど~－－：＼ アランくんの
l準新作i
てごYこうつうルールをまもろうね！
・12分 ・全1巻 DVD ¥66,000 （税別）

・幼児 ・小学生低学年向け

この作品は宇宙から初めて地球にやってきた「アランくん」たちが、

地球上ではじめての体験を通して、交通ルールを学んでいく作品

です。アランくんと一緒に、横断歩道の渡り方、歩行者用信号機の

見方、車の陰からの飛び出しの危険予知などを学び、交通事故に

遭わないよう交通ルールを守る大切さを知る作品です。

雄もがいずれは高齢者
～高齢者の交通事故をなくすために～

・24分 ・￥70,000（税jjlj) ・字幕版あり

「高齢になると運転にどんな変化が現れるのかつj「高齢者と

非高齢者がそれぞれ注意することはつJなどを事故映像・CG・

実験・専門家の説明・インタビューを使って分かりやすく解説し、

非高齢者もいずれは高齢者になることを認識し「高齢者を守る

運転Jをすることの大切さを訴えます。

・高齢化による心身機能と運転能力の変化

・高齢運転者が安全運転のために気をつけること

・「高齢者を守る運転jのすすめ．高齢社会への提言
ど－－~ ズッコケロボの
l準新作l
てどY自転車の変通安全
・16分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別） ・字幕版あり

・幼児・小学生低学年向け

自転車は便利な乗り物ですが、安全に運転しないと重大な事故を

起こす危険があります。この作品は、子ども達に自転車の交通

ルールと、ルールを無視した時にどのような危険があるかを、

3DCGのキャラクターによる再現で、理解を促します。

高齢ドライバー事故防止のポイント

・25分 ・￥70,000（税別）

高齢ドライパーを対象に、心身機能がどのように低下している

のか、それが運転にどう影響するのか、分かりゃすく解説している。

I:~＿－：＼ クイズでまなぷ
l準新作l
て土Yビノキオのこうつうあんぜん
・15分 ・全1巻 DVD ¥50,000 （税別） ・字幕版あり

・幼児 ・小学生低学年向け

子ども達が大好きなピノキオが、交通安全教育映像として生まれ

変わりました。好奇心いっぱいのやんちゃなピノキオは、交通

ルールを知らないばかりに、何度も危ない目にあいます。そこで、

子ども達の助けを借りながら（クイズ形式での視聴者参加）交通

ルールを学んでいきます。

＠ ズツコケ三人組の自転車教室
安全な乗り方を身につけようの巻

・14分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別） ・幼児 ・小学校低学年向け

子供の自転車事故が多発しています。その主な原因は、飛び出しゃ

急な進路変更、交差点で一時停止をしなかったことなと、で・す。子供

は、ある一つのことに夢中になると、周囲が見えなくなる「トンネル

現象jを起こしてしまうことがあるのです。このDVDは、幼児・小学生

を対象に、児童書やアニメ番組で人気の「ス苧ツコケ三人組Jのキャラ

クター（わんぱくなハチベイ、理論派のハカセ、のんびり屋のモー

ちゃん）と共に「自転車は車の仲間Jr道路で自転車の走れるところ」

「横断歩道の渡り方H交差点の渡り方」「危険な運転訂正jなど、

自転車の交通ルールやマナーを正しく身につけてし、く教材です。

学
校

小

中

高
校
向
け

小・中・高校向け（セクハラ・コンブライアンス・デートDV他）

、~〆

悩まずアタック！脱・いじめのスパイラル

・33分 ・全1巻 DVD ¥75,000 （税別） ・字幕版も収録

文部科学省選定文部科学大臣賞／2014年教育映像祭最優秀作品質

いじめの防止対策推進法が成立したことを機に、法務省が主催する全国中学生人権作文コンテストの中で、法務大臣政務官賞を受賞

した「いじめスパイラルjを映像化したものです。実際にいじめにあって悩み苦しんだ、ある中学生が何とか周囲の人々に悩みを告白する

きっかけをつかみ、いじめ問題を解決していく、一つの手か、かりを提示する内容です。

SNSの安全な使い方

46 

各巻￥50,000（税別）

中高校生に急激に普及している携帯電話、スマートフォン。

今や、 LINE、twitterなどのSNS（ソーシャル・メディア）は、子どもたちの重要なコミュニケーションツールになっています。

しかし、急速なSNSの普及に対し、安全な利用法に関する教育が追いついていません。ネットやSNSは、便利な反面、

使い方を間違えると事件に巻き込まれる可能性があります。しかし、携帯やスマホの利用を禁じても問題解決にはなりません。

本DVDは、ネットやSNSの何が危険かを教員・保護者が正しく理解し、子供たちに安全な使い方を伝えるための教材です。

視聴対象を「中高生」「保護者J「教員・教諭jに置いた DVD全3巻の構成です。それぞれ1巻からご購入いただけます。

・第 1巻 自分を守る！ SNSの安全な使い方中高生向 （22分）

・第2巻 子供を守る！ SNSの安全な使い方保護者向 （20分）

．第3巻生徒を守る！ SNSの安全な使い方中高校教員向 （21分）

・全3巻 DVD ¥150,000 （税別）



学 教員のためのメンタルヘルス
校 ・全3巻￥90,000（税制各れ30,000（税制

［
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中
・
高
校
向
け
］

47 

自分自身によるセルフケア、同僚の教員による相互ケア、管理

職によるラインケアと、メンタルヘルスで求められる3つのケア

に対応した構成です。

・第 1巻上手なセルフケアのヒント（23分）

・第2巻 同 僚 のsosには相互ケア（19分）

・第3巻働きやすい職場をつくるラインケア（21分）

・全6巻￥160,000（税別）

教員のための保護者対応力向上シリーズ

国第 1巻保護者対応の喜基本｛小中学校に対応）
・￥20,000（税別）・約20分

．第2巻保育園・幼稚園編 ・￥15,000（税制 ・約22分

・第3巻小学校編 ・￥20,000（税別）・約22分

スクール・コンブライアンス

・全3巻セ‘ノ卜￥69,000（税別）

・第t巻小学校編 ・￥18,000（税別）・約22分

・第2巻中学校編 ・￥23,000（税別）・約22分

・第3巻高校編 ・￥28,000（税別）・約22分

教員不祥事を防止するコンブライアンス研修用 DVD。

先生に求められるより高いコンブライアンス意識

・第4巻中学校編 ・￥25,000（税別）・約20分

・第5巻高校編 ・￥30,000（税別）・約22分

．第6巻対応の灘しいケース編

（保育園・幼稚園・小中高校に対応）
・￥50,000（税別） ・約25分

スクール・セクハラ

・全2巻セット￥43,000（税別）

・第 1巻小学校編 ・￥18,000（税別）・25分

・第2巻中高校編 ・￥25,000（税別）・25分

(2001年9月発売のVHS版の DVD化）

幼 稚園 から高綬向けセクシュアル・ハラスメント防止徹材セット

・全3点セ、ノ卜・ライブラリー版￥38,000（税別）・一般ユーザー版￥16,000（税別）・送料別途
・企画・制作：大阪私立学綬人権教育研究会性差別問題研究員会・1 参加型紙しばいfイヤっていえる？Jcこども・小学生向け｝・2.CD fイヤっていえる？J（こども・小学生陶け｝・3.DVD「学校生活を快適にーセクシュアル・ハラスメント被害者にならないために－J

（中学生・高校生向け） (11分38秒）

・1.2.こども・小学生向けセクシュアル・ハラスメント防止

シナリオ 1・身体を触られて気持ち悪い（親戚のおじさんに身体

を触られたり「ヒミツだよJと言われたら？）

シナリオ 2・男らしい、女らしいって何？（男の子は花模様のシャツ

を着たらへンワ重い物は男子が持つべきつ）

シナリオ 3：イヤがることはしないで！（スカートめくりやスボン下

ろしをされたらどんな気持ちがするかな？）

シナリオ 4：自分の気持ちを出そう！（ひとりで我慢しないで、

自分の気持ちをだそう。そして誰かに聞いてもらおう。）

シナリオ 5：おとなになるよ！（女子の体の変化、男子の体の変化）

デートDV－相手倒置する関係をつくる一

・3.中学生・高校生向けセクシュアル・ハラスメント防止

第1話これって何かへン（掃除は女子向き？男子は将来家族を

養わなければならない？）

第2話僕かて裸は恥ずかしい（女性の先生に裸を見られ「男

ゃったら恥ず’カBしくない」と言われたら？男が編み物をし

たら女みたいつ）

第3話好きな先生ゃったから（女子生徒に男性の先生からくる

メールが執鋤になったらつドライブに行こうと誘われたら…。）

第4話顧問は神様つ（顧問の先生が女子生徒だけにマッサージ

をさせたり、身体に触るのは？）

・約30分 ・￥25,000（税別）解説寄付き
・企画・制作アウェア

デート DVについて関心を寄せる人々が増えるにつれ、デートDVの実態が明らかになってきました。その結果想像以上にデートDVは

広くおきていて危険なケースも多いということがわかってきました。今後DV防止教育を始める学校や大学が増えていくことが予想

されます。しかし何からど‘うやって教えればいいのかわからないというのが教育現場の実情ではないでしょうか。

この教育ビデオは具体的にわかりやすく学べる内容です、上映後クラスやクループで話しあう方法でもご利用いただけます。

「デートDVJとは？／デートDV再現ドラマ・高校生カップルに起きていること／

暴力の種類／デートDVをおこす要因／学び落とす／学ぶ



＼ー／

＼ーノ

［大学向け（加W ハラス川他）

＠ みんなでつくろう、
ハラスメントのないキャンバスを

・25分 ・全1巻 DVD ¥40,000 （税別） ・テキスト付

［第1話・やる気がないと決めつけないでください！］

授業態度の惑い学生たち。学生相談室をのぞいてみると、それ

ぞれの理由がありました。

［第2話・どうして機嫌が悪いのつ］

いつも不機嫌な志賀先生。ある目、学生たちのふとした行動が、

彼の心を明るくしました。

［第3話・研究レベルを引き上げないで1もう疲れました］

教育熱心な新田先生。大学院生の鈴木さんに期待しています。

一方の鈴木さんは、学生相談室で思いつめた様子。どうしてし

まったのでしょうか。

ハラスメントを生まない関係づくり

・24分 ・全1巻 DVD¥37,000 （税別）・指導者用テキスト付 ・館外貸出制限あり
・企画・制作 NPO法人アカデミック・ハラスメン卜をなくすネットワ ク（NAAH)

ハラスメントを放っておくと事態はエスカレートし悪化していきます。

学生・院生が早い段階でハラスメン卜の問題を認識し、自ら問題

解決に向けて対処することが、早期に問題を解決し、被害を最小限

に抑えるために必要です。

＠ • T 
アカハラといわれないために
ーコミュエケーション・スキル・アップの実践ー

・8分 ・￥38,000（税別） ・館外貸し出し制限あり
・企画・制作 NPO 法人アカデミッウ・ハラスメントをなくすネットワーヲ （NAAH)

［主な内容］ ・遅刻・中途退室のための施錠ワ

・イライラした時の対処

・使つてはいけない言葉

・アカハラの再生産を防ぐには

・和やかな雰囲気づくり

アカハラで悩んだとき
あなたならどうする？一

・15分 ・￥19,000（税別） ・館外貸し出し制限あり
・企画・制作 NPO法人アカテaミック・ハラスメン卜をなくすネ‘ノトワーク （NAAH)

［主な内容］第1話 ：アカハラ教授の反省だけを希望する院生

第2話：アカハラ教授に立ち居振る舞いが似てしまい

孤立する博士課程の院生

第3話 ：他の研究室に移ることで、

無事に大学院生活を送る大学院生

アカデミック・ ハ ラ ス メ ン ト に正しく対応するために

・全2巻 ・￥38,000（税耳IJ) 各巻￥20,000（税別） ・テキスト各 1部付き ・館外貸出制限あり
・企画・制作 NPO法人アカテεミ‘ノヲ・ハラスメントをなくすネ‘ノトワーヲ （NAAH)

・第 1巻相談の受け方 （12分）

相談事例をドラマで展開しながら、相談員2人体制のメリットを

示し、解決に導く効果的な相談の受け方を紹介します。

・第2巻調査委員の心得 （16分）

アカハラを解決する目的で設置される調査委員会の場で、実際

にはセカンド・ハラスメントが起き易いことが知られています。

あるべき調査委員会の運営方法をわかりやすく紹介します。

⑪ 新・なくそう、 防ごう、 気づこう、 アカデミック・ハラスメント

・30分 ・全1巻 DV ¥30,000 （税別）・テキスト付 ・館外貸出制限あり
・企画・制作 NPO法人アカテ2ミック・ ハラスメン卜をなくすネットワーク （NAAH)

［第1話青木先生のストレス］ー一一一一真面目な青木先生は学生の私語や授業態度にイライラ。

ある日の授業中、メモでおしゃべりする女子学生たちに青木先生の怒りは爆発するo

［第2話井上教授の悩み］ 関西出身の井上教授は、授業中もパリバリの関西弁。

そんな彼の口癖は「アホ」。ある日、学生の書いた授業評価を見て落ち込み、同僚に相談する。

［第3話安田准教授の思い込み］一一教員になりたての安田准教授。ある日、試験の点数に納得できないとしづ学生が彼のもとを訪れ、

なかなか話のかみ合わない二人は口論になってしまう。

なくそう、 防ごう、 気づこう、 アカ デ ミ ッ ク ・ ハ ラ ス メ ン ト

・12分 ・￥18,000（税別） ・テキスト 1部付き ・館外貸出制限あり
・テキスト 1色 18ページ税込￥200円（送料別） シナリオ採録、アカデミッヲ・ハラスメントの基礎知識・事例
・企画・制作 NPO 法人アカテtミック・ハラスメントをなくすネットワ ク（NAAH)

第1話

第2話

第3話

第4話

「あるゼミでJ男子学生か、準備をして発表に臨んだところ、教授は・・・ 。

「私にも指導をリ社会人女性大学院生が論文の指導のため早退して駆けつけたが・・・ 。

「研究か家庭かj男性研究者が結婚記念の旅行のため休みを欲しし、と希望するが・・・ 。

「男女共同参画の殺し文句」女性助手が出産休暇をとっている聞に教授は・．．

ソーシャル・メディアのリスクと
正しいつきあい方大学編

・25分 ・1巻￥35,000（税別）

twitter、フロク、 facebookの炎上防止対策DVD。軽い気持ちが

引きおこすソーシャルメディアのトラブル事例をケースドラマで

紹介し、何がいけなかったのかつどこに気をつければよいのかつ

のポイントを解説します。

f一気飲みJが死亡事故ヘ
急性アルコール中毒の危機憶

・20分 ・全1巻 DVD ¥65,000 （税別） ・文部科学省選定

大学生活を送っていた健康な若者が、飲酒によって突然、命を

落とす。あってはならない悲劇が何度も繰り返されている。アル

コールの持つ恐ろしい一面と、背景にある問題点を、ナビゲーター

とともに探ってし、く。

学
校

大
学
向
付
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［世界の教育・就活

ビデオ・シリーズ世界の教育最前線
・各巻￥25,000（税別）
・製作 NPO法人東京シューレ・シューレ大学

教育はもっとも重要視される分野の一つで‘ありながら、問題を抱えており、改革されるべき大きな

課題でありながらなかなか改革できない難問として存在することが多くあります。本シリーズは、

この現状を変えていく大きな参考になり得る世界各地の実践をあるいは教育現場で起きている

変化を現地で婦影した映像で紹介するシリーズです。

・3廃8巻
パレスチナ、イスラエルの平和教育 （30分）

パレスチナ、イスラエルは紛争が絶えず、またその紛争から憎しみ

が生まれ暴力の連鎖が断ち切れない状況があります。この両国に

あるテsモクラティックスクールの非暴力で・平和を実現していこうと

する取り組みを紹介します。

・3事9巻
イギリスのフリースクール （31分）

子どもの興味に拠らない教えることありきの教育、詰め込み教育、

など現在に至る教育上の課題が問題となった20世紀初頭に

新教育のーっとして現われてきたのがイギリスのフリースクール

です。サンズスクールを中心に紹介します。

コメンテーター・太田莞

．第1巻

イスラエルのデモクラティック・エデュケーション （25分）

教育熱心な国民性で知られるイスラエルでは、知育偏重の教育

への批判が高まる中、子どもの主体性を尊重したデモクラ

ティック教育に注目が集まっています。

推薦田喜多明人 （早稲田大学教授・NPO法人子どもの権利条約総合研究所
子どもの権利条約ネιノ卜ワーヲ代表）

一
学
校
［
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．第10巻
プエルトリコのエデュケーションシティ （26分）

教育発展途上社会におけるフレークスルーの挑戦をテーマに、

工デュケーショナルシティ設立や運営に係る取材によって構成。

・第 11巻
ニューヨークのマイノリティ教育 （22分）

人種、民族、貧困の格差、性的指向…この世界的大都市に

は多種多様な人が集まっている。この多様な人々の教育実践も

犠々にある。ニューヨークの多様な教育実践を紹介する。

コメンテーター．汐見稔幸（白梅学園大学学長・元東京大学教授）

・篇2巻
過熱する中国の学校教育 （38分）

一人っ子社会でもあり、豊かになった人々は教育に金・人などの

多くの資源を注いでいます。市民の子ともに託す願いと国家の

戦略の交錯するところに驚くばかりの教育過熱とでも言うべき

状況が生まれてきています。 ' 

・第3巻
オーストラリアの子ども中心の幼児・初等教育 （27分）

成熟した市民社会のーっと言われるオーストラリアでは、子どもが

社会に出会う入り口としての就学前教育、初等教育でユニークな

実践が積み重ねられています。個々の子どもの個性を大切に

した、自立した個人をはぐくむ教育の試みです。

コメンテーター：汐見稔幸 （白梅学園大学学長・元東京大学教授）

・第 12巻
モスクワのオルタナティブスクール （35分）

モスクワ国際フィルムスクールは子どもの自主性をダイナミックな

までに重視しながら、ロシアが伝統的に強みを持っている映像

表現、演劇表現を専門とするオルタナティブ教育を公教育として

展開している世界的にもユニークな存在だ。また、その成り立ちも

ドラマティックであり、注目すべき存在である。

・第 13巻
フィンランドの個性噂重教育 （27分）

フィンランド、の教育は、 PISAでも好成績を残し、子供の満足度が

高いということから国際的にも注目を集めています。小中学校教育

を中心に多様な公教育の姿があり、そこでは何が大切にされている

のかを中心に取材し、そのオルタナティヴな試みや新しい模索など

も合わせて紹介します。

＠酌4巻
フリースクールスタッフとは何か欧米編 （約30分）

フリースクールは一つ一つか．とても個性的です。それぞれに

学び・育ちの考えが有り、実践や空間作りにもその考えあるい

は歴史が反映されています。そこには個性的なスタッフの

存在が大きな役割を果たしているといわれます。欧米の主要

なフリースクールの設立者を中心にスタッフのフリースクール

について、教育についての考えや哲学を聞きました。

・第4巻
嶋田の代案教育 （28分）

日本同様に、いじめ、不登校、ひきこもりなど‘が社会現象となって

いる韓国では、日本のフリースクールの様な「代案学校Jが急増

しています。バラエティーに富んだ代案学校の中から7校をとり

あげ、教育荒廃に対する危機感や過酷な大学受験を背景に、

急速に展開する積国の代案教育を巡る “模索”を描き出します0

・第5巻
ブラジルのデモクラティック・エデュケーション （27分）

経済の急成長など、社会が大きく変化しているブラジルでは、

増大した中間層による、詰め込み型の教育への批判が高まって

います。そこには教育の思想家で実践家でもあるパウ口・フレ

イレの思想の影響も見られます。サンパウロ郊外にある、 3つの

デモクラティック・スクールの、ユニークな実践を紹介します。

コメンテーター．里見実 （元国皐院大学教授）

園第6巻
カナダの多文化主義の教育 （29分）

多文化主義教育とはどのようなものなのか、小学校、中等学校

のみならずフリースクールや生涯学習センター、行政への取材を

通し、その広がりゃ限界も含め紹介します。

・第7巻
アメリカのフリースクール （30分）

フリースクールとしづ言葉が日本に入ってきたのは英米からで‘した。

アメリカのフリースクールの特徴、歴史をその中心に位置した

クロンララスクールを中心にいくつかのフリースクールに取キオし

コンパクトにまとめました。

コメンテーター．奥地圭子 （NPO法人東京シューレ理事長）
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活
〕

好聞.を与える身だしなみとは？

リクルートメイク
・25分 ・￥30,000（税別）

就職活動の基本

E好印象を与えるポイント

・メイクでの表現、カバー

各巻￥40,000（税別）

就活と受験の遣い （約25分）

採用担当者はココを見ている （約25分）

自分のことを伝えよう （約25分）

就活の身だしなみ （約25分）

就活で‘困った時の対応法 （約25分）

・全5巻￥200,000（税別）

・第1巻
．第2巻
．第3巻
・第4巻
・第5巻

好印象を与える身だしなみとは？

面慢の身だしなみ
・各巻￥20,000（税別）

・女子学生版 （約17分）

．男子学生版 （約17分）

・中高年男性版 （約20分）※ VHSのみ

ソーシャルメディア就活

・全2巻￥90,000（税別）

・ソーシャルメディア就活基本編
・27分 ・￥35,000（税別）

・ソーシャルメディア就活実践編
・27分 ・￥55,000（税別）

インターンシップ

・約45分 ・全1巻￥60,000（税別） ・小冊子 1冊同封

「インターンシッフ。に参加したいがどうすれば良いのか分からないJ
「インターンシッフ。で何を学ぶのか？」「ビジネスマナーに自信が

もてないJという学生の不安と疑問に答えるインターンシッフ。の

事前研修に最適な映像コンテンツ。

日経ビデオ就活シリーズ

各巻￥60,000（税別）

宋来に活かす！
大学生活を充実させるための極意 （40分）

将来の仕事について考えてみよう （35分）

・全2巻￥120,000（税別）

・第 t巻

・第2巻

'---' 

一
平
和
教
育

今の世に平和を語り継ぐ

第2次世界大戦では多くの人の命が失われました。このような悲劇は二度と繰り返さない、と戦争を経験した多くの人が平和を大切に

生きてこられました。一方で平和について、若い世代などからなかなか実感しにくいという声が多く聞かれます。戦争を経験し平和を

大切にすることについて若い世代に伝えたいという思いを切実に持つ著名人による、これからを生きる世代へのメッセージビ．テごオシリース。

ビデオ・シリーズ

故土屋公献氏は硫黄島近くの激戦地で戦争を体験し、戦後は弁護士となり日弁連の

会長等を務められました。戦争の時代を生きた体験から、一貫して平和と人権を守る

ことが弁護士の使命であるとの信念を持ち活動されました。平和への恩い、弁護士

として平和を守るとはどのようなことなのか、これからの世代に知って欲しいことを力の

こもった言葉で古書る、 “白鳥の歌”ともいえる貴重な記録。

①土屋公献
平和と人権を守る弁護士

・41分 ・￥36,000（税別）

＇－－＇〆

政治思想史の学者とし活躍され明治学院大学の学長も務めた森井員氏は、戦争中に

高射砲部隊に配属され九死に一生を得る経験をされました。その研究の根底には人聞は

何か、人間にとって自由とは何かという思想があり、そしてその思想の根底には戦争の

体験があります。人が人として生きるとはどのようなことなのか、戦争を繰り返さない

ためにはどのように生きればいいのかを語った真肇なメッセージ。

②轟井員
自由と尊厳を語り続ける

歴史学者

・33分 ・￥36,000（税別）

日本国憲法のGHQ草案を書いた唯一の生存者であるゴードン氏は、少女時代の10年余

を戦前の日本で過ごしました。アメリカ留学中の太平洋戦争開戦によって日本に住む

両親との連絡も途絶され、戦後GHQの民間人要員として来日することで両親との再会を

遂げます。GH Qによる日本国憲法の草案作成時には人権条項の作成を担当し、日本

での女性の地位の低さを知っていたことなどから女性の権利について明記したことで
知られています。憲法草案の体験、平和への思いなどを語ったインタビ、ユー収録。

③ベアテ・コードン
憲法草案を起草した

アートディレクター

・27分 ・￥48,000（税別）

マリコの名は日米開戦直前にワシントンと東京の間で飛び交った暗号で‘ある。そのマリ

コは実在の人物だ。満州事変直後の上海で生まれ、日米開戦をワシントンで迎え、玉

音放送を長野の疎開先で聞いた人物だ。両親は文字通り命がけで戦争回避に尽力し、

マリコはベトナム戦争の終結をはじめとしたアメリカで平和を第一に考えた政治活動に

尽力した。そして、その息子もイラクの戦争被害者を支援するなどの平和活動を続けて

いる。この映像は、マリコと親子3代にわたる平和活動の記録である。

④マリコ
平和を求め続けた

3代の物語

・42分 ・￥48,000（税別）
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アルファベット カも

・ DVDで早わかり労働安全衛生法 29 －カード一人KYの進め方 29 
• KY活動 29 －介護技術入門 25 
• RST講座職長教育映像教材集 31 －介議スタッフの接遇マニュアル 25 
・ SNSの安全な使い方 46 －階層別コンブライアンスシリーズ 19・21
・ VDT＆パソコン作業の疲労回復法 15 ・ガイドラインに基つく職場の救命処置と応急手当 34 

－快眠習慣のための10の方法 14 

あ －化学物質のリスクアセスメント 40 
・カナダの多文化主義の教育 49 

－相手の動きを予測し危険を回避する 42 －必ずなくそう！墜落・転落災害 35 
・アカテ．ミック・ハラスメントに正しく対応するために 48 －必ず守ろうl安全ルール心にノ（くさび）を 36 
・アカハラで悩んだとき 48 －過熱する中国の学校教育 49 
・アカハラといわれないために 48 －軽く見るなl転倒災害「我が身、人の身、会社の身j 33 
－足場組立・解体の安全 38 －考える技術 26 
－足場作業等の安全 38 －緯国の代案教育 49 
－アッ危ない！なぜ転倒するのか 35 ・感電の基礎知識 35 
－あなたならどうする？ 10 －管理監督者のための
－あなたの一日を再点検 13 メンタルヘルスケア（ハンドブック） 07 
－あなたの一週間を再点検 13 －管理職がセクハラ加害者にならないために 10 
－あなたの命をたくす安全帯より安全なハーネス型に 36 －管理職がパワハラ加害者にならないために 09 
－あなたの運転再チェック1 43 －管理職によるメンタルヘルス 05 
－あなたの運転間違っていませんか 45 ・が、んを予防する日常生活 16 
－あなたの運転なくて七癖 44 ・危機管理対応術 20 
－あなたの家族、大丈夫？ 06 －聞く技術 26 
－あなたの睡眠、足りてますか？ 14 －危険！自動車運転中のスマホ 42 
－あなたは職長シリーズ 39 －危険の体感実験 ー......... 37 
－あなたを守るあなたのための指差呼称 30 ・危険の見える化飛来・落下災害防止 35 
・危ないl職場でのリスク事例集 20 －気づこう1職場のセクシュアル・ハラスメント 10 
・危ない倒れる移動式クレーンの禽威 38 －気づこう！パワー・ハラスメン卜 09 
－アメリカのフリースクール 49 ・救急・救命手当の一般心得 34 
・アランくんのこうつうルールをまもろうね！ 46 －教員のための保護者対応力向上シリーズ 47 
－ありがとう安全帯安全帯の正しい使い方 36 －教員のためのメンタルヘルス 47 
－ある現場の偽装請負の代償 28 －協力会社の事業者責任 28 
－安衛法違反の送検事例から学ぶ安全管理 38 ・行列のできるチラシの作り方 25 
－安全運転こころが決め手 44 ・グラインダーの正しい使い方 32 
・安全衛生管理体制と各級管理者の役割 39 －クレーム対応 18 
・安全衛生の基礎事典 31 －ケーススタディで学ぶ報連相の基本 24 
・安全衛生の基本と心得 31 －ケーススタテrィ部下を伸ばすコーチング 24 
・安全衛生保護具を正しく使おう 33 －ケースで‘考えるセクシュアル・ハラスメント 11 
－安全管理者の役割 28 －ケースで学ぶ人事考課の基本と実践 24 
・安全先取りの企業風土をつくる 28 －ケースで学ぶ「クレーム電話J応対の基本 25 
－安全な有機溶剤作業の基礎知識” 34 －ケースで学ぶマタニティ・ハラスメント 11 
－安全ミーティング‘の進め方 30 －血圧 13 
－活かそう！ I磁場のダイパーシティ 23 －血糖値 13 
－イギリスのフリースクール 49 －元気な職場をつくるメンタルヘルス 05 
・イスラエルのテeモクラティック・工デ．ユケーション 49 －元気な職場をつくるメンタルヘルス2 05 
. 1メートルは一命取る 39 －元気な職場をつくるメンタルヘルス3 05 
・一酸化炭素中毒ココが危ない 35 －元気な職場をつくるメンタルヘルス 4 04 
. r一気飲み」が死亡事故へ 48 －元気な職場をつくるメンタルヘルス 5 04 
－命はひとつ！ 42 －元気な職場をつくるメンタルヘルス6 04 
－違法な質問を見抜く 12 －元気な職場をつくるメンタルヘルス7 03 
・井村雅代コーチの「できない」から逃げるな！ 26 －健康クリアファイル 17 
・イメージすれば危険が見える 39 －研削とし、し取替え作業 32 
－医療スタッフの接遇マニュアル 25 －検証不注意、思い込み運転が事故を呼ぶ！ 44 
・飲酒運転罪と罰破滅への選択。 44 －健診結果の見方、活かし方 13 
－飲酒運転許されない犯罪 44 ・建設現場の安全一日 39 
・インターンシッフ． 50 －建設現場の安全指導 5つのポイント 39 
－受けよう、活かそう1ストレスチェック 03 －建設現場の危険予知（KY）活動 39 
－うつを考える 05 －建設現場の統括管理統括管理はこうする 28 
・奪われた命 44 －建設工具・器具の正しし、使い方 39 
・奪われた夢 43 －現場で活かすリスクアセスメント 41 
・運転者の心得と義務 44 －現場のウッカリホ．ンヤIJ防止シリースJ 31 
－大串E由美のいますぐ役立つ！質問のスキル 25 －現場の火災とそのダメージ 33 
－横領・情報漏洩・マタハラ編 18・22 －現場の戦力高年齢作業員を災害から守る 37 
－オーストラリアの子ども中心の幼児・初等教育 49 －高圧電気取扱い作業の安全 35 
－おすすめ、減量アプローチ法 15 －高血圧を予防する日常生活 16 
－落ちるな・転ぶな・無茶するな 39 －高血圧を予防する日常生活 E 16 
・オフィスの事務改善ムダをなくして仕事の効率アッフ． 26 －工具の正しい使い方手動工具編 33 
－思わず手にとるチラシづくりのコツ 25 －工具の正しい使い方電動工具編 33 
－思わず手にとるチラシの －工事現場災害事例と対策DVDVol.1 37 

Wordテクニック基礎編 25 －工事現場災害事例と対策DVDVol.2 37 
・思わず手にとるチラシの －工事現場災害事例と対策DVDVol.3 37 

Wordテクニック達人編 25 －工事現場災害事例と対策DVDVol.4 37 
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－工事現場災害事例と対策DVDVol.5 37 ・知っておきたい低圧電気の衝撃 35 
・こうして乗り切る！クレーム電話 25 －自転車通勤を安全に！！ 45 
－工場・倉庫の搬送編 32 －自転車の交通安全ガイド 45 
－高所作業車の基礎知識と災害事例 36 －自転車も車両です 45 
・こうすればできる！職場復帰 05 －死の四重奏 14 
－交通事故ゼロへの決意 42 －自分でできるストレス対処法 04 
・交通事故の悲劇は続く 43 －自分でできるストレス・コントロール 04 
－公務員の不祥事防止シリース 18 ・自分の健康は自分で守る！ 04 
－合理的配慮の実践法 12 －社会人の常識・非常識 26 
－高齢者いきいき安全運転 45 －「借金」で人生棒にふるべからず！ 18 
・高齢ドライバー事故防止のポイント 46 ・重機が凶器となる瞬間 37 
・ 5Sの鉄則 30 －従業員の交通事故と企業リスク 43 
－顧客のハートをつかむ電話のかけ方 25 • 15分でわかるシリース 27 
・ここが違う！プロの運転 45 －就職活動の基本 50 
－こころが大切安全運転 44 －出産・育児への理解がない 11 
－「心が伝わるjビジネスマナーの基本 27 ・障害のある子障害のない子 12 
－心とからだのコミュニケーション体操 16 －障害者は困っています！ 12 
－心に刻め1命にスペアはないことを 44 －上司のハラスメント 09 
－心の不調の気づき方 06 －初級ビジネスマナー 27 
－心を楽にするセルフケア . 04 －聡長・安全衛生責任者教育 37 
・腰は体の要仕事の要 35 ・職長が語る！予定外作業の悲劇 40 
－個人情報漏洩対策の実際 22 －職長さんのやさしいリスクアセスメント 41 
・個人情報漏洩発覚1組織対応の進め方 22 －職長とはじめるlリスクアセスメントKY 40 

＼』J ・コミュニケーションに潜むセクハラの危険 10 ・職長のコミュニケーションのとり方 38 
－これだけは知っておきたい －職場再点検シリーズメンタルヘルス編 06 

建設作業の基本ベスト10 36 －職場巡視の効果的な進め方 29 
－これだけは守ろう基本ルール 17ヵ条 36 －職場でのリスクマネジメント 19 
－これでアナタも肥満解消1 15 －職場におけるメンタルヘルス 19 
・これで納得！職場の 5S 30 －職場に潜む火災 20 
・これなら完壁！フ．レゼンテーション 25 －職場の安全と心理学 31 
－コントロール・パンテ‘インク．の進め方 40 －職場のメンタルヘルス対策 06 
・コンブライアンス・テスト 21 －職場の腰痛対策ストレッチンク 16 
・コンブライアンスの基本と実践 21 －知らなかったで‘は許されない

個人情報セキュリティ対策 22 

さ －事例で‘考える職場のコミュニケーションとセクハラ 10 
－事例で考えるパワハラ解決法 08 

・ザ・足場安衛則改正点のポイント 38 －事例で考えるパワハラ・グレーゾーン 08 
・ザ・玉掛け 38 －事例で学ぶ個人情報保護対応 22 
－災害時、ドライバーはどう生き残るか 44 －事例で学ぶこれが5Sだ！ 30 
－災害事例と安全10のポイント －新・なくそう、防ごう、気つこう

玉掛け・クレーン・足場編 36 アカデミック・ハラスメント 48 
－災害事例に学ぶ製造現場の安全対策 33 －新型インフルエンザの予防と対策 15 
・災害の備え適切な行動 20 －新型うつ 06 
－再確認しよう！職長・安全衛生責任者教育 37 －新人・若手社員のセルフケア 07 
－最新－KYTの進め方 30 －新社会人のための
－作業員さんそれは法律違反ですよ 38 ビジネスマインド養成シリーズ 27 
・作業員の6つの法的義務 38 ・新入社員の育て方・伸ばし方 24 

＼』J －「酒Jで人生棒にふるべからず1 18 ・新入社員のための「社会人のルールj 26 
－さわやかな公務員の接遇 18 －新入社員のための報連相の基本 27 
－さわやかな応対 18 －新入社員のための製造現場の常識 31 
・産休・育休ガイドシリース 23 －心肺蘇生法とAED実技 34 
・酸欠症等の災害事例と安全作業のポイント 32 ・信頼される公務員モラル・倫理編 19 
－酸欠ココが危ない 32 ・すくεにできる情報セキュリティ対策 20 
－酸欠を甘く見るな1～酸素欠乏症等の防止～ 32 ・すぐに役立つlクレーム対応の技術対面・メール編 26 
・死角に潜む危険 43 －スクール・コンブライアンス 47 
・仕事と介護の両立のために 23 －スクール・セクハラ 47 
・仕事の基本とルール 27 ・スヘ；ノコケ三人組の自転車教室 46 
－事故ゼ口への挑戦 39 －ス－ッコケロホ．の自転車の交通安全 46 
・事故を起こさないための運転行動 42 ・ストレス一日決算主義のセルフケア 05 
－事故を減らし企業イメージを上げる ・ストレス一日決算主義のすすめ（ハンド．フ、ツク） 07 

ドライブマナー 43 ・ストレス・コーピンクによるセルフケア 04 
・脂質（LDLコレステロール） 13 ・ストレス時代のラインによるケア 05 
・脂質異常を予防する日常生活 16 ・ストレスチェックを活用したセルフケア 03 
・歯周病菌が身体を蝕む 14 ・ストレスと上手につき合う方法 05 
－歯属病菌は赤ちゃんにもうつる 14 －スマホ・ケータイしながら大丈夫？ 45 
－実践SKY三つの手法 30 －スリーステッフ．で‘進める SKY 30 
・実践！：専門職種別送り出し教育 39 －生活習慣病と食事指導 15 
－実践！ビジネスマナーのすべて 27 －成功するファシリテーション 25 
・疾走の迷宮 44 －製造現場のコンブライアンス 22 
・知っておこう災害発生時のあなたの役割 37 －製造社員やっていいこと・悪いこと 26 
－知っておこう －静電気災害を防ぐには 35 

通勤災害と業務上災害のちがいとそのダメージ 37 －整理整頓の基礎知識 31 
－知っていますか安全配慮義務 28 －設備工事のリスクアセスメント 41 
－知っておきたい！過重労働対策 05 －世界の教育最前線 49 
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－セクシュアル・ハラスメント対策シリース 11 －なくそう、防ごう、気づこう、

・セクシュアル・ハラスメントの対策事例 11 アカテ‘ミック・ハラスメント 48 

・セクハラ対策と管理職の役割 10 －なぜ落ちたのお父さん 38 

・セクハラ対策の新常識 10 －悩まずアタック！ 46 

・セクハラになる時、ならない時 10 ・二次災害の防止と一次救命処置（手当・AED) 32 

・セクハラを生まない職場コミュニケーション対策 10 ・日経ビデオ就活シリーズ 50 
－絶対にダメ！飲酒運転 42 －荷役作業の労働災害 32 

－セルフケアからはじめる ・入場初日を甘く見るな 36 
メンタルヘルス・マネジメント 06 ・ニューヨークのマイノリティ教育 49 

・セルフコントロールで事故防止！ 43 －熱傷・薬傷災害はなくせる 34 

・全社員・職員で学ぶ1マイナンバー漏洩対策 22 ・熱中症はこわくない！ 15・41
－騒音障害を防ごう 33 －熱中症の危険と脳梗塞 ・・・・ ・・ーー・・・ーー・・ ー・．。，， 41 
・ソーシャルメテεイア就活 50 －熱中症の恐怖 41 

－ソーシャル・メディアのリスクと －熱中症をあなどるな 41 

正しいつきあい方企業編 24 
－ソーシャル・メディアのリスクと 怯

正しいつきあい方大学編 48 
－その質問、大丈夫ワ 12 －ハガにゃん教授の
－その自転車の運転危険です！ 45 自分でできるヒューマンエラー対策

－その人権問題わたしならどうする？ 12 安全の人間学実践編 31 
・ハガにゃん教授の

た
自分で‘できるヒューマンエラー対策
勘違い・物忘れ 31 

－体感アッ！切った・こすった 33 ・ハガにゃん教授のヒューマンエラー対策 10 31 

・大事故から会社を守る！ －爆発火災防止の基礎知識 33 

職場のヒューマンエラー対策 。20 ・派遣社員のためのキャリアデザイン 24 

－タイムマネジメントで働き方改革 23 －箱因忠昭の好かれる営業嫌われる営業 26 

・たかが脚立！？されど脚立！？ 39 －箱回忠昭のプレゼンの基本技術 26 

－正しい呼吸用保護具の使い方 33 ・働き方改革とカッフソレの子育て 23 

・正しい粉じん作業の基礎知識 一33 －働く人の睡眠と健康 14 

－正しい床上操作式クレーンの取り扱い 38 －働く人の被災後の心のケア 05・29

－玉掛け作業の災害事例と安全心得 38 －話す技術 26 
－誰でも身につくリーダーシッフ． 24 －破滅への道程 18 

－誰もがいずれは高齢者 46 －早わかりシリーズ危機管理編 20 

－誰もが危険熱中症の新常識 41 －早わかりシリーズ企業コンブライアンス編 21 

－短時間 KYマニュアル 30 －早わかりシリーズ新・危機管理編 20 

・男女共同参画時代のセクシュアル・ハラスメン卜 11 －ハラスメント相談シリーズ 09 
－チェックしよう1あなたの職場 . 06 ・ハラスメン卜相談窓口の適切な対応 09 

・注意一秒怪我一生 42 ・ハラスメン卜のない磁場つくり 09 
・追突事故交差点事故 44 ・ハラスメントを生まない関係つくり .............. 48 

・墜落災害を防ぐリスクアセスメント 41 －パレスチナ、イスラエルの平和教育 49 

・墜落・転落・安全帯 35 －パワーハラスメント判例集 09 

－償いの十字架 43 －パワーハラスメント4つの判断基準 08 
・つくる！安全現場の1年 39 －パワーハラスメントを考える 08 

－土屋公献平和と人権を守る弁護士 50 . ／＇＼ワー・ハラスメントシリーズ 09 
－低圧電気災害と安全 35 －パワハラ解決技法 08 

－デートDV 47 －パワハラと熱血指導 08 
－テクノストレスと疲労回復法 15 －パワハラになる時ならない時 08 
・電気取扱い作業の安全 35 －パワハラにならない叱り方 08 
－転倒災害はこうして防ぐ 34 －パワハラにならない部下とのコミュニケーション 09 
－転倒予防体操 16 －パワハラを正しく理解するために 08 
－電話応対プロの技術 25 －パワハラを防ぐアンガーマネジメント 09 
－電話応対のマナーとクレーム対応の技術 26 －「犯罪jで人生棒にふるべからず！ 18 

－問いかけKYの進め方 29 －ビジネス傾聴入門 25 

－盗撮・ストーカー・飲酒運転・危険ドラック 18・22 －ビジネス・コンブライアンス入門 22 
－どう防ぐ交差点事故 43 －ビジネスマナーチェック＆実践 27 
・道路工事の労働災害・公衆災害 40 －ビジネスマナー・バイブル 5講座セット 26 
－特定化学物質による障害予防の基礎知識 34 －潜む危険を予測・回避せよ！ 42 

－毒物・劇物の管理 32 －ビデオシリーズ今の世に平和を語り継ぐ 50 
－どこでもはさまれ・巻き込まれ 34 －ビデオシリーズ放射能と健康 16 

－突然、高熱が…感染拡大 14 －人と組織を成長させるメンタリンク入門 24 

－突然死を防ぐには I 16 －ひとbハ台時代の健康管理 15 

－突然死を防ぐにはE 16 ・一人危険予知（KY）の腕みがき 30 

－土木工事のリスクアセスメント 41 ・一人KY活動の進め方 29 
－点灯せ1心のヘッド．ライト 42 －人を育てる「ほめ方・叱り方J 24 

・ドライフレコーダーからの警告！ 42 －日々の作業行動災害を防ぐ 30 

・ドライブレコーダーの証言 43 －ピノキオのこうつうあんぜん 46 

・トラックの積卸し編 32 －肥満のことについてよく知ろう 15 

－不安全行動と災害 29 

な
－フィンランド‘の個性尊重教育 49 
. 7・工ルトリコの工デュケーションシティ 49 

－内部監査のポイント 20 ・フォークリフト作業の安全 39 
－なくそう1職場に潜む心の病 12 ・フォークリフトの基本 39 
－なくそう1原付事故 45 －部下が休職する前にできること 03 
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＼ーノ

－フォローアップ・セミナー
－部下の実力を高める実践OJT
－部下の職場復帰を成功させるために（ハンド．ブック）
．部下を心の不調から守るラインケア
－不祥事の未然防止・再発防止シリース
．不正を許さない職場づくり

・ふせげ！酸欠災害
－防ごう！バイク事故
－防ごう1メタボ＇）ック・シンドローム
．不注意の代償
・復帰へのステッフ．
－冬道の危険を知る安全に走行するために
．冬道事故を防ぐ
－ブ．ラジルのデモクラティック・エテ．ユケーション
．プラス野菜でヘルシーライフ
－プラスワン・コミュニケーション
－フリースクールスタッフとは何か欧米編
．プレス作業安全の基本

－ベアテ・ゴードン
－減らそう！セクシャル・ハラスメント
．報・連・相入門
・放射能の身体に与える影響
．放射能・放射線とは何か
－歩行者・自転車・バイク事故
．ポジティフ・メンタルヘルス
．ポジティブ・アクション
・ボディデサ‘イン体操
－ほめる技術しかる技術
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ま

・マタニティーハラスメント
・マタニティハラスメントから考える職場の人権
．マタハラのない職場づくりのために
・マタハラ防止の基礎知識
・マタハラ防止と管理職の役割
－守っていますか？作業員の法的義務
－守ってますか？自転車のルールとマナー
．マリコ平和を求め続けた3代の物語
－みえない空気酸欠等の災害を防ぐ
．見落としていませんか危険を
・見過ごしていませんか

性的少数者（LGBT）へのセクシュアルハラスメン卜
．見てわかるパワー・ハラスメント対策
・見てわかる改正均等法のセクハラ対策
．見直そう！あなたの生活習慣
－見逃すな！危険予測のポイント
．魅力ある職員・喜ばれる職員
－みんなでつくろう、ハラスメントのないキャンパスを
．みんなで取り組むメンタルヘルスケア
－みんなで取り組むメンタルヘルスケア （ハンドフック）
．みんなで見つける現場の危険
－みんなでリスクアセスメント
・無関心ではいけないl障害者の人権
．メタボ予防と身体活動量
・メタボ＇）ツクシンド‘ローム
．函接の身だしなみ
・メンタルヘルス職場を元気にするコミュニケーション
．メンタルヘルス新世紀
・メンタルヘルス新世紀E
．もう労基署は怖くない
－モスクワのオルタナティフスクール
．もっと減らせる！交通事故
－森井民自由と尊厳を語り続ける康史学者

1
1
1
1
1
9
5
0
2
9
2
9
0
3
2
9
8
6
7
8
0
2
6
3
n
u
m
b
7
7
8
9
4
0
 

1
1
1
1
1
3
4
5
3
2
1
0
1
1
4
1
4
0
0
2
4
1
1
1
5
0
0
0
2
4
4
5
 

や

・夜間・雨天時に潜む危険 44 
・薬傷防止の基礎知識 34 
・やさしい化学物質リスクアセスメントのすすめ方 40 
・やっていますか指差呼称、 30 
・有機溶剤中毒にならないために 34 
・有機溶剤中毒を防ぐ1 34 
・有機溶剤による災害を防ぐには 叩 34 

・ユニバーサルサービス
．指差呼称していますか
・指差呼称で防げ職場のヒューマンエラー
．指差呼称の実践方法
－指差呼称の推進方法
．指差呼称のめざすもの
．許すな！飲酒運転
・幼稚園から高校向け

セクシュアル・ハラスメント防止
．腰痛その予防と対処法
－腰粛・肩こり・頭痛
・ 40歳を超えたら
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－リクJレートメイク
－リスクアセスメント

～化学物質取扱い作業編～
．リスクアセスメントー工作機械編ー
．リスクアセスメントとは
・リスクアセスメントの目で見直そうl

職長の安全活動
・リフレッシュ安全衛生委員会
．リフレッシュ・ 4ラウンドKY
．リフレッシュ・自問自答 KY
．リフレッシュ・短時間 KY

．「労災かくしJ破滅への道
・労災の代償会社崩壊
－労働安全衛生マネジメントシステムと職長
．ロボッ卜災害防止訓練DVD教材
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・若手社員のための
ビジネス・コミュニケーションの基本

．ワークライフバランス
－ワークライフバランス実現のためのマネジメント
．わたしからはじめる人権
－手ムたちのコンブライアンス
－手ムたちのコンブライアンス E
．手ムたちのコンブライアンス E
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