
旭川市保健所　エイズ・STD予防貸出ビデオ・DVD一覧表

時間

（分）

　エイズの授業 中・高 　高校でのエイズ教育の実践

　　ー１年６組エイズ授業の記録ー ～一般 　偏見、差別の問題について

　エイズと生きる人 中・高 　エイズと共に生きる社会の構築と感染経

　　ー平田　豊さんは語るー ～一般 　路、発症のメカニズム等

　コンピュータグラフィックによる 　コンピュータ・グラフィック映像によるエイ

　　よくわかる　エイズ 　ズ感染メカニズムの解説。

中・高 　エイズ感染経路から、感染した人への理解

一般 　と支援。「エイズと共に生きる社会」の構築

　いろいろな病原体とエイズの違い、

　非加熱血液製剤感染少年の手記「ぼくの生命

　のあるうちに」を読み人権について考える

　エイズ，あなたはどうしますか？ 　ドラマの主人公のエイズに対する悩みを

　　～エイズ予防の正しい 　通して、正しい予防知識や検査等につい

　　　　　　　　　　　　知識と検査～ 　て疑問にお答えします。

一般・ 　感染者の気持を通じて知るエイズの知識
企業

一般・ 　感染者に対するボランティア
地域

　エイズ治療・研究開発センター 　国立国際医療

　　トータルケアへの取り組み２００２ 　センター

　２００３年におけるＨＩＶ / エイズの現状と 保健医療 　「エイズ予防啓発シンポジウム２００３」 財団法人

　治療薬および薬剤耐性研究の進歩 関係者向 　の抜粋 エイズ予防財団

教員 　ＨＩＶ／ＡＩＤＳの内容は「２７」と同様

保健医療関係者 　結核についても学習できます。

　ＳＴＯＰ　ＨＩＶ／ＡＩＤＳ　 教員 財団法人

　エイズストップのために・・・（ＤＶＤ・ＶＨＳ） 保健医療関係者
エイズ予防財団

　聞かせて！教えて！ 　ＨＩＶ／ＡＩＤＳの基礎知識，予防，治療等を 財団法人

　エイズのあれこれ 　鉄腕アトムでおなじみのお茶の水博士が紹介 エイズ予防財団

中・高 　一般的な高校生カップルがＳＴＤに感染したＳＴＯＰ！ＳＴＤを

～一般 　らという内容　専門職からの解説入り 考える会

　若者の日常生活シーンの映像を通じて，スムー

　ズにコンドーム使用を自己決定できるような

　対人関係スキルについて考えさせるビデオ

要介護状態のエイズ患者の実例を通して，病平成１８年度厚生労働省

院と地域スタッフによるケアチームの役割と科学研究費補助金事業

その実際を紹介する。 財）エイズ予防財団

7

一般

一般

中学生以
上生徒向

中学生以上

小学生

　エイズと人権

　からだの抵抗力とエイズ

　家庭と地域で考えるエイズ

　家庭と職場で考えるエイズ

　Ｎｏ．１

タ　　イ　　ト　　ル Ｎｏ 対 象 内　　　　　　　　容 出 版 社 名
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特定非営利
活動法人

ぷれいす東京

　ＨＩＶ／ＡＩＤＳの医学，予防教育，治療　等

沢井製薬株式会社11 71

Ｌｅｔ’ｓ　ＣＯＮＤＯＭＩＮＧ！

10 60

　結核・エイズ予防啓発（ＤＶＤ）

14 49　エッチの掟　彼のモトカノ知ってる？

アーニ出版

一般

東京法規出版

東京法規出版

アーニ出版

アーニ出版

東京法規出版

アーニ出版

アーニ出版

16 AIDS患者を地域で支える
‐事例から学ぶチームケア‐

50 医療・福祉
関係者向

12 38

15 20

13



旭川市保健所　エイズ・STD予防貸出ビデオ・DVD一覧表

時間

（分）

学習指導要領に基づき，年間指導計画（案） (社)日本家族計画協会

が作成されており，「先生方の言葉」で子ども 著：東京保健大学/ＰＮＹ 

達に伝えることができるスライド式の教材。 渡會睦子

学習指導要領に基づき，年間指導計画（案） (社)日本家族計画協会

が作成されており，「先生方の言葉」で子ども 著：東京保健大学/ＰＮＹ 

達に伝えることができるスライド式の教材。 渡會睦子

(社)日本家族計画協会

出演：遠見才希子
監修：岩室紳也

(社)日本家族計画協会

演出・監修：北村邦夫

（社）日本家族計
画協会

（社）日本家族計
画協会

（社）日本家族計
画協会

中学生
以上

中学生
以上

中学生
以上

性教育で活用できるパワーポイント教材。内容
は，みんな違ってていい，二人のための月経講
座，男の気持ち・女の気持ち，自分の気持ちを
大切に，ちょっと聞けない疑問，他。

ＨＩＶ/ＡＩＤＳが他人事の日本，どうしたらうつる
の？，男性の場合・女性の場合，友達がＡＩＤＳ
になったら気を付けたいこと，エイズ検査ってど
のような検査ですか，他。

性感染症は『性生活習慣病』，考えてみようー
あなたは性感染症を予防できますか？，さまざ
まな性感染症ー種類と原因と予防，ちょっと聞
けない疑問Ｑ＆Ａ，他。

28

29

30

思春期性教育用パワーポイント教材
①思春期の性と心と向き合おう

（スライド枚数：４３枚）

思春期性教育用パワーポイント教材
②他人事じゃないエイズ
（スライド枚数：６４枚）

思春期性教育用パワーポイント教材
③あなたの身近な性感染症

（スライド枚数：７１枚）

HIV/ｴｲｽﾞの現状，免疫のしくみ，感染のしく
み，感染予防，コンドームの正しい使い方，性
感染症との関連性など，幅広い内容を網羅して
いる。

（株）ｹｰｼｰｽﾞ
監修：岩室紳也，満

屋裕明
25

10代のためのエイズ啓発コンテンツ
HIV／エイズってなに？

①感染のしくみ編
135 中学生

以上

中高生に精力的に性教育の講演を行ってい
る，遠見才希子さんが，中高生の頃に聞きた
かったことを自身の経験を交え後輩に語る。

日本家族計画協会ｸﾘﾆｯｸ所長の北村医師が，
思春期の子どもたちに行動変容を促すたくさん
のｷｰﾜｰﾄﾞを熱く語っている。

高校生

【中学生向け】生きるための心の教育（性教育）
～いのち・こころ・性の教育～

【高校生向け】生きるための心の教育（性教育）
～いのち・こころ・性の教育～

出 版 社 名

17

18

　Ｎｏ．２

Ｎｏ タ　　イ　　ト　　ル 対 象 内　　　　　　　　容

中学生

19 自分と相手を大切にするって？
～えんみちゃんからのメッセージ～ 27 中学生

以上

20 ドクター北村が熱く語る
避妊と性感染症予防 24 中学生

以上

21 生と性，健康を学ぶDVD
①女の子，男の子のからだと心 25 中学生

以上

22 生と性，健康を学ぶDVD
②恋愛とセックス 25 中学生

以上

23 生と性，健康を学ぶDVD
③妊娠と避妊のメカニズム 25 中学生

以上

24 生と性，健康を学ぶDVD
④STD（性感染症）を防ぐ 25 中学生

以上

かもがわ出版
構成・監修：対馬ル

リ子

かもがわ出版
構成・監修：対馬ル

リ子

かもがわ出版
構成・監修：対馬ル

リ子

かもがわ出版
構成・監修：対馬ル

リ子

産婦人科医が生徒と対話しながら進めており，思春
期の生理・からだ・こころの疑問にぴったり合致。健康
に関する最新の医学情報を踏まえ，コンピューターグ
ラフィックも多用して分かりやすい。

産婦人科医が生徒と対話しながら進めており，思春
期の生理・からだ・こころの疑問にぴったり合致。健康
に関する最新の医学情報を踏まえ，コンピューターグ
ラフィックも多用して分かりやすい。

産婦人科医が生徒と対話しながら進めており，思春
期の生理・からだ・こころの疑問にぴったり合致。健康
に関する最新の医学情報を踏まえ，コンピューターグ
ラフィックも多用して分かりやすい。

産婦人科医が生徒と対話しながら進めており，思春
期の生理・からだ・こころの疑問にぴったり合致。健康
に関する最新の医学情報を踏まえ，コンピューターグ
ラフィックも多用して分かりやすい。

26
10代のためのエイズ啓発コンテンツ

HIV／エイズってなに？
②HIVと共に生きて編

85 中学生
以上

HIV/ｴｲｽﾞを取り巻く国際的な社会環境につい
て，ボランティア団体の活動や，陽性者・支援
者へのインタビューを交え，解説しています。

（株）ｹｰｼｰｽﾞ
監修：岩室紳也，満

屋裕明

27
10代のためのエイズ啓発コンテンツ

HIV／エイズってなに？
③社会・Q&A編

147 中学生
以上

質問の傾向で３分類された，質問回答集です。
医療編，感染経路編，社会人権編が１本にまと
められています。一つ一つの上映時間が短く，
授業の構成によって自由に組み合わせ可能で
す。

（株）ｹｰｼｰｽﾞ
監修：岩室紳也，満

屋裕明


