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2 TRＡP「罠」

軽い気持ちで覚せい剤に手を出すOL、遊び感覚でMDMAを飲む大学生、
気分を高めるため大麻を吸う会社員といった身近に潜む薬物の罠にかか
る若者たちの姿を描きだすことで、薬物の罠に近付かないよう警告してい
ます。

警察庁 DVD 3 ３０分
青少年から
一般

5 破滅！薬物乱用の恐怖

薬物乱用のために、薬物依存症になってしまった女性へのインタビュー、
治療にあたる現場の医師、薬物依存症の若者の更生に努める高等学校
の教師を取材しています。薬物の恐ろしさと、薬物乱用が与える身体・精
神・社会への影響を理解し、薬物に対して、絶対手を出さないという毅然と
した姿勢と、強い意志を持つことの大切さを伝えています。

一橋出版 DVD 15 20分
高校生から
一般

20
小学校保健シリーズ 6 年 自分を
大切に～たばこ・飲酒・薬物乱用の
ゆうわくに負けないために～

たばこ・酒・薬物に手を伸ばした子どもたちの前に現れたダメダメマンが、
それぞれの恐ろしい害を解説していきます。喫煙、飲酒、薬物乱用が心身
にどのような影響を及ぼすのか、その危険性を理解させ、誘惑に対する効
果的な断り方を考えることをねらいとしています。（このDVD教材は、学研
版教科書「新・みんなの保健 5 ・6年準拠）

学研 DVD 2 15分 小学生

21
１０min.ボックス生活指導２（薬物依
存の怖さ知っていますか？大麻の
怖さ知っていますか？）

成長期の若者の心身にさまざまな悪影響をおよぼす喫煙、飲酒、薬物乱
用・・・。社会的にも深刻な問題となっている未成年の生活習慣について、
生徒たちが自ら問題を理解し、考えるきっかけをつくります。

NHKエンタープライズ DVD 12 ２０分
中学生から
高校生

22
薬物乱用はなぜ「ダメ。ゼッタイ。」
か？

近野成美さんが案内役で、薬物乱用問題についての正しい知識を解説し
たものです。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 18 17分
小学生（高学年）

から
一般

23
キッパリことわる
    薬物乱用に”ＮＯ”

ＣＧキャラクター（悪魔）をたてて、小学生に薬物の正しい知識や乱用した
際の影響を伝えます。その中で、誘いの手口や断り方の具体的な例も提
示しています。

東映（株）教育映像部 DVD 1 17分
小学生
（6年生）

24
知っていますか
 薬物の真実「体験者は警告する」

薬物体験者自身の、強い説得力を持つ言葉で、「薬物の真実」つまり「薬
物乱用の本当の怖さ」を伝えていきます。軽い気持ちや好奇心で薬物に
手を出すことが果たしてどんな結果を招くのか、その真実を明らかにしま
す。

東映（株）教育映像部 DVD 6 21分
中学生から
高校生

25
「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用は脳を
破壊する！

近野成美さんがみなさんと一緒に学びます。薬物乱用をすると私たちの最
も大切な脳が破壊される。破壊された脳はどんな治療をしても、決して元
には戻りません。それに、一旦、乱用を始めると、自分の意思では止めら
れない依存症になります。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 6 15分
中学生から
一般

26
NO！ドラッグ
人生の別れ道

薬物の誘惑・転落・断り方をドラマ仕立てでわかりやすく解説。全編（30
分）に加え、短縮版（18分）でドラマ部分のみ再生可能。近年、社会問題と
なっている大麻の不正栽培に言及。

東京都福祉保健
局

DVD 2
30分

(18分）
高校生から
一般

27
「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用は人を
ダメにする！

最近若者の間に猛威を奮っている「違法ドラッグ（脱法ドラッグ）」について
も取り上げています。薬物乱用はなぜ、「ダメ。ゼッタイ。」について、わか
り易く理解できます。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 15分
小学生（高学年）

から
一般

 薬物乱用防止啓発ビデオ・ＤＶＤ一覧  
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28 福岡県薬物乱用防止啓発用DVD

解説編とドラマ編の2つのチャプターで構成。
・解説編「手を出したらゼッタイにダメ！～薬物の危険な話～」 （約18分）
薬物の種類や身体に与える影響などの基本的な解説に加え、薬物に誘
われたときの断り方などを分かりやすく説明しています。また、薬物を過去
に体験した人の体験談も盛り込み、薬物の恐ろしさを伝えています。
・ドラマ編「薬物使用のその先に・・・～少年A「殺さなきゃ」と思った～」 （約
25分）
友人に誘われ、薬物に手を出してしまった少年。薬物乱用により、彼と彼
の家族にどのような結果が待っているのかをドキュメンタリータッチで描い
たドラマです。

福岡県保健医療
介護部薬務課

DVD 1
43分

(18,25分)
小学生から
高校生

29
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。
～脳を科学する～

「ダメ。ゼッタイ。」君、博士にプラスで「ダメくま君」が初登場。薬物乱用が
なぜ「ダメ。ゼッタイ。」なのか、脳への弊害を科学します。また、最近猛威
を奮っている脱法ドラッグ（違法ドラッグ）についても取り上げています。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 7 15分
小学生（高学年）

から
一般

30
「ダメ。ゼッタイ。君」と「ダメ。くま君」
の薬物乱用防止教室

薬物乱用がなぜ「ダメ。ゼッタイ。」なのか、一番大切な脳が破壊（はかい）
されるからです。このことを「ダメ。ゼッタイ。君」と「ダメ。くま君」 がわかり
やすく説明していきます。また、最近猛威を奮っている危険ドラッグについ
ても取り上げています。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 6 15分
小学生（高学年）

から
一般

31 危険ドラッグは“毒”だ！
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター和田清部長 監修のも
と、危険ドラッグの解説をしています。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 15分
中学生から
一般

32
愛する自分を大切に！
薬物乱用はダメ。ゼッタイ！

「ダメ。ゼッタイ君」と「ダメ。くま君」の薬物乱用防止教室 パート２
薬物乱用はなぜ「ダメ。ゼッタイ。」なのかと危険ドラッグの恐ろしさ。とく
に、中身が何が入っているか分からないことなどを解明します。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 15分
小学生（高学年）

から
一般

33
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。
～やさしい解説～

埼玉県立精神医療センター協力のもと、薬物乱用がいかに危険で恐ろし
いかを医師の話を交え、身体に及ぼす影響や薬物依存について分かり易
く解説しています。なぜ、薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」なのかを学びましょ
う。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 15分
小学生（高学年）

から
一般

34
身近にひそむ薬物乱用（手話通訳
入り）

現役の小学校養護教諭のお話で、身近にひそむ薬物乱用の危険を学ぶ
ことができます。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 15分 小学生以上

35
若者の未来を守るために
違法薬物撲滅を目指して

危険ドラッグ乱用者が起こした交通死亡事故の被害者家族へのインタ

ビューや事故時のドライブレコーダーの実際の映像※を中心に構成されて
おり、被害者の視点から、薬物乱用が決して個人の自由で許されるもので
はなく、多くの人を巻き込んで不幸にする社会全体の問題であることがリ
アリティを持って語られています。危険ドラッグだけでなく、覚醒剤や大麻
など、様々な種類の薬物乱用の恐ろしさを科学的に分かりやすく解説して
います。
※ 実際の事故の衝撃的な映像を含みます。教職員等で事前に内容をご
確認の上、上映対象者の年齢や発達の状態等に応じてご使用ください。

国際ロータリー第
2660地区

DVD 10 18分
高校生から
一般
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36
薬物汚染を許さない！
～未来の日本のために～

年間一万を超える覚醒剤事犯の検挙人数・・・さらに若年層を中心に大麻
の検挙人数が増加傾向に。薬物汚染の実態を「大麻乱用」「ネット密売」
「運び屋を使った密輸」の３つのケースで探ります。
○警察協会のサイトから試聴可能です。
   ⇒ https://www.keisatukyoukai.or.jp/pages/23/

（公財）警察協会 DVD 6 ４０分
青少年から
一般

37 薬物乱用から自分を守る

乱用される薬物の特徴と影響について、大切な脳の構造を破壊する過程
についてポイントを絞って分かりやすく解説しています。 国立精神・神経
医療研究センターが実施している全国住民調査（2017）のデータから大麻
の影響力が増大している実態を示し、違法薬物の最新動向や意識変容に
触れそこから自分を守る術を学んでいただきます。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 6 15分
小学生（高学年）

から
一般

38
大麻警報発令中！
～アイメッセージで断ろう～

乱用が拡大している大麻についてその危険性・有害性を分かり易く伝えな
がら、それでもなぜ使用してしまうのか、どう断ればいいのか、その対応と
対策について具体的に提示します。「ダメ。ゼッタイ。」君と「ダメ。くま」君の
2人が投げかけた疑問に医療専門家が的確に丁寧に答えていくことで基
礎知識から徐々に自分自身にとって身近な問題であることに気づき、考え
る構成になっています。全編最新の大麻特集ですが、その他乱用される
薬物についても共通する大切な身の守り方を学ぶことができます。
○麻薬・覚せい剤乱用防止センターのサイトに、指導者向けにDVDの有
効な使い方や本編内では説明しきれなかったポイント解説をまとめた資料
が掲載されています。⇒https://dapc.or.jp/tebiki/

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 16分
小学生（高学年）

から
一般

39 薬物乱用はなぜいけないのか

大麻を始めとした危険な薬物の種類とその有害性を紹介し、これらの薬物
乱用が引き起こす問題点を示していきます。また、喫煙・飲酒の害や、医
薬品の乱用の危険性についても解説。薬物乱用から薬物依存になってい
く恐ろしさを伝え、薬物を拒絶する強い意思を持たせる、ドラマ形式の教材
です。

東映（株）教育映像部 DVD 3 19分
中学生から
高校生

40
今、薬物問題を考えよう！
～私たちの未来のために～

薬物乱用はなぜ無くならないのか？このまま拡大が続くと、私たちの未来
はどうなるのか？
普段の生活の中でなかなか実感しにくい薬物問題のリアルな実態を元麻
薬取締官から聞くことで「今まで自分が持っていたイメージが実は違ってい
た、これまで見聞きしていた理解だけでは足りなかった」ことに気づいて、
改めて自分や家族や社会にとって何が大切なことかを考えてみる。大人
への入り口年齢であり、情報吸収力の豊かなデジタルネイティブ世代の行
動変容に繋げることを企画のテーマに設定されています。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 18分
中学生から
一般

41
それってホント？
事例でみる薬物乱用

「1回だけなら大丈夫？」「いつでもやめられる？」「合法な国もあるから安
全？」「個人の自由？」 ４つの事例をもとに、自分はどう考えるか、他の
人の意見はどうか、みんなで意見や感想を出し合って考えてみませんか。
ダメ。ゼッタイ。博士が、分かりやすく解説します。
「エビデンスピラミッド」
ネット上に溢れる様々な言説から正しい情報を見極めるためのヒントにも
触れられています。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 16分
小学生（高学年）

から
高校生

https://www.keisatukyoukai.or.jp/pages/23/
https://dapc.or.jp/tebiki/
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42
薬物のはなし～どうして学ばなきゃ
いけないの？～

「薬物乱用」という行為が自分の心とからだにどれだけ危険なことなのか、
またその行為は自分の周りにどのような影響を及ぼすのか、更にもしも薬
物乱用が広がってしまったら私たちの社会はどうなってしまうのか、まずは
身近に迫る危険な薬物乱用について気づいて、手を出さないための知識
について知り、その上で自分たちに出来ることは何かを考えるきっかけに
してもらいたいとの願いを込めた啓発動画です。

麻薬・覚せい剤
乱用防止ｾﾝﾀｰ

DVD 8 15分
小学生（高学年）

から
中学生

(令和4年12月1日現在）


