
種別

タイトル

主な対象

教材の内容

種別 模型

タイトル ポイズンセット

主な対象 全年齢

教材の内容

たばこには４０００種類以上の化学物質が
含まれており、６０種類以上の発がん物質
が含まれています。そのうち３０種類の有
害物質を瓶に詰めて表示しています。

※落下等により、瓶が破損する危険性が
ありますので、ご注意ください。

福島県南会津保健福祉事務所
喫煙防止教育のための教材の貸出（模型）

種別 模型

タイトル タール瓶

主な対象 全年齢

教材の内容

１日２０本１年間毎日喫煙した場合に、摂
取するタールの量を瓶に詰めた模型で
す。

※ふたを無理に開けようとすると内容物が
こぼれる危険性がありますので、ご注意く
ださい。



２０１８年制作　株式会社アスパクリエイト

２００６年制作　株式会社医学映像教育センター

本編６０分
主な内容
たばこ、やめてね（小学１・２年生用）
たばこのけむりはあぶないよ!!（小学３・４
年生用）
考えてみよう　たばこと健康（中学生・高校
生用）
たばこか健康か　あなたならどちらを選び
ますか　（一般・大学生用）

種別 ＤＶＤ

タイトル 禁煙成功への道

主な対象 一般

教材の内容

種別 ＤＶＤ

２００８年制作　財団法人健康体力づくり事業財団

本編２７分
オープニング
たばこに含まれる３つの有害物質
慢性閉塞性肺疾患<ＣＯＰＤ>とは
副流煙の有害性
禁煙による健康改善
禁煙を実現するための市販薬
未成年者の喫煙
妊婦と赤ちゃんをもつ両親の喫煙
禁煙外来～治療開始から禁煙成功まで～

福島県南会津保健福祉事務所
喫煙防止教育のための教材の貸出（DVD）

種別 ＤＶＤ

タイトル タバコと決別はじめの一歩

主な対象 高校生～一般

教材の内容

タイトル 今から始める喫煙防止教育

主な対象 小学生～一般

教材の内容

本編１８分
主な内容
オープニング　たばこ依存・有害性・身体への
影響・禁煙効果
禁煙メニュー（自力・禁煙外来）
スモーカーズフェイス女性特有の問題（妊娠・
出産・美容等）
受動喫煙（副流煙・まわりの人への健康影響）
こんな常識は間違いだ！
禁煙のベネフィット　エンディング



種別 書籍

タイトル
禁煙治療のための

カウンセリングテクニック

主な対象 一般

教材の内容

【エキスパート編】
私の考える禁煙カウンセリング
禁煙治療で用いる実践的なカウンセリング法
聴く
分析する
介入する
身体的な問題への対応
事例

２０１２年制作　看護の科学社

種別 書籍

タイトル 禁煙学

主な対象 一般

教材の内容

タバコ煙の科学
能動喫煙
受動喫煙
喫煙の心理学
どれくらいの依存度か（依存度の判定）
喫煙をやめるには
ニコチン離脱症状
禁煙の医学
いろんな場所の禁煙法
喫煙をめぐる社会環境

２００７年制作　株式会社南山堂

福島県南会津保健福祉事務所
喫煙防止教育のための教材の貸出（書籍）

種別 書籍

タイトル タバコから子どもを守ろう

主な対象 高校生～一般

教材の内容

喫煙の有害性
副流煙の周りに与える影響
妊婦の喫煙について
非喫煙者と比較した喫煙者の死亡率
ニコチン依存度チェック
禁煙補助剤
受動喫煙防止

２００３年制作　社団法人日本小児科医会



種別 書籍

タイトル 禁煙の個別健康教育

主な対象 一般

教材の内容

喫煙関連疾患の疫学
禁煙の効果
喫煙の生理学
禁煙教育の考え方
禁煙教育の現状と新たな試み
禁煙教育の種類とその対象
禁煙指導の考え方
１階面接・通信組み合わせ方式による禁煙教育の
計画
これまでの禁煙教育の実際例

２０００年制作　株式会社保健同人社

種別 書籍

タイトル 禁煙サポートマニュアル

主な対象 一般

教材の内容

禁煙サポートを実施するにあたって
「スモークバスターズ」禁煙プログラムにつ
いて
禁煙サポートの実際
禁煙サポートの実践事例
参考資料

２０００年制作　株式会社法研

福島県南会津保健福祉事務所
喫煙防止教育のための教材の貸出（書籍）

種別 書籍

タイトル
禁煙治療のための

カウンセリングテクニック

主な対象 一般

教材の内容

医療保険を使った禁煙治療
カウンセリングの手法：禁煙治療を例に
医療保険を使った禁煙治療のなかでデキる看
護師の役割とは？
禁煙治療におけるカンセリングの基本パターン
ポイントとなる言葉かけ　問答集
ケーススタデイ
失敗ケースから学ぶ
クリニカルパス
ＣＤ－ＲＯＭ付き

２００９年制作　看護の科学社



種別

タイトル

主な対象

教材の内容

種別 絵本

タイトル たばこがきらいになったねこ

主な対象 小学生

教材の内容

あらすじ
あるところにたばこが大好きなねこがいました。
ねこは周りの人の迷惑になっていても知らんぷ
りでたばこを吸い続けていました。
そんなある日、ねこは自分の家でたばこ吸って
いましたが、吸い殻を床に放置してしまい家を
家事で失ってしまいます。
ねこは自分がしたことを後悔し、たばこを嫌い
になるお話です。「子どもの周りにタバコのない
無煙環境づくり」コンクール絵本・紙芝居部門
入賞作品

２００１年制作　株式会社遊タイム出版

福島県南会津保健福祉事務所
喫煙防止教育のための教材の貸出（絵本）

種別 絵本

タイトル 動物救急隊

主な対象 小学生

教材の内容

あらすじ
マー君のお父さんは喫煙者で、たばこの煙の
せいで苦しんでいました。
それを見ていたペットのタマは、動物救急隊を
作り「タバコからマー君を救え!!大作戦」を決行
し、空気のきれいな生活を取り戻そうと奮闘し
ます。
「子どもの周りにタバコのない無煙環境づくり」
コンクール絵本・紙芝居部門入賞作品

２００１年制作　株式会社遊タイム出版



種別 紙芝居

タイトル ピコからのメッセージ

主な対象 幼児～小学生

教材の内容

あらすじ
ある晩、ひろきくんの家に突然大きな音と
ともに、奇妙な格好をしたひとが飛び込ん
できた。それは遠い星から来た宇宙人ピコ
だった。不思議な力でひろきくんの家族に
たばこの害を説明したピコは、すてきな香
の花のタネを残していく。それにこめられ
たメッセージとは。

２０００年制作　「子どもに無煙環境を」推進協議会

種別 紙芝居

タイトル タバコなんてけっとばせ！

主な対象 幼児～小学生

教材の内容

あらすじ
高校生のトオルくんは、サッカー大好き少
年。
いつもなかよしのサッカーボールといっしょ
です。でも最近、何だか元気がありませ
ん。心配顔のサッカーボールくんの前に
「トオルの大親友」を名乗るケムリの怪物
が現れたのです。

２０００年制作　「子どもに無煙環境を」推進協議会

福島県南会津保健福祉事務所
喫煙防止教育のための教材の貸出（紙芝居）

種別 紙芝居

タイトル エッヘン！なんだかノドがへん

主な対象 幼児～小学生

教材の内容

あらすじ
空気がきれいな動物村。医者のクマ先生
はひまでしょうがありません。ところがある
日、「エッヘン、エッヘン」おかしなせきの患
者さんがいっぱいに。「なんだかヘンだ」。
せわやきウサギのミミさんはカエルちゃん
といっしょに、村をしらべに走ります。

２０００年制作　「子どもに無煙環境を」推進協議会



主な対象 幼児～小学生

教材の内容

福島県南会津保健福祉事務所
喫煙防止教育のための教材の貸出（紙芝居）

種別 紙芝居

タイトル モク星への旅

主な対象 幼児～小学生

教材の内容

あらすじ
灰色の星、モク星に不時着した僕たちは、
モク星の人たちを救うために協力すること
になった。でもなぜこんな灰色の星になっ
てしまったんだろう。タバコで汚されたモク
星に花や緑やきれなきれいな空気は戻っ
てくるのだろうか？そして僕たちは無事に
帰れるのだろうか？

２０００年制作　「子どもに無煙環境を」推進協議会

あらすじ
おっちゃんは３０歳になるが、３年前に気
胸という肺の病気になり半分近く肺をとる
手術をした。退院後の生活でたばこはや
めましょうと書いてあったがおっちゃんはこ
りずにタバコを吸っていた。ある日おちゃ
んに肺がんがみつかり、６か月後にはベッ
ドで寝たきりの状態になってしまった。肺
がんの恐ろしさを伝える紙芝居です。

１９９４年制作　「子どもに無煙環境を」推進協議会

種別

タイトル

主な対象

教材の内容

種別 紙芝居

タイトル たばこすうたらあかん！


