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・利 用 の 手 引 

1．この視聴覚教材は、甲府地区広域行政圏における学校教育、社会教育 

団体に対して貸出を行います。 

2．教材を利用する諸団体の責任者は、当ライブラリー所定の申請書に記入し、 

ご利用ください。 

※１６ミリフィルム利用の場合には、 

１６ミリ映写機操作技術認定証の提示が必要です。 

3．教材の貸出期間は原則として、5日以内となっています。 

4．教材を紛失、破損し、又は汚損した場合は弁償していただくことがあります。 

5．利用はすべて無料です。 

6．この教材によって営利を目的とする場合には、利用できません。 

7．なお当ライブラリーには、下記の視聴覚機材もそろえてありますのでご利用

ください。利用については上記と同じです。 

 

※ 貸出中の場合がありますので、あらかじめお問い合わせ下さい。 

 

 

☆ プロジェクター    ☆ ポータブル DVDプレーヤー 

☆ DVDソフト       ☆ ビデオソフト 

☆ １６ミリフィルム  ☆ ビデオデッキ    

☆ スクリーン      ☆ スピーカー  

  

 

 

甲府地区広域行政事務組合 

視聴覚ライブラリー 
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   平平平成成成２２２９９９年年年度度度新新新作作作紹紹紹介介介   

DVD ソフト 
防犯・防災 （ＤＶＤソフト） 
資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

21023 熱中症から子どもを守れ！ 一般 20  29 
熱中症から子どもを守れ。救命救急
センターからの警告。 

 

21024 

 

被災地からの証言集メッセージ 一般 25 28 29 

毎年の様に我が国を襲う様々な災
害、時に多くの人命が失われる一方
で、奇跡的に犠牲者が出なかった事
例があるこのビデオでは近年の大き
な災害で被災した人々へ大々的なイ
ンタビューを敢行被災地の様子を、
当時の資料映像を交えながら視聴
者に届けるそして彼らの口から語ら
れる、その時生死を分けたものと
は？これは災害大国・日本に住む全
ての人間が学ぶべき、命の授業であ
る。 

21025 熊本地震から学ぶ  こんな対策
があなたを救う 

一般 26 28 29 

熊本地震の 5つの特徴。 
 
①想定外の揺れ 
②安否確認にＳＮＳ 
③非難生活の質 
④具体的な備蓄品 
⑤揺れに対する備え 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

22053 忍者玉丸の火の用心 
幼児・小学

生 
13 29 29 

幼児・小学生（低学年）向けの
火災予防アニメーション教材で
す。忍者玉丸とくのニンが、消
防士の黒丸や師匠のじい丸と一
緒に、火災の恐ろしさを学んで
いきます。子供たちに火災の恐
ろしさを知ってもらい、火遊び
が原因である火災をなくすこと
を目的とした作品です。 

22054 ぞくぞく村のオバケたち① 
幼児・小学

生 
52 18 29 

①ミイラのラムさん。ミイラの
ラムさんは、お風呂に入るのが
大好きです。ただ一度ほうたい
をほどいたら最後、こんがらが
ったり、からまったり大変です。 
②魔女のオバタン。魔女のオバ
タンは、何だってできます！お
まじないはもちろん、ねずみや
もぐらと話もできます。でも、
ほうきにだけはうまくのれませ
ん。 

22055 ぞくぞく村のオバケたち② 
幼児・小学

生 
40 18 29 

①ちびっこおばけグー・スー・
ピー。ちびっこおばけグー・ス
ー・ピーのおじいちゃんは、お
しゃれおばけ。なくした指輪を
さがすために魔女のオバタンを
たずねたのですが・・。 
②小鬼のゴブリン。七つ子が生
まれて、てんてこまいのゴブリ
ンさん家に、ベビーシッターが
やってきました。でも、どこか
が変！？七つ子たちの運命
は・・？ 

22056 ぞくぞく村のオバケたち③ 
幼児・小学

生 
40 18 29 

①おおかみ男。おおかみ男のちく
ちく先生は、腕のいい歯医者さ
ん。そんな先生の最近の悩みは、
時々ブタに変身してしまうこと
です。どうしておおかみ男がブタ
に変身してしまうのか？ 
②ドラキュラのむすこ。お父さん
ドラキュラは、仲良しのオバケた
ちを呼んで飲めや歌えや大騒
ぎ！そこへ魔女のオバタンが現
れて、パーティーは大混乱！？ 
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DVD ソフト 
一般向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２４０３３ 熱中症の予防と手当 一般 １８  ２４ 

熱中症は、部活動の最中など、身近
な場面で起こる可能性があります。熱
中症を防ぐためにはどうすればよい
のか、また起こった場合はどう手当す
ればよいのかを学びます。 

２４０３４ みなまた 海のこえ 一般 ４０ ２０ ２４ 

水俣の海がどれほど美しくて豊かで
あるか。その海がチッソ水俣の有機水
銀により、汚染され魚も人間も病に苦
しみ死にました。このような悲しいこと
を繰り返してはいけない。この作品
を、子供たちを中心に、世の中に広め
てゆきたい。この悲劇であり、ポエム
を世界の人々に知ってもらいたい。そ
んな想いの始まりです。 

２４０３１ 

昭和八十四年        

～１億３千万分の 1の   

覚え書き 

高齢

者 
８４ ２１ ２３ 

飯田進さん 86歳、彼は青年時代の全
てを「戦場」と「牢獄」で過ごしてきた。
「昭和の暗闇」の数々を一身に背負わ
ざるを得なかった１億３千万分の 1。
最後の生き証人が、私たちに語りか
けます。最高齢の青春ドキュメンタリ
ーです。 

２４０３２ 

Ｍａｙｕ          

～ココロの星～ 

（バリアフリー版有り） 

一般 １２０ １９ ２３ 

あるときふと、胸にゴロゴロしたしこり
のようなものが触れるのに気がつい
た。まだ若いし乳がんなんてあり得な
い。しかし、医師からの容赦ない乳が
んの宣告。ひとりの女性のココロの成
長と「生」と向き合う姿を描いた力強く
希望にあふれる物語です。 

２４０３０ 今すぐ防げ！大麻汚染 

最初の一回が人生を狂わせた 
一般 ２５  ２２ 

今、若者を中心に拡がっている大麻。
その背景は、インターネットなどの普
及により種や栽培キットを安易に購
入、また、間違った大麻に関する情報
などによるものです。この作品は、大
麻に関する間違った情報を正し、大麻
や薬物依存の恐さを説得力のある映
像で描かれています。 

２４０１３ 
裁 判 員 
選ばれ、そして見えてきたもの 

一般 ６９   

この映画では、裁判員候補者に選ば
れた人達の心情や家族との会話をも
とにしながら、選任手続きの流れ、そ
して裁判開始へと話が進みます。裁
判員の思い、あなたならどう判断しま
すか。評議の行方、そして結果は・。 
甲府地方・家庭裁判所より寄贈。 
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一般向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２４０１４ 評 議 一般 ６２   

裁判を経験したことがない裁判員
は、はじめは緊張し、戸惑いますが、
次第に打ち解けていき、裁判で何が
問題となっているか、証言に不自然
な点はなかったかといった疑問をお
互いに出し始め、それぞれの経験や
知識を生かして意見を交わし、裁判
官と一緒になって、遂に、審理の結
果、つまり判決に至ります。 
甲府地方・家庭裁判所より寄贈。 

２４０１５ 
がんは怖い・でも怖くない 

― 乳 が ん ― 
一般 １７  ２１ 

がんは早期発見して治療すれば怖
いものではありません。早い時期に
発見できるがんとして、胃がん・大腸
がん・子宮がんそしてこの乳がんな
どがあります。本例でも、人間ドック
で偶然がんが見つかり、そしてがん
に真正面から立ち向かい、しっかり
治療された。こういう方の生き様から
色々教えられるものがあるのではな
いかと思います。 

２４０１６ 
未来を変えるあなたの選択 

CO２ダイエット生活 
一般 ２３ ２０ ２１ 

若い夫婦のもとに、ある日突然あら
われた少年。未来からやって来たと
いうその少年が語るには、数十年後
の世界は地球温暖化のため大変な
状況になっていると言う。少年ととも
に CO２ダイエット生活に挑戦するこ
とになった夫婦は、家庭の中、日々
の暮らしの中に、様々な選択の場面
があることに気付いていきます。 

２４０１７ 
日本列島大災害の記録 

地震・津波・噴火編 
一般 １４９ ２０ ２１ 

明治２４年濃尾地震から平成１９年
の新潟県中越沖地震まで５５項目の
災害映像ファイルを収録。全編再
生・災害別連続再生のほか、地域別
災害一覧の再生機能がつきました。 

２４０１８ 
日本列島大災害の記録 

気象災害編 
一般 １８４ ２０ ２１ 

明治４３年の関東大水害から平成１
８年の北海道佐呂間町竜巻まで、台
風・豪雨・土砂災害・高潮災害・竜
巻・豪雪など６３項目の災害映像ファ
イルを収録。全編再生のほか、災害
ジャンルごとの連続再生機能がつき
ました。 

２４０１９ 
日本列島大災害の記録 

大災害に学ぶ編 
一般 １１７ ２０ ２１ 

地震、津波、噴火、台風、豪雨、洪
水、土砂崩れ・・・２０世紀以降、２００
７年末までの自然災害事例を防災の
視点から分析。新しい防災情報を加
えた３３項目の解説編です。 

２４０２０ 子どもの一次救命処置 

（一般市民対象） 
一般 ３３ ２１  ２１ 

子どもの心肺停止は両親や他の大
人の目前で起こることが多いので
す。その場に居合わせた人が心肺
蘇生法を知っていれば、その命を救
うことができる場合が多いのです。 
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一般向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２４０２１ 
知っておきたい子どもの    

安全と応急処置 

（一般市民対象） 

一般 ３３ ２１  ２１ 

４歳以下の子どもの死亡原因の１位
は「不慮の事故」です。子どもは成長
発達段階で大人の想像を超えた好
奇心に満ちた行動を取ることがあり
ます。不慮の事故に発展するのを未
然に防ぐのは大人の責任です。 

２４０２２ 
乳児と小児に対する 

一次救命処置 

（日常的に蘇生を行う対象） 

一般 ４２ ２１  ２１ 

このDVDは日常的に蘇生を行う者を
対象とした、８歳までの子どもに対す
る一次救命処置をわかり易く解説す
るものです。１歳未満の乳児の場合
と、１歳から８歳の小児に対する心肺
蘇生と気道内異物除去の方法を取り
上げています。 

２４０２３ 
子供にコ ミ ュニ ケーシ ョ ン   

能力を楽しく身につけさせる 

指導

者 
４５  ２１ 

子供たちのディスカッションを軸に、
現代の子供のコミュニケーション能
力について検証していきます。ディス
カッションのテーマは、正しいあいさ
つのしかた、友だちを上手に紹介す
る、楽しかったことを話す、上手な断
り方、私の宝物紹介、友だちのいい
とこ探し、ブッククラブ（読書会）など。 

２４０２４ 
驚異の小宇宙 人体 

生  命  誕  生 
一般 ４９ ２０ ２１ 

ひとつの受精卵から、どのようにして
銀河系の星の数百倍もの細胞が作ら
れるのか？生命の設計図、染色体に
隠された秘密とは？受精卵が最終的
には６０兆もの細胞をもつ人体へと成
長し、秩序だった細胞社会を形作って
いくストーリーを追います。 

２４０２５ 

驚異の小宇宙 人体 

しなやかなポンプ 

～心臓・血管～  

一般 ４９ ２０ ２１ 

心臓は、一生の間休むことなく働き
続けるタフなポンプ、しかし心臓はタ
フなだけでなく激しい運動や張りつめ
た緊張に応じて拍動を刻々と変えて
ゆくしなやかなポンプでもあります。
驚くべきその機能を徹底解剖しま
す。 

２４０２６ 
驚異の小宇宙 人体 

消化吸収の妙～胃・腸～ 
一般 ５０ ２０ ２１ 

現代人のストレスを映し出す臓器で
もある胃腸。人工物質、ストレスなど
の攻撃を受ける消化器官が、細胞の
死と再生のドラマを繰り返しながら、
負けずに立ち向かうメカニズムを探
り、生物としての人間と環境のかか
わりを見つめ直します。 

２４０２７ 
驚異の小宇宙 人体 

壮大な化学工場～肝臓～ 
一般 ５４ ２０ ２１ 

肝臓はアルコール処理、血糖調整な
ど５００種類以上の化学処理を引き
受ける工場だ。その細胞１個の中に
飛び込み、肝臓の機能を探るミクロ、
さらにその先の分子の世界を追う。
文明社会の過剰な攻撃に対する肝
臓の涙ぐましい戦いをつぶさに目撃
する。 
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一般向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２４０２８ 

驚異の小宇宙 人体 

なめらかな連携プレー 

～ 骨 ・ 筋 肉 ～ 

一般 ４９ ２０ ２１ 

ロボットには難しい２本足の歩行が
なぜ人間には楽にできるのだろう？
筋肉と骨による絶妙なプレーの謎に
迫る。骨は硬く無機質な構造物に見
えるが、日々生まれ変わっている生
きた組織でもある。骨を壊す細胞と
作る細胞の働きを保っているものは
何でしょうか？ 

２４０２９ 

驚異の小宇宙 人体 

生 命 を 守 る 

～ミクロの戦士たち～ 

一般 ５０ ２０ ２１ 

カビやバクテリアなどの病原が充満
しているにもかかわらず私たちが病
気にならないのは、白血球やリンパ
球などミクロの戦士たちが私たちの
体を守っているからだ。これらは「自
分でないもの」を峻別して攻撃を行
う。その区別はどのようにして行われ
るのか？ 

２４０１２ 

総務部総務課山口六平太  

裁判員プロジェクト 

はじめます！（字幕付き） 

一般 ２３   

平成２１年にスタートする裁判員制度。
人気キャラクター山口六平太が「裁判
員プロジェクト」に取り組みます。制度
の概要が理解でき、様々な疑問にもお
答えする、ほのぼのとしたアニメです。
裁判員制度の開始を翌年に控えた２０
０８年の初冬。裁判員の候補者名簿に
名前が載った人々に通知が出された。
通知を受け取った人々の中になんと六
平太の上司，悪口・陰口が大得意の有
馬係長の姿があった。裁判員に選ば
れた社員をサポートするための「裁判
員プロジェクト」の立ち上げを社長から
命じられる。 
甲府検察庁より寄贈。 

２４０００ 
わたしたちの日本国憲法 
本 編  １ 

中学
～  
一般 

１８０ １８ １９ 

１ 日本国憲法の成り立ち ２ 憲法
の基本原理 （前文） ３ 天皇制に
ついて （第１章 天皇） ４ 戦争の
放棄とは （第２章 戦争の放棄） 

２４００１ 
わたしたちの日本国憲法 
本 編  ２ 

中学
～  
一般 

１８０ １８ １９ 

５ 基本的人権とは （第３章 国民
の権利及び義務  ６  参政権とは 
（第３章 国民の権利及び義務） ７ 
裁判を受ける権利など （第３章 国
民の権利及び義務） ８ 精神の自
由とは （第３章 国民の権利及び義
務） 

２４００２ 
わたしたちの日本国憲法 
本 編  ３ 

中学
～  
一般 

１８０ １８ １９ 

９ 表現の自由とは （第３章 国民
の権利及び義務） １０ 経済活動の
自由とは （第３章 国民の権利及び
義務） １１ 身体の自由とは （第３
章 国民の権利及び義務） １２ 人
間らしい生活とは （第３章 国民の
権利及び義務） 

 

 



- 7 - 

 

一般向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２４００３ 
わたしたちの日本国憲法 
本 編  ４ 

中学
～  
一般 

１８０ １８ １９ 

１３ 国会の組織  （第４章  国会） 
１４ 国会の役割  （第４章  国会） 
１５ 内閣とは （第５章 内閣） １６ 
憲法の番人 （第６章 司法） 

２４００４ 
わたしたちの日本国憲法 
本 編  ５ 

中学
～  
一般 

１８０ １８ １９ 

１７ 国の予算など （第７章 財政） 
１８ 地方自治と分権 （第８章 地方
自治） １９ この憲法は時代遅れか 
（第９条  改正）  ２０  憲法と条約 
（終章 最高法規・補則） 

２４００５ 
わたしたちの日本国憲法 
資料編 ６   ２１～３０ 

中学
～  
一般 

１８０ １８ １９ 

２６ 明治憲法の成り立ち ２７ 明治
憲法の仕組みと運用 ２８ 社会主
義国の憲法 ２９ 発展途上国の憲
法 ３０ 世界の憲法の現状と未来 

２４００６～ 
２４００９ 

はたらく車シリーズ 
①～④ 

幼児 
２９～ 
３２ 

１８ １９ 

① きんきゅうじどうしゃ （２４００６） 
② こうじげんばの車たち （２４００
７） 
③ ろせんバスと楽しい仲間 （２４０
０８） 
④ こうそく道路の車たち （２４００
９） 

２４０１０ 

デジタル時代の著作権 

指 導 者 編 

 

教師
用 

１７ １８ １９ 

著作権は、古くから認められてきた権
利ですが、マスコミや出版などに限ら
れた世界の権利のように思われがち
でした。しかし現在、著作権はインタ
ーネットなどデジタル化された情報社
会の発達によって、私たちの生活の
中でとても身近になっているのです。
あなたも知らず知らずの間に、誰かの
著作権を侵害しているかも知れませ
ん。著作権という権利を守ることは、
自分の権利を守ることでもあるので
す。この作品では、中・高校生を対象
に学校生活で気をつけなければいけ
ない事例を挙げ、わかりやすく解説し
ます。 

１７００１ ママ帰ってこないの 一般 ３２ １５ １６ 

夫婦と子供３人の平凡な家族、働き
盛りの会社員の夫に突然、妻の交通
事故の知らせが飛び込んでくる。一
家の主婦が交通事故で病院に収容
され、そして亡くなったとき、残された
夫は・・・そして子供たちは・・・。交通
事故で一転して悲しみや苦悩を背負
っていく家族の姿を捉えて、交通事
故がもたらす悲劇を訴えていく内容
となっています。 
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一般向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１７００３ 子どものしつけと父親の役割 一般 ２１ １６ １６ 

「“嘘をつくな”“弱い者いじめをする
な”など、人として一番大切な基本的
ルールやマナーの躾・教育を父親自
らが厳しく躾ていく」少年犯罪が社会
問題化している昨今、そういった父
親の姿が求められています。子を持
つ親たちに、特に父親の家庭教育へ
の参加を唱え、子どもの成長にとっ
て父親との触れ合いが如何に大切
かを訴えます。 

小中高生向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１６０１０ スマホの安全な使い方教室 一般 ２３ ２７ ２７ 

携帯電話、特にスマートフォンが子ど
もたちの間で急速に普及していま
す。スマホを介したＳＮＳでのトラブ
ルも増加しており、子どもたちへの教
育が重要となっています。本作品で
は、ドラマとナビゲーターの解説を通
して、個人情報の取扱い、ＳＮＳに潜
む危険など最新のトピックスを取り上
げ、スマホの安全な使い方を学んで
いきます。 

１６００９ 
心 が 見 え る ふ し ぎ な    

メガネ ～心の健康～ 
小学

生 
１８  ２４ 

思春期には、誰でも様々な悩みや不
安が生じてきます。心の中をのぞけ
る不思議なメガネを手にした少女の
姿を通して、この時期の悩みや不安
にどのように対処していけばよいの
か考えていきます。 

１６００７ 虹色のビー玉  

小学
～ 
高校 

５０  ２３ 

母を亡くした姉弟、二人を乗せたバ
スが祖父（西島）の暮らすさびれた漁
師町に向かっていた。姉弟の母（夕
子）は、西島の反対を押し切り、外国
人と結婚した過去があり、孫たちを
拒否するように何も語ろうとしない。
そんなある家族の再生の姿を描いて
います。 

１６００８ 戦場で傷ついた子どもたち 
中学/ 
高校 

９７ 

 

２３ 

「平和とは何か」を問いかける 10 年
間の記録映像。 
1999 年 TV 番組「世界ウルルン滞在
記」のレポーター（東ちずる）として平
和村を訪れて以降 10 年間、今なお
世界では紛争や内戦が続き、平和
村にやってくる子どもの数は減らな
い。心も体も傷ついた子どもたちを見
つめてきた東にとっての平和とは？
そして私たちにとっての平和とは？ 

１７００４ 
人間はどうやってエネルギーと
関わってきたか  全２巻 

一般 １０ １６ １６ 
地球の環境問題を考える・クリーン
エネルギーへの取り組み 
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小中高生向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 

番号 
題名 対象 

時間

(分) 
製作 

購入 
年 

内容 

１６００６ 

生活指導シリーズ  第４巻 

ダイエットの危険 

睡眠不足の危険  

知っていますか？ 

中学 

（高学

年） 

２０ ２２ ２２ 

ダイエットの危険、睡眠不足の危険
をさまざまな資料、映像によって解
説します。思春期の過激なダイエット
は、摂食障害を引き起こす可能性が
あり、睡眠不足は、集中力を低下さ
せ、体内時計の乱れを引き起こすな
ど脳の働きに悪影響を及ぼします。 

１６００５ 
や め よ う ！ 
ネットでウソと悪口 

小学

生 
２７ １７ ２０ 

この作品では、みなさんがインターネ
ットを使うときに、他人に迷惑をかけ
たり、お互いに不愉快な気持になら
ないように、上手に利用するにはどう
したらいいのかを紹介しています。
第１話は、掲示板の書き込みが原因
で、けんか別れをしてしまった、仲良
しのリカちゃんとアカネちゃんの話で
す。第２話は、自分のホームページ
に軽い気持ちで書いた小さなうそか
ら、大変な思いをした泰介君の話で
す。 

１６００４ 
デジタル時代の著作権 

生 徒 編 

中学/ 
高校 

１７ １８ １９ 

著作権は、古くから認められてきた権
利ですが、マスコミや出版などに限ら
れた世界の権利のように思われがち
でした。しかし現在、著作権はインタ
ーネットなどデジタル化された情報社
会の発達によって、私たちの生活の
中でとても身近になっているのです。
あなたも知らず知らずの間に、誰かの
著作権を侵害しているかも知れませ
ん。著作権という権利を守ることは、
自分の権利を守ることでもあるので
す。この作品では、中・高校生を対象
に学校生活で気をつけなければいけ
ない事例を挙げ、わかりやすく解説し
ていきます。 

１４０１２ 少年犯罪 君ならどうする 
中学/ 
高校 

１９ １６ １６ 

どうすれば少年犯罪を減らすことが
出来るのか。再現映像と中学生たち
の本音のディスカッションで考えま
す。 

１６００１ ブラッシュアップ未来！ 中学 １５ １６ １６ 

歯周病って、何？ 歯周病の原因や
メカニズムの理解と、歯磨きの大切さ
を認識する。・歯肉炎と GO 歯肉の
状態から、自分の課題に気がつき、
日常生活の見直しと改善を図る。・外
傷を防ぐ 歯とけがの予防について
知り、応急手当を身に付ける ・歯と
口の健康と夢の実現のために、歯と
口の健康についてどんなことが出来
るか考えます。 

 



- 10 - 

 

小中高生向け教育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１６００３ 自分で守る歯と健康 小学 １５ １６ １６ 

歯の交換期に注意する週間 歯によ
くないクセや習慣がないかどうか自
分の生活を振り返る ・むし歯って、
何？ むし歯予防には、歯磨きが大
切である事を認識する ・ストップ CO
大作戦 生活習慣の見直しで、むし
歯の初期段階（CO）の進行を止める
ことが出来る ・可能性を拓く歯と口
の健康 健康な歯が、夢に向かうた
めの力強い味方になることを示しま
す。 

１６００２ ワクワク探検隊出動！ 小学 １４ １６ １６ 

口の中は、不思議の国！ 口の中に
興味を持たせる  ・歯の形を作ろう 
人間の歯は、３種類あることを確認
する ・歯の形と役割を考えよう 歯
の形の違いにより、それぞれ役割が
違うことに気づく ・はみがき博士に
なろう 歯ブラシの上手な使い方を
学びます。 

 

防犯・防災 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２１０１３ 

 
危険を予測・回避する 
ポイント 
命はひとつ！  

 

一般 ４０  ２７ 

死亡事故は減少傾向にありますが、
それでも悲惨な交通事故は毎日起き
ています。この作品では、危険を予
測し回避する能力を確かなものにす
るポイントを、実際に起きた事故の映
像から学んでいきます。一見当たり
前と思われる運転の基本をしっかり
守ることが事故防止には欠かせない
ことを強調しています。 

２１０１４ 
深刻化する気象災害 
どう身を守る？どう備える？ 

一般 ２５ ２６ ２７ 

近年、集中豪雨や土砂災害、竜巻な
どの気象災害が毎年のように頻発し
ています。そこで、この作品では、集
中豪雨、土砂災害、竜巻、大雪など
それぞれの気象災害がなぜ発生す
るのか、実験やＣＧを用いながら解
説するとともに、これらの災害から身
を守るためには、どうすれば良いか
を示していきます。 
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防犯・防災 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２１００９ 
中学生も消費者です   
契約トラブルや権利と責任を
学ぶ 

一般 16 24 25 

物の売り買いは全て「契約」によるも
のです。したがって、日々の買い物
で適切な行動をとるためには契約の
基礎知識が大切です。この作品では
「買い物」という中学生の自らの身近
な消費行動を通して、消費者である
ことを自覚し、契約など消費者として
の基礎知識、権利と責任について理
解を深めていきます 

２１０１０ 
火災から命を守る  
8つのポイント  
－3つの習慣 5つの対策－ 

一般 19 25 26 

全国各地で毎日のように発生する住
宅火災。住宅火災から命を守るに
は。3 つの習慣・寝たばこはやめ
る ・燃えやすいものの近くではスト
ーブを使用しない。 ・ガスコンロなど
のそばを離れるときには必ず火を消
す。5つの対策 ・住宅用火災警報器
を設置する。 ・寝具・衣類及びカー
テンは防炎品を使用する。 ・住宅用
消火器等を設置する。 ・隣近所に
協力体制をつくる。 ・放火に注意。 

２１０１１ 親子で一緒に 防災計画  
防災訓練 

幼児/
小学
生/一
般 

24 26 26 

死者・行方不明者およそ２万人という
大災害となった東日本大震災。家は
流されてバラバラになった親子もたく
さんいました。地震から命を守るため
に、子供に何を伝えたら良いのか。
子供は、どのような心構えが必要な
のだろうか。 

２１０１２ ねらわれています！あなたも 
多発する振り込め詐欺 

一般 22 25 26 

振り込め詐欺は、一旦大きく減少し
たにも関わらず、再び増加傾向に転
じています。いったいなぜなのか、ど
うすれば防げるのか。 
進化している、振り込め詐欺の手
口・・・！この作品では実際に起きた
事例を再現映像で検証し、その理由
を考え、対策を明らかにしていきま
す。 
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防犯・防災 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２１００５ 海上保安官が見た巨大津波と
東日本大震災復興支援 

一般 １１８  ２４ 

2011年 3月 11日午後 2時 46分に
発生した東北地方太平洋沖地震に
より発生した巨大津波が東北地方、
関東地方沿岸に襲いかかる映像が
海上保安官によって撮影されまし
た。各港が津波に飲み込まれていく
様子を、港湾入り口近くにある合同
庁舎から撮影したこの映像は、その
津波の凄さを改めて認識できるので
はないでしょうか。そして、津波が去
った後の海上保安官たちの任務を遂
行する様子など記録に残った映像
が、記憶に残ると言われています。 

２１００６ もし今、地震が起きたら     

～命を守る備えと退避行動～ 
一般 １９  ２４ 

過去に起きた大地震の教訓をもと
に、地震時の心得が伝えられてきま
した。しかし近年の地震被害に関す
る研究や、社会情勢の変化に伴い、
それらの心得が現在でも有効かどう
かの検証が進められています。未曾
有の大災害となった東日本大震災の
経験も踏まえ、いま求められる地震
時の心得、地震への備えを考えま
す。 

２１００７ ネットと上手につき合おう！ 一般 ２３  ２４ 

インターネットによるコミュニケーショ
ンは、いまや社会で欠かせないもの
となっています。携帯電話を中心に
さまざまなネット利用が広がっている
一方でネットのトラブルも増加してい
ます。この教材はネットに詳しい柳家
三之助さんの軽妙な語り口とケータ
イ世代の中学生とのやり取りを通じ、
トラブルを防ぎ、インターネットを有効
に活用していくためのヒントを提供す
るものです。 

２１００８ 阿藤快のあっ、と撃退！  

悪質商法 
一般 ２２  ２４ 

その時々の話題になった出来事や
関心事を巧みに利用し騙す、悪質な
業者が後を絶ちません。又、オレオ
レ詐欺や儲け話を持ちかけ騙す手
口も日々進化しています。この作品
では、悪質商法の被害にあわないた
めには悪質な業者を知ること。そし
て、ご近所や周囲の人たちの交流を
密にすることの大事さを訴えます。 
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防犯・防災 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２１００２ あなたの街を襲う大地震 一般 ２２ ２２ ２３ 

迫りくる東海・東南海・南海地震の脅
威／巨大地震に伴う大津波／高層
ビルを襲う長周期地震動／駿河湾
地震ではなぜ被害を軽減できたの
か？／地震でつぶれない家にする
（耐震補強対策）／家具が転倒しな
い家にする／実際に役立った災害時
の備え いろいろ／など地震が発生
した時の規模やメカニズムもＣＧや
最新シミュレーション映像を交え詳し
く紹介します。 

２１００３ 
火災！逃げ遅れを防げ！ 
（字幕付き） 

一般 ２１  ２３ 

119 番通報！緊迫する通信情報セン
ター／恐怖の瞬間、フラッシュオーバ
ー現象／住宅火災の 6 割が逃げ遅
れで死亡／火災で亡くなる大半が一
酸化炭素中毒死／住宅火災を未然
に防ぐ 4 つのポイント／住宅用火災
警報器設置の義務／など様々な火
災実験を通じて検証し、住宅用火災
警報器の普及と、火災を未然に防ぐ
方法を考えます。 

２１００４ 
青空球児・好児のお年寄の 

安全生活術 

高齢
者 

４２ ２１ ２３ 

高齢者に降りかかる様々な危険。外
出時の交通事故やひったくり家庭内
での転倒や躓き、浴室での事故な
ど、高齢者の事故は、ちょっとした不
注意から取り返しのつかない結果を
招くことが少なくありません。そんな
実情を青空球児・好児さんの軽妙な
漫才と再現映像で学ぶ、オモシロお
かしく、そしてちょっとためになる作品
です。 

１９０１６ 

サル太郎地震には 

負けないぞ！ 

地震への備え大作戦 

幼児/ 

小学

（低学

年） 

１５  ２２ 

この作品は、分かりやすいアニメー
ションで幼児期の子供を対象に、地
震に対する正しい知識や心構えを身
につけさせます。歌など交えながら、
想像力を活かして命を守る方法を考
えます。 

１９０１７ 
地震への備えが命を守る 

緊急地震速報の音声が流れ 

たら・・  

小学

（高学

年） 

２１ ２１ ２２ 

今、日本ではどこで大地震が起こっ
ても不思議でないと言われていま
す。このビデオでは、クイズ形式をと
りいれ、『こんなときどうする？』と場
面の随所で考えさせながらストーリ
ーを展開するようにしました。緊急地
震速報への対応についてもふれてい
ます。 
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防犯・防災 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１９０１８ 

しまった！こまった！ 

だまされた！ 

ネットトラブル・マルチ商法 

高校 

～ 

一般 

１３ ２１ ２２ 

このＤＶＤは高校生から新社会人の
若者向けに契約トラブルの回避方法
と対処方法を学びます。テーマは若
者の生活に欠かすことのできないイ
ンターネットと、若者の被害が深刻な
マルチ商法を取り上げています。親
しみやすいアニメーションで聴覚障
害者にも理解して頂けるように字幕
をつけました。 

１９０１３ 

甲府市テレビ広報番組  

備えは今日から！  

あなたが守る家庭と地域 

一般 ３０ ２０ ２１ 

平成２０年１１月の広報番組として制
作されたもので、１つの家族が市の
作成した防災冊子「我が家の防災マ
ニュアル」を見ながら、地震などの災
害に対処することを学んでいく中で、
市の防災対策状況や自治会の訓練
の例などを紹介し、自分たち自身で
身を守ることを普段から考えておくこ
との大切さについて表しています。 
甲府市 企画部 危機管理対策室防
災対策課 作成 

１９０１４ 地域で減災！ 一般 ２４ ２０ ２１ 

自然現象は防げなくても、被害は減
らせる。いま「減災」の取り組みが進
められています。その基盤となるの
が「自助」と「共助」の大切さを分かり
やすく示し、地域防災への関心と参
加意欲を呼び起こします。 

１９０１５ 名探偵コナン 防犯ガイド 小学 ２６ ２０ ２１ 

コナンと仲間たちがＱ＆Ａクイズ形式
で、子どもたちにわかりやすく解説。 
被害防止教育を推進する、業務用・防
犯ガイドＤＶＤ！！ 

１９００９ 
思 わ ぬ 火 も と 

高齢社会・増え続けている  
電気火災 

一般 ２０ １９ ２０ 

電気は使いやすく便利なものです
が、誤った使い方をすると火災になり
かねません。「電気火災」の多くは、
どのようにして起こっているのでしょ
うか。様々な実験映像などを通して
明らかにします。また住宅火災にお
ける死亡原因は、半数以上が「逃げ
遅れ」です。更にその「逃げ遅れ」の
うち、半数以上は６５歳以上のお年
寄りです。何故、お年寄りに逃げ遅
れが多いのでしょうか。 

１９０１０ イカのおすし 
幼児/

小学 
１６ １９ ２０ 

女性警察官の愛ちゃんが、子どもたち
への悪の手から「イカのおすし」の意
味を教え、防ぎます。警視庁考案標語
「イカのおすし」をベースに制作したア
ニメーションです。 
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防犯・防災 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１９０１１ 
じしんだ!!ミーちゃんの 
ぼうさいくんれん  

幼児/

小学 
１２ １８ ２０ 

ミーちゃんと大樹は大の仲良し。ある
日、部屋の片づけをしないでボール遊
びをしていると、大きな地震が！大樹
は散らかったおもちゃにつまずいて倒
れてしまいました。あきれて見ていた
ボスのクマは、大樹、ミーちゃん、大樹
のお父さんとお母さんを“にゃんにゃ
ん地震防災ランド”へ連れて行き、地
震について教育することに･･･。 
 
 

１９０１２ 地域で守る子どもの安全 一般 １７ １９ ２０ 

地域として、大人として何ができる
か？全国的に増加している「自主防
犯グループ」の紹介、「個人」ででき
る普段からの防犯対策等の紹介、解
説しています。作品の内容○地域の
危険を知る○子ども達の意外な遊び
場所○自主防犯グループ○個人で
できる防犯活動○社会全体での取り
組み。 
 
 

１９００８ 架空請求のワナ 
中学/
高校 

１９ １７ １９ 

架空請求により被害に遭う人が急増
しています。いつでも、誰とでも繋が
れる便利な道具、インターネット。で
も、便利さの陰には常に危険がつき
まとっていることも覚えておかなけれ
ばいけません。この作品では、携帯
電話における架空請求を中心に、そ
の手口と対策、日頃の心構えを詳しく
伝えます。 
 
 

１９００２ 今、高齢者が狙われている！ 
高齢
者 

１６ １２ １８ 

ここ数年、犯罪件数は著しく増加し、
悪質化しています。そして社会が高
齢化に向かって移行している中、そ
の犯罪状況も大きく変化していま
す。とくに「 振り込め詐欺 」や「 年
金詐欺 」「 ひったくり 」に「 強盗 」
など、お年寄りが犯罪の格好のター
ゲットとされています。お年寄りの体
力的弱さ、判断力の低下につけ込ん
だ犯罪が増えてきているのが現状な
のです。 
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防犯・防災 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１９００３ 
ゆうかい ・ いたずら 
されないために 

幼児/
小学 

１３ １８ １８ 

今度、小学１年生になるアイちゃんは、
「外には悪い人が多くて怖い」と言って
泣いている。そこに町の案内板が変身
したマップ君が現れる。マップ君は、ア
イちゃんを乗せて町を飛びながら、い
たずらや誘拐をされないために大切な
ことを教えます。 

１９００４ 
水害その時！ 

～命を守る日頃の備え～ 
一般 ２２ １８ １８ 

２００４年の集中豪雨で水害に見舞
われた新潟県三条市の現地取材を
交え「自分の身を守るのは自分」とい
う自助の考え方が防災の基本である
ことを訴える。まずは、気象庁が流
す災害情報、注意報、警報の意味を
理解すること。そして自らの判断で
早めに非難することが重要である。
具体的に災害情報の例を見ながら
学びます。 

１９００５ 
ぜ っ た い、 
ゆうかいされないぞ！ 

小学 １６ １７ １８ 

楽しいＣＧキャラクターとともに、具体
的な映像を見ながら様々なケースに
ついて学んでいきます。各項目がブ
ロックにまとまっているので、ホーム
ルームなどの短い時間の中でも便
利に活用できます。また各項目には
子どもたちへの問いかけの場面が
挿入されています。 
ここでビデオを一旦停止して話し合
いを行えば、より学習効果が高まり
ます。 

２１００１ 
あっ！危ない 
きみならどうする 

小学 ２７ １２ １８ 

子ども達の生命を守るために、低学
年にも親しまれるお姉さんキャラクタ
ーとして春さくらが登下校・遊びの
中・いろいろな危険な場所で登場し、
子ども達と一緒に防犯・安全につい
て学んでいきます。 

１７００２ 放火を防ぐ住民の手で（手話） 一般 ２５ １５ １６ 

深刻な社会問題となっている放火。
連続放火現場を訪ね、放火犯にどこ
を狙われたのかを検証。熱心に放火
対策を取り組む地域も紹介しなが
ら、放火対策のポイントを訴えます。 

１９００１ 
ここが危ない！振り込め詐欺  
なりすまし詐欺、架空請求詐欺の 
撃退法 

高齢
者 

１７ １７ １７ 

警察や弁護士などになりすましお金
をだまし取る、振り込め詐欺。また架
空の請求書を手紙やメールで送りつ
けてくる、架空請求詐欺。この被害
にあわないための撃退法を紹介しま
す。 
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応急手当（ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２７０００ 
私たちの行動で救える命 

（解説編） 一般 23 20 25 

心肺蘇生法と AED の使用法を容易
に理解できる、また教職員・保護者
向けにも活用できる内容です。救命
処置に関する知識の習得を目的とし
た【解説編】 

２７００１ 
私たちの行動で救える命 

（練習編） 一般 45 20 25 

心肺蘇生法と AED の使用法を容易
に理解できる、また教職員・保護者
向けにも活用できる内容です。講習
会でのトレーニング用の教材【練習
編】 

 

劇映画 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２０００４ 
夕映えのみち 
（字幕・副音声付き） 

中学/ 
高校 

３８ １９ １９ 

もし、わが子がインターネットを使っ
て他の人の人権を侵したら、逆にわ
が子がその被害者になり「いじめ」に
あったら、あるいは学校や地域で同
じ事件が起きたなら・・。「あなたな
ら、どうしますか？」と、私たちに問い
かける作品です。 

２０００１ エールを贈るバス  小学 ２９ １７ １８ 

直子（１１歳）の母は、障害のある少
女の心を傷つけてしまう。直子はす
ぐに母の間違いに気づき、心を傷つ
けた少女智香（８歳）に、母と二人で
誤りに行く。勇気をだして誤ったこと
で、直子と智香の友情が芽生え、直
子たちは、障害者も健常者も同じ社
会の一員として認め合う事の大切さ
を学ぶ、感動の児童向き人権問題
啓発映画です。 

２０００２ 
いのちを学ぶ 
生きること死ぬこと 

中学 
～ 
一般 

２２ １８ １８ 

絵里ちゃんは、３歳のときに小脳ガン
を発症し放射線治療をうけながら成長
していきました。しかし、１３歳のとき
に左顔面麻痺という症状でガンが再
発し、養護学校に入ります。さらに、１
７歳のときにはガンは腰に転移。その
後、ついに余命半年と宣告されホスピ
スに入院しました。そんなとき、絵里さ
んはシンガーソングライターの大野靖
之さんから「命唄」というＣＤをプレゼ
ントされ大野さんの大ファンになりまし
た。１９歳で亡くなるまで、大野さんの
歌に支えられていました。 
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劇映画 （ＤＶＤソフト） 

資料 

番号 
題名 対象 

時間

(分) 
製作 

購入 

年 
内容 

２０００６ サクラサク 一般 １０７ ２６ ２７ 

大手家電メーカーに勤める大崎俊介

は、将来を嘱望される会社員。重役へ

の出世も目前で、生活は順風満帆な

ように思えた。しかし、気が付けば家

族は確実にバラバラになりかけてい

た。周りを見つめるきっかけになった

のは、父・俊太郎が老人性認知症を患

ったことだった。苦しむ俊太郎を見ても

家族は見て見ぬふり。しかし実は、息

子の大介が人知れず俊太郎を介護し

ていたことを知る。俊介は家族の事を

見ようとしていなかったのは自分の方

だったと、気付かされ、家族のそれぞ

れを見つめ、またやり直すため、一家

は一台のワゴン車に乗り込み、みんな

で初めて旅に出るのです。 

２０００５ ママ、ごめんね 

小学 

～ 

一般 

７４  ２１  

三歳の時急性リンパ性白血病にかか

り、十一歳になるまで９度入院し、輸

血、骨髄検査、せき髄注射、頭痛、歯

痛、足を襲う激痛に耐えながらも、母

親や先生の苦労に気をくばり，同じ病

院に入院している年下の女の子を励

ましつづけた、あっこちゃんの凄絶な

人生。朝日新聞「天声人語」では「短い

人生をけなげに生きた少女には静か

な勇気と言えるものがあった」と書か

れた。 

２５０１１ アイムヒア 僕はここにいる 

中学

～ 

一般 

５４ １９ ２１ 

発達がアンバランスなために学校や社

会の中で生きにくさを感じ、苦しんでい

る“発達障害”の人たちのことを理解す

るとともに、どんな支援が必要である

かを学び、すべての人の人権が尊重

される豊かな社会の実現について考

えるきっかけとなるでしょう。 

２０００３ 
ホーム・スイートホーム 

（字幕・副音声付き） 
一般 １１０ １５ １９ 

有名なオペラ歌手をおそった痴呆症。
徘徊し、歌いまくるおじいちゃんに家族
の愛は崩壊寸前。音楽と孫娘に支えら
れ立ち直っていく。心暖まる家族愛の
物語。４０万人の方々の心を響かせた
感動の名作です。文部科学省選定  

２５００４ 海女のリャンさん 

高校

～ 

一般 

９０ １６ ２０  

済州島から日本へ渡り、現在大阪で
ひとり暮らすリャン・イーホンさん（１９
１６年生）の半生を記録。朝鮮通信使
研究家、辛基秀氏が１９６６年から２
年をかけて記録した海女時代のリャ
ンさんの映像を交え、国家の対立が
もたらす悲劇の中で、日本・韓国・北
朝鮮に離散した家族の絆を守り、明る
く強く生きる母の愛を描かれていま
す。第２回文化庁映画賞 文化記録
映画大賞 ２００４年度キネマ旬報ベ
ストテン第１位 
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交通安全 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２３０１０ 真剣に考えよう自転車のこと 一般 １６  ２７ 

多くの人が「自転車で加害者になる
ような大きな事故は起きない」と考え
ているのではないでしょうか。しかし、
実際には自転車が歩行者と衝突す
る事故が発生し、大きな社会問題と
なっているのです。自転車事故の被
害者だけでなく加害者にならないた
めにも、もう一度、自転車は車両であ
るということを認識し、交通ルールの
大切さを真剣に考えていきましょう。 

２３００９ 

今すぐチェック！ 
自転車の交通ルール 

平成 25年道路交通法改正!! 

一般 16 26 26 

平成 25 年、道路交通法が改正され
自転車利用者対策としては、①左側
の路側帯を通行、②ブレーキの検査
などの規定の整備、③悪質自転車運
転者に対する講習、が新たに定めら
れました。この作品は、新しくなった
自転車の交通ルールに加え、約
9500 万円にもなった自転車事故の
損害賠償事例を紹介し、事故の怖さ
と交通ルールの大切さを訴えます。 

２３００８ 中学生の自転車事故 中学 18 24 25 

交通事故をスタントで再現して見せ、

事故の恐ろしさを実感。事故の恐ろし

さを印象付けるとともに、何が事故の

原因なのかを分かりやすく解説し事故

に遭わない、事故を起こさないため

の、安全な乗り方のポイントを明らか

にします。 

２３０００ 
オズの魔法使いの 

交通安全の旅 

幼児

/ 

小学 
１２ １９ １９ 

とある街角にある「よろず 小津」とい

う古ぼけた一軒の店。店の窓からド

ロシーとその友達３人が覗き込んで

います。店主の小津老人は、子供た

ちを魔法の世界に連れて行って、交

通安全のためのルールを学びます。 
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交通安全 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２３００７ 
林家たい平の高齢     

ドライバーの交通安全 

高齢

者 
２１ ２３ ２３ 

高齢ドライバーの方は何十年も安全

運転しているので交通事故はおこさ

ない。そして、自分に限って事故をお

こすはずはないと思っていません

か。このビデオでは国立長寿医療セ

ンターの先生が、「加齢に伴う身体

的・精神的特性」を解説し、林家たい

平師匠が有効視野テストを受け、軽

妙な語り口で交通安全の大切さを示

唆しています。 

２３００５ 
シルバーエイジの交通安全 

歩行者と自転車 

高齢

者 
２６  ２２ 

高齢者の増加と共に、交通事故も増
えています。特に、歩行中、自転車
乗車中の事故による死者数全体の
半数以上を高齢者が占めています。
事故事例を検証し、原因と対策、交
通ルール改正道路交通法の概要を
含め解説します。 

２３００６ 
小学生の 

自転車の安全な乗り方 
小学 １６  ２２ 

小学生の啓太君と明菜さんが登場
し、ナレーターの「なぜ危険なの
か？」「どうしたら安全なのか？」とい
う問いかけに答えることにより学びま
す。 

２３００３ 
ドライブレコーダーは見た！ 
危険予測で大切 な命 を守 る 
通常編 ・ 冬道編 

一般 ２１ ２０ ２１ 

この作品は、タクシー車載カメラ（ドラ
イブレコーダー）に記録された交通事
故の様子を検証しながら、毎日の日
常的な運転シーンで私たちが気をつ
けなければならない基本的な注意点
や心構えを考えていきます。 
通常編（２１分） 冬道編（２６分） 

２３００４ 歩行者・自転車・バイク事故 一般 １７  ２１ 

歩行者、自転車、バイクとの事故を起
こさないために、ドライバーはどんな
ことに注意しなければならないかを実
際に起きた事故事例を通して、具体的
に描かれています。 

２３００１ 
クーニャンの交通安全 

「正しい自転車の乗り方」 

幼児/ 

小学 
１５ ２０ ２０ 

自転車の事故は年々増え続けてい
ます。みなさんは、正しく自転車に乗
っていますか？自転車なんてきちん
と乗れるに決まっている！という人も
多いはず。でも“ルールに従った“安
全な乗り方はできていますか？クー
ニャンとその仲間たちと一緒に「正し
い自転車の乗り方」を確認しましょ
う。 

２３００２ 
人に優しい自転車の乗り方    

～なくそう!!暴走運転～ 

中学 

～ 

一般 

２７ １８ ２０ 

自転車に乗ることが大好きな春香
（はるか）が、サイクリングに出かけ
ました。目的地到着までには坂あり、
交差点ありと、様々な所を走ります。
途中軽快に走る春香の心には、暴
走行為に結びつく悪魔のような性格
と、それを自制する天使のような性
格が現れます。 
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 福祉・人権・道徳 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２５０１９ 秋桜の咲く日 
（字幕・副音声付き） 

一般 34 26 26 

特別養護老人ホームの主任介護士
として働くちひろは、新しく入った介
護士直也に期待するが、直也はコミ
ュニケーションが取りづらい。そんな
中、直也が入居者の乾さんを連れて
外出したところ乾さんが倒れ意識不
明に。知らせを受け駆けつけたちひ
ろは、パニックを起こした直也に介護
士失格だと激しく叱責する。翌日から
直也は欠勤。直也の母が退職願を
持って老人ホームを訪れ、直也がア
スペルガー症候群であることを告白
する。ちひろは直也をこのまま辞めさ
せていいものか悩みます。 

２５０１７ 悩む子どもの話を聞こう  
子どものうつ病と自殺対策 

一般 23 23 25 

自殺の背景には、いじめだけでなく、
子どもの抱えるストレス、心の病、家
庭的な背景、独特の性格傾向などと
いった要因が潜んでいます。子ども
であっても、うつ病になる率は、決し
て低くありません。うつ病の早期発見
や対応のあり方などを紹介しなが
ら、子どもの自殺予防について考え
ます。 

２５０１８ 声を聞かせて（字幕付き） 一般 40 20 25 

優衣は念願の携帯電話を買ってもら
い、友人とのメール交換に夢中だ。
優衣は、在校生や卒業生が匿名で
自由に書き込める『学校裏サイト』と
呼ばれるインターネット掲示板の存
在を教えてもらう。ある日学校裏サイ
トの中に同級生の夏希のことを書い
た書き込みを見つけた。優衣は夏希
を擁護する書き込みをしたら、今度
はその悪意ある書き込みの矛先が
自分に向けられ恐ろしくなる。ショック
で人間不信になり、学校へ行けなく
なる優衣のために担任の青島や母
の直美が動き出す。「親として教師と
して何ができるのでしょうか」 
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福祉・人権・道徳 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２５０１５ 児童虐待と子どもの人権 一般 ２３  ２４ 

児童虐待件数はここ数年増加の一
途をたどっており、虐待を受けた子ど
もが死亡する悲惨な事件も後を絶た
ず、大きな社会問題になっていま
す。この作品は、虐待を受けた経験
のある子どもや、虐待を受けた子ど
もなどを保護している児童福祉など
関係者を取材し、虐待の現状とその
背景を描かれています。とともに、よ
りよい子育てのありかたを探り、子ど
もの人権を守るために私たちに何が
できるかを考えるための映像教材で
す。 

２５０１６ 
桃香の自由帳 

（字幕・副音声付き） 

一般 ３６  ２４ 

心優しくて素直な小学校 2年生の入
江桃香ちゃん。クラスメイトから仲間
外れにされている堂本志穂ちゃんと
仲良しになりたいのに母親やその周
りの大人達が誤った先入観で志穂ち
ゃんとの付き合いを禁じ、地域で一
人住まいをしている山村秀次郎さん
とも見知らぬ人話してはいけないと
言い聞かす。が、桃香の母親はこの
山村秀次郎さんに助けられる。それ
を契機に人と人が寄り添い共に生き
る社会に目覚めます。 

２５０１１ 

日常の人権Ⅰ 

気づきから行動へ 

女性の人権／子どもの人権／

高齢者の人権 

一般 ２３ ２１ ２２ 

この作品は、日常生活の中に潜むさ
まざまな人権問題を取り上げていま
す。ドラマ編で人々の心にある偏見
を、そしてドキュメンタリー編で差別
や偏見などで苦しむ人々の心の痛
みを伝えます。 

２５０１２ 

日常の人権Ⅱ 

気づきから行動へ 

外国人の人権／障がい者の人

権／部落差別／インターネット

での人権侵害 

一般 ２３ ２１ ２２ 

この作品は、日常生活の中に潜むさ
まざまな人権問題を取り上げていま
す。ドラマ編で人々の心にある偏見
を、そしてドキュメンタリー編で差別
や偏見などで苦しむ人々の心の痛
みを伝えます。 

２５０１３ 
起こる前に考える 

子ども虐待 
一般 ３９  ２２ 

孤独な群衆がうごめく今、社会の病

「虐待」をどのように理解したらよい

のか。子供たちを守るあらゆる立場

の人のための６つの断章。子育ての

現場をとおして多面的に捉え、わか

りやすく解説します。 

１ 社会問題化している虐待 

２ なぜ起こる子ども虐待 

３ 虐待をおこしてしまう感情のうねり   

４ 虐待を受けた子供の反応 

５ 愛着形成と子どもの育ち方を知る

虐待防止のために 

６ 虐待防止にむけたさまざまな取り
組み 
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福祉・人権・道徳 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２５００７ 老いを生きる 一般 ３５  ２１ 

誰もが通らなければならない老いの

問題を自分のこととして捉え、日常

生活の中で高齢者に対するやさしさ

や思いやりの心が、態度や行動に表

れるような人権感覚を身につける作

品です。 

２５００８ 
親愛なる、あなたへ 

（字幕・副音声付き） 

一般 ３７  ２１ 

このドラマでは、一人の人間の気づ
きと再生を中心に描かれています。
一人一人の「気づき」こそが、互いに
支え合う力が低下した地域の『再生』
につながります。無関心、無理解と
いう冷たい壁を破って、温かい見守
りと相互支援を進めることの大切さ
を語りかけます。 

２５００９ 
障害のある人との 
ふれあいと人権 

一般 ２３ ２０ ２１ 

安心して暮らせる社会を築いていく
ためには、健常者と障害者が助け合
うことが重要です。街で障害者に出
会ったとき、どのように行動したら良
いのか、実際の場面を見ながら考え
ていきます。 
〇目の不自由な人と出会った場合 
〇耳の不自由な人と出会った場合 
〇車いすの人と出会った場合  

２５０１１ アイムヒア 僕はここにいる 

中学

～ 

一般 

５４ １９ ２１ 

発達がアンバランスなために学校や
社会の中で生きにくさを感じ、苦しん
でいる“発達障害”の人たちのことを
理解するとともに、どんな支援が必
要であるかを学び、すべての人の人
権が尊重される豊かな社会の実現
について考えるきっかけとします。 

２５０１０ 

求められる地域介護      

サービスと認知症ケア 

第 １ 巻 ・ 第 ２ 巻 

（２枚組） 

 

一般 

３２ 

～ 

５１ 

 ２１ 

小規模多機能型居宅介護とは（３２
分）／平成１８年４月からの介護保険
制度改正により、認知症や中重度の
病気や障害をもってもできる限り住
み慣れた地域でこれまでの生活がで
きるように、小規模多機能型居宅介
護が創設されました。本作品は、こ
の制度とサービスの実際、事例検討
に基づく認知症ケアのこれからを考
えます。 
小規模多機能型居宅介護の実際（５
１分）／平成１８年４月からの介護保
険制度改正により、認知症や中重度
の病気や障害をもってもできる限り
住み慣れた地域でこれまでの生活
ができるように、小規模多機能型居
宅介護が創設されました。本作品
は、この制度とサービスの実際、事
例検討に基づく認知症ケアのこれか
らを考えます。 
事例別解説なし（３０分） 
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福祉・人権・道徳 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２５０００ 

虐待防止シリーズ全３巻 

幼児・児童虐待 

見えない虐待をしないために 

（字幕版付き） 

一般 ２５ ２０ ２０ 

実例３話のオムニバスドラマ。仁木や
す子先生がドラマに沿って、問題点と
虐待を防ぐ対応法をわかりやすく紹
介。巻末で富田富士也先生が求めら
れる親の気づきをアドバイスします。
「事例１  エゴの押し付け」「事例２ 
発育への不安と孤立」「事例３ 過干
渉としつけへの思い込み」。 

２５００１ 

虐待防止シリーズ全３巻  

高齢者虐待 

尊厳を奪わないために 

（字幕版付き） 

一般 ２６ ２０ ２０ 

実例３話のオムニバスドラマ。田中
荘司先生がドラマに沿って、介護の
問題点と虐待防止の対応法をわかり
やすく紹介します。「事例１ 介護サ
ービスを受け入れない」「事例２ 虐
待の自覚がない」「事例３ 要介護状
態を受け入れられない」。 

２５００２ 

虐待防止シリーズ全３巻  

配偶者虐待 

DVを許さない ・しないために 

（字幕版付き） 

一般 ２５ ２０ ２０ 

実例２話のオムニバスドラマ。自らが
DV 被害者でもある高橋実生先生が
ドラマに沿って、問題点と対応法を紹
介します。「事例１ やさしいときを信
じたくて」「事例２ 気づかぬうちに子
供の虐待へ」。 

２５００３ 
ホ ー ム タ ウ ン 

朴英美（パク・ヨンミ）のまち 
一般 ５４ ２０ ２０ 

在日外国人が学校や社会で経験す
るさまざまな葛藤を描きながら、前向
きに生きようとする姿を通して、すべ
ての人の人権が尊重される豊かな
社会の実現について考える。在日韓
国人３世「朴英美（パク・ヨンミ）」は、
大阪市内の総合病院で働く新任看
護師。小学生の時に民族学級で学
んだ英美は、両親の教えもあり、本
名を使うことは当然のことと思ってい
る。ある日、英美は、「本名を名のり
たくても名のれない在日韓国・朝鮮
人がいる」ことを両親から聞く。 

２５００４ 海女のリャンさん 

高校

～ 

一般 

９０ １６ ２０ 

済州島から日本へ渡り、現在大阪で
ひとり暮らすリャン・イーホンさん（１９
１６年生）の半生を記録。朝鮮通信使
研究家、辛基秀氏が１９６６年から２年
かけて記録した海女時代のリャンさん
の映像を交え、国家の対立がもたら
す悲劇の中で、日本・韓国・北朝鮮に
離散した家族の絆を守り、明るく強く
生きる母の愛が描かれています。 
第２回文化庁映画賞 文化記録映画
大賞 ２００４年度キネマ旬報ベストテ
ン第１位 
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福祉・人権・道徳 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２５００５ 
ありったけの勇気 

（字幕版付き） 
小学 ２７ １９ ２０ 

小学５年生の直子、真由美、美紀、
千恵子たち。ドッジボールの練習中
の出来事がきっかけで美紀が千恵
子たちからいじめを受けます。真由
美が助けに入るとやがて千恵子たち
のいじめは真由美に向けられ、真由
美は親友の直子を巻き込まないよ
う、みんなと距離を置いて一人で無
言を貫きます。直子は自分の勇気の
無さと真由美の態度に悩むが、ある
ことで真由美の真意を伝え聞き、な
んとか助けたいと思うのです。 

２５００６ ひとみ輝くとき  

小学

（高学

年） 

～ 

一般 

３５ ２０ ２０ 

いじめや虐待の問題を大人が自分
のこととして考え、また、子ども達が
本ビデオを観賞して「いじめの構造」
を知ったとき、自分はどの立場にい
るのかを判断し、皆で考え話し合い
のできる作品です。郊外のとある中
学校。毎年恒例のクラス対抗駅伝に
向けて、生徒達は昼休みに練習をし
ている。その風景を写真に収める写
真部員の笠原俊介。しかし練習の場
に、選手である中井拓也の姿はな
い。教室から一向に出ようとしない拓
也の携帯電話には、ひっきりなしにメ
ールが届く。それは拓也への誹謗中
傷や、現金を要求するメールで拓也
は頭を抱えます。 

自 然 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１７０１７ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第１巻 

１ カブトムシ 

幼児/ 
小学 

２２ １８ １９ 

あまりにも有名な甲虫の代表。その
行動や生態を余さず記録。特に「片
足上げての排尿シーンは」今までス
チールの世界でもあまりとらえられる
ことのなかった画期的な映像です。 

１７０１８ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第１巻 

２ アリ 

幼児/ 
小学 

２４ １８ １９ 

自分の体の何倍もの獲物を運ぶこと
のできるアリ。女王アリを中心として
分業生活を送るアリの世界の秘密を、
結婚飛行から巣作りまで解説していま
す。 

１７０１９ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第１巻 

３ ナナホシテントウ 

幼児/ 
小学 

２４ １８ １９ 

かわいらしい昆虫の代表にあげられる
ことの多いテントウムシ。でもその生態
は意外と知られていません。幼虫のこ
ろはどんな姿をしているのか・・など、
その秘密を徹底描写します。 
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自 然 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１７０２０ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第１巻 

４ ホタル 

幼児/ 
小学 

２６ １８ １９ 

夏の夜にふさわしい光を放ち、子ど
もたちにも大人気のホタル。孵化、カ
ワニナを食べる幼虫時代、お尻の光
っている蛹、羽化、そして光の合図で
交尾にいたるホタルのライフサイク
ルを平易に解説していきます。 

１７０２１ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第１巻 

５ アメリカザリガニ 

幼児/ 
小学 

２４ １８ １９ 

ウシガエルの餌用にアメリカから輸
入されたアメリカザリガニ。堅い甲羅
と大きなハサミで瞬く間に日本に定
着。脱皮の様子やオス同士のケン
カ、育児などの水中での映像を記録
しました。 

１７０２２ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第１巻 

６ オオカマキリ 

幼児/ 
小学 

２４ １８ １９ 

西洋では「お祈り虫」と呼ばれるカマ
キリ。秘密の多いその生態や、春か
ら秋までの一生を余すことなく収録し
たものです。 

１７０２３ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第１巻 

７ クワガタムシ 

幼児/ 
小学 

２２ １８ １９ 

他の昆虫を圧倒する大アゴで、子ども
たちの間で人気抜群のクワガタムシ。
成長に２～３年かかる昆虫のため」、
撮影には大きな困難が伴いました。
成長過程、その食性の不思議に迫り
ます。 

１７０２４ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第２巻 

８ アゲハチョウ 

幼児/ 
小学 

２２ １９ １９ 

卵から幼虫へ、さらに蛹から成虫に
なるまでの成長の過程を徹底記録。
とりわけ、蛹に変身する過程におい
て、幼虫が木の枝に糸を渡して帯を
作り、頭をくぐらせるシーンは圧巻
で、飛翔シーンの高速度撮影も秀逸
です。 

１７０２５ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第２巻 

９ トノサマバッタ 

幼児/ 
小学 

２６ １９ １９ 

不完全変態の昆虫の代表。バッタの
生態をカメラが追います。何回も繰り
返えされる脱皮や特徴的な体の構
造、天敵たちとの関わり等くまなく撮
影されています。 

１７０２６ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第２巻 

１０ ミツバチ 

幼児/ 
小学 

２９ １９ １９ 

一匹の女王バチを中心に構成される
ミツバチの世界。巣を作る材料となる
ろう片を自分の体から抜き取る一瞬
や女王バチの不思議な生態、その
社会の仕組みや秘密を収録しまし
た。 

１７０２７ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第２巻 

１１ アマガエル 

幼児/ 
小学 

２６ １９ １９ 

両生類の代表としてカエルの生態を
記録。捕食の瞬間やジャンプ、保護
色や鳴き声の秘密や産卵のメカニズ
ムなど徹底的にカメラが追いかけま
す。 

１７０２８ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第２巻 

１２ メダカ 

幼児/ 
小学 

２３ １９ １９ 

日本一小さく、歌にも歌われている
魚、体色の変化など敵から身を守る
手段や春から秋にかけて続く産卵の
不思議、卵の成長を追いかけまし
た。 
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自 然 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１７０２９ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第２巻 

１３ ギンヤンマ 

幼児/
小学 

２４ １９ １９ 

トンボ類はその幼虫時代をヤゴとし
て水中で過ごします。ギンヤンマを
代表としてその成長過程を解説。種
類、食性、産卵、孵化、羽化など詳
細に記録。飛行上手な謎にも迫りま
す。 

１７０３０ 

自然なぜなに？DVD図鑑 

第２巻 

１４ ヤドカリ  

幼児/ 
小学 

２４ １９ １９ 

巻き貝のカラに入って生活する不思
議な生き物ヤドカリ。引っ越し（宿替
え）の仕方やカラの奪い合いなど、カ
ラにまつわる数々のエピソード中心
に、潮だまりに住むヤドカリのユニー
クな生態を紹介します。 

１７００５ 
世界のクワガタ・カブトムシ 
大 集 合！ 

幼児/ 
小学 

２０ １７ １８ 

日本や世界のクワガタ・カブトムシを
紹介。また、世界王者決定戦では、
ヘラクレス、ギラファ、コーカサス・・・
など、世界中から集まった甲虫たち
が対決します。 

１７００６ 
世界自然遺産全１０巻 

１ 北アメリカ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

１７００７ 
世界自然遺産全１０巻  

２ 中央アメリカ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

１７００８ 
世界自然遺産全１０巻  

３ 南アメリカ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 
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自 然 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１７００９ 
世界自然遺産全１０巻  

４ アジアⅠ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

１７０１０ 
世界自然遺産全１０巻  

５ アジアⅡ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

１７０１１ 
世界自然遺産全１０巻  

６ オセアニア 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

１７０１２ 
世界自然遺産全１０巻  

７ ヨーロッパⅠ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

１７０１３ 
世界自然遺産全１０巻  

８ ヨーロッパⅡ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 
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自 然 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１７０１４ 
世界自然遺産全１０巻  

９ アフリカⅠ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

１７０１５ 
世界自然遺産全１０巻  

１０ アフリカⅡ 
一般 ６０ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

１７０１６ 
世界自然遺産全１０巻  

１１ 知床 
一般 ２４ １７ １８ 

世界自然遺産とは、世界に８１２ヶ所
存在する世界遺産の中でも顕著な普
遍的価値を有する地形や地質、生態
系、景観、絶滅のおそれのある生物
などを含む地域のことを言います。現
在、自然遺産は１６０ヶ所が登録され
ています。最近では２００５年７月に
日本の「知床」が世界自然遺産に登
録された事が記憶に新しいところで
す。 

科 学 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２６０００ 

でんじろう先生の     

日曜実験室 ラブラボ！   

－第 1巻－ 

 

 

幼児

～ 

一般 
７５ １８ ２３ 

身の回りにあるものを使って、楽しく

見て学ぶ科学実験！でんじろう先生

が科学の不思議を分かりやすく解説

する。-第 1巻- 空気砲/ゴムの不思

議/視覚の不思議 段ボールと粘着

テープで空気砲作り、出来上がった

空気砲はどのくらいの威力があるの

か。 他 2話 

２６００１ 

でんじろう先生の     

日曜実験室 ラブラボ！       

－第 2巻－ 

 

幼児

～ 

一般 
７５ １８ ２３ 

-第 2巻- 磁石で遊ぼう！/カルシウ

ム/船の化学 ミニトマトときゅうりが

磁石に反応するはずがない！しか

し、吊るしたトマトに磁石を近づける

と弱いながらも反応を示した？！   

他 2話 
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科 学 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２６００２ 

でんじろう先生の     

日曜実験室 ラブラボ！   

－第 3巻－ 

 

幼児

～ 

一般 
７５ １８ ２３ 

-第 3 巻- 音の化学/切断の化学/

赤外線の化学 ヘリウムガスの入っ

たビニールハウス。中に入ったスピ

ードワゴン小沢の声に異変が！？さ

らにクリプトンガスの入った部屋に入

ると・・・。他 2話 

２６００３ 

でんじろう先生の     

日曜実験室 ラブラボ！   

－第 4巻－ 

 

 

幼児

～ 

一般 
７５ １８ ２３ 

-第 4 巻- 電池のマル秘大実験/超

音波の化学/紫外線の化学 電気を

出すものと電気を受け取るものを組

み合せると、電池になるのだとか。そ

こで、亜鉛のバケツと銅のヤカン。こ

のバケツとやかんで本当にプロペラ

を動かすことができるのだろう

か！？  他 2話 

２６００４ 

でんじろう先生の     

日曜実験室 ラブラボ！    

－第 5巻－ 

 

 

幼児

～ 

一般 

７５ １８ ２３ 

-第 5 巻- 火を起こしてみよう/真空

の化学/光の性質 用意された火起

こしに使えそうな物の中からでんじろ

う先生が選んだのは、乾電池とスチ

ールウールのたわし。たわしを少し

伸ばして乾電池につなげると・・・。   

他 2話 

アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２２０３６ 
 

10ぴきのかえる①  
 

幼児/
小学
生 

40 18 28 

①－1 話  10 ぴきのかえるひょうた
ん沼に生まれた個性豊かな 10 ぴき
のおたまじゃくし。ところがある日、い
たずらっ子に捕まってコンクリートの
池へ。すると、優しいどじょうさんが
言いました。「おたまじゃくしはかえる
のこ。かえるになったら帰りなさい。」
やがて立派なかえるになった 10ぴき
は故郷のひょうたん沼目指して、冒
険の旅に出発します！ 
①-2 話  10 ぴきのかえるのなつま
つりひょうたん沼になつまつりの季節
がやってきました。音頭のけいこに
一生懸命のかえるたちですが、祭ば
やしがいまひとつ・・・。水太鼓名人・
どじょうじいさんがいたずらっ子に捕
まって、いないからです。「そうだ！
ぼくたちでどじょうじいさんを助けだ
そう！」10ぴきのかえるは、どじょうじ
いさん救出の旅に出発します！ 

２２０３７ 
10ぴきのかえる②  

       

幼児/
小学
生 

40 18 28 

②-1話  10＋1ぴきのかえる 
あまりの暑さにぐったりするかえるた
ちは、夕立が降ってきて大ハシャギ。
すると遠くの方から、はすの葉のボ
ートに乗ったかえるの少女・ケロコち
ゃんが流れてきました。「私は帰るこ
とができるのかしら・・・」といって泣く
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ケロコちゃん。10ぴきのかえるは、迷
子になったケロコちゃんの家探しに
出発します！ 
 
②-2 話  ぎろろんやまと 10 ぴきの
かえるひょうたん沼に住む 10 ぴきの
かえるは、とっても仲良し。いちも一
緒に遊んでいます。ところがある日
ハシャギカエルが病気で倒れてしま
いました。長老ガエルの話によると
病気を治す方法はただ一つ、恐ろし
いぎろろんやまの洞窟に生えている
シャツキリダケをすりつぶして飲ませ
ること。9 ひきのかえるは、勇気を出
してぎろろんやまに出発します！ 
 

２２０３８ 

 

ねずみくんのチョッキ① 

 

幼児/
小学
生 

38 18 28 

赤いチョッキがじまんのねずみくん
と、ゆかいな動物の仲間たちの楽し
いお話がはじまるよ！ 
①-1ねずみくんのチョッキ 
  -2 りんごがたべたいねずみくん 
  -3 コップをわったねずみくん 
  -4また！ねずみくんのチョッキ 
  -5ねずみきんとブランコ 
  -6ねずみちゃんとねずみくん 
 

２２０３９ 

 

ねずみくんのチョッキ② 

 

幼児/
小学
生 

38 18 28 

赤いチョッキがじまんのねずみくん
と、ゆかいな動物の仲間たちの楽し
いお話がはじまるよ！ 
②-1 またまた！ねずみくんのチョッキ 
  -2ねずみくんとおんがくかい 
  -3ぞうさんとねずみくん 
  -4ねずみくんねずみくん 
  -5ねずみくんのひみつ 
  -6ねずみくんのたんじょうび 

２２０４０ ちびねこチョビ/ちびねこコビと
おともだち 

幼児/
小学
生 

40 18 28 

1話  ちびねこチョビ 
黒猫メメの末っ子は、いたずらが大
好き。ごはんは食べちらかすは、カ
ーテンは破るは、ケンちゃんの長ぐ
つはボロボロにするは、あげくの果
てにはママが大事なドレスを泥だら
けにしてしまいました。ママに叱られ
たチョビは、家を飛び出し、行方不明
になってしまいます！チョビはどこへ
行ってしまったのでしょうか？ 
2話  ちびねこコビとおともだち 
チョビがお母さんになり、4 匹の子供
が生まれました。末っ子のコビはけ
んかが大好きで、おもちゃやテレビに
もけんかを仕掛けます。ところがある
日、宅急便の箱に飛び込んでしまい
コビは、そのまま見知らぬ町に運ば
れ、迷子になってしまいました！心
細くて弱りきったコビを助けてくれた
のは、優しくて大きな犬ちゃんでし
た。 
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２２０４１ オズの魔法使い 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 ひみつの花園 
2話 ピーターパン 
3話 オズのまほうつかい 

２２０４２ アラジンと魔法のランプ 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 アラジンとまほうのランプ 
2話 アリババと四十人のとうぞく 
3話 シンドバットの冒険 

２２０４３ 不思議の国のアリス 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 足長おじさん 
2話 若草物語 
3話 ふしぎの国のアリス 

２２０４４ ブレーメンの音楽隊 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 おおかみと七ひきの子やぎ 
2話 ブレーメンのおんがくたい 
3話 かえると王女 
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２２０４５ フランダースの犬（世界名作劇
場） 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 フランダースの犬 
2話 小人とくつや 
3話 王子とこじき 

２２０４６ ももたろう 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 ももたろう 
2話 いっすんぼうし 
3話 いなばの白うさぎ 

２２０４７ 金太郎 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 そんごくう 
2話 きんたろう 
3話 ガリバー旅行記 

２２０４８ 一休さん 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 一休さん 
2話 うらしまたろう 
3話 花さかじいさん 
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２２０４９ さるかにがっせん 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 かぐやひめ 
2話 さるかにがっせん 
3話 ぶんぶくちゃがま 

２２０５０ 三匹の子ぶた 

幼児/
小学
生 

30  28 

1話 アルプスの少女ハイジ 
2話 三びきの子ぶた 
3話 はだかの王様 

２２０５１ 泣いた赤おに 

幼児/
小学
生 

15  28 

里の人達と仲良しになりたい赤おに
は、青おにに相談します。青おには、
赤おにの為に名案を思いつきます。
その結果赤おには村の人々と楽しい
日々を過ごすことができたのです
が、だんだん青おにの事が心配にな
ってきます。やさしい赤おにと青おに
の友情物語です。 

２２０５２ くもの糸 

幼児/
小学
生 

15  28 

盗みを働き、地獄に落ちたカンダタ。
もがき苦しむ彼の目の前に下りてき
た糸は、母の贈物。夢中でくもの糸
を昇る彼が見たものは、後から先を
争って糸を昇ってくる大勢の亡者達。
思わずガンダタは叫ぶ「手を放せ！
これは俺の糸だ！」 
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２２０３４ ココロ屋 
小学
生 

２５ ２６ ２７ 

小学生３年生のひろきは友だちとケ
ンカをしてしまい、先生に「心を入れ
替えなさい」と言われてしまう。うまく
いかない自分の心を持て余している
ひろきの前に、謎の「ココロ屋」が現
れ、心を取り替えてくれるというので
す。ひろきは、「優しいココロ」「素直
なココロ」「あたたかいココロ」と次々
と入れ替えるのですが・・・、ひろきの
満足するココロはどこにあるのでしょ
うか。 

２２０３５ おかあさんの木 一般 ２３  ２７ 

お母さんには 7人の息子がいまし
た。成長した息子たちは次々に兵隊
にとられて行きました。お母さんは息
子たちが兵隊にとられる度、裏の空
き地に桐の木を植え、「これは一朗
の木、これは次郎の木、、」と大切に
育てました。木は７本になり、戦争は
終わりましたが、息子は誰一人帰っ
て来ません。それでもお母さんは待
ち続けます。ある日、ひとりの兵隊が
お母さんの家を訪ねます。それはた
だひとり生きて帰ってきた五郎でし
た。しかし、年老いて待ちくたびれた
お母さんは桐の木の根元で冷たくな
っていたのでした。時は過ぎ、五郎
は自分の子どもたちに語りかけま
す。 

２２０３３ きもだめしのばん 

幼児/
小学
生 

15  26 

村の若者達が茂吉の家に集まって
わらでぞうりやわら靴を作る仕事をし
ていました｡退屈になってきたので､
みんなで肝試しをする事に。いざ行
こうとなると誰も行きたがりません｡す
ると茂吉が誰も行かないのならと、
母は止めたのですが、茂吉は聞こう
としません｡仕方なく母は茂吉に縄と
鎌を渡し､肝試しに行かせること
に・・・｡ 

２２０３２ カワウソ親子の冒険 幼児 19  25 

襲いかかる大フクロウ、狩人と猟犬、
罠から必死に子どもを守る母カワウ
ソの愛と知恵、命の尊さを描いた心
温まる感動と冒険の物語です。 

２２０３０ 稲むらの火  一般 １６  ２４ 

津波の襲来を予感して、それを村人
に知らせるため、大切な稲むらに火
をつけ、高台へと導いた庄屋・五兵
衛の姿を通してなにものにも換えが
たい生命の尊さや、災害時には、冷
静沈着に状況を把握して対応するこ
とがいかに大切か、などを浮かび上
がらせます。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２２０３１ 金子みすず       
やさしさの風景 

一般 １７ 

 

２４ 

童謡詩人・金子みすず。そのやさし
くあたたかい詩の数々。本作ではみ
すずの代表的な詩をアニメーション
と朗読により映像化しました。みす
ずの詩にこめられた想いを様々な手
法を使って情感豊かに表現していま
す。 

２２０２８ 星の王子さま 小学 ３０ ２０ ２３ 

6 年前のこと、パイロットの乗った飛
行機のエンジンが故障してサハラ砂
漠に不時着しました。その夜、パイ
ロットが誰もいない砂漠で寝ている
と、小さな男の子の声が聞こえてき
ました。その男の子は、よその星か
らやってきた『星の王子さま』だった
のです。星の王子さまは、パイロット
と王子さまの出会いから、永遠の別
れまでを描いた美しくも儚い不朽の
ファンタジーストーリーです。 

２２０２９ いわたくんちの     

おばあちゃん 

幼児
～ 
中学 

２０ ２１ ２３ 

主人公の寛太は小学生です。お友
達のおばあちゃんから原爆のことや
戦争のことを聞くうちに自分の問題
としてとらえ、平和への決意をしてい
きます。このアニメは昭和 20年 8月
の広島で起こった実際の話がもとに
なっています。 

２２０２２ 夢のつづき 一般 ４０  ２１ 

この映画は、家族の中で疎外感を
抱く高齢者、認知症を患う高齢者、
その介護に疲れ果てた高齢者や無
気力な毎日を送る若者らが、世代の
異なる者とのふれあいや、高齢者を
支援するサービスの活用などで、家
族の絆を深め、生きがいを感じられ
る生活を送ることができるようになっ
ていく様子が描かれています。 

２２０２３ アニメ ハチ公物語 
幼児/ 

小学 
１８  ２１ 

心と心のふれあい、それは人間だけ
ではありません。ここに登場するハ
チ公は、話すことが出来なくても、心
と心はしっかりと通いあっていたの
です。そんな心あたたまる愛情と感
動のドラマです。  
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２２０２４ 
おれたちともだち  

全 ４ 話 

（字幕付き） 

幼児/ 

小学

（低学

年） 

５２  ２１ 

第１話 ともだちや／ある日、キツネ
は＜ともだちや＞を始めることを思
いつきました。１時間１００円でともだ
ちになってあげるのですが、さて…。 
第２話 ともだち くるかな／朝から
オオカミは庭先をはいたり、家を掃
除したり。だけど、夕方になっても誰
も来ません。誕生日にともだちが祝
いに来てくれるはずなのですが？ 
第３話 あしたも ともだち／キツネ
とオオカミはともだちどうし。なのに
オオカミが変なのです。なんだかキ
ツネを避けているみたい。「どうして
なの？オオカミさん。」 
第４話 ごめんね ともだち／オオカ
ミはキツネと初めての大げんか。仲
直りがしたいのに、あの一言が出て
きません。「ごめんね」って。心の中
なら言えるのに。 

２２０２５ ふるさと －ＪＡＰＡＮ－ 

小学

（高学

年） 

～ 

一般 

９８ １９ ２１ 

戦争末期に特攻隊で死んでいった
若者、そして平和時に海の事故で死
んでしまった少女―。彼らの無念さ
や思いを、残された人々はどのよう
に受け継いでいったらいいのか。
「ふるさとーＪＡＰＡＮ－」は、先生と
子どもたちの魂の絆を描いた物語で
す。 

２２０２６ ねずみくんのきもち 

幼児/ 

小学

（低学

年） 

１２ ２０ ２１ 

公園で仲良しのねみちゃんを待って
いるねずみくん。そこへいじわるねこ
くんがやってきました。ねこくんにい
じわるされたねずみくんは考えま
す。 

２２０２７ 

毎日がつらい気持ち 

わかりますか 

ゆるせない！ネットいじめ 

小学

（高学

年） 

１８  ２１ 

今、大きな社会問題となっている小学
生のいじめ、とくにインターネット、携
帯電話などを利用したネットいじめの
問題を取り上げたアニメーション。相
手の顔が見えない、相手の気持ちや
感情をくみ取ることの出来ない一方
的なコミュニケーションの恐さを訴え
ます。 

１８０３４ 
かんすけさんと 

ふしぎな自転車 

幼児/ 

小学 
２３ ９ ２０ 

にぎやかだけど、のんびりしていて、
幸せそうなかんすけさんの自転車屋
さんは、だれからも、頼りにされ愛さ
れています。自分のことよりまわり
の人に優しくしてあげるかんすけさ
ん。ある日かわいい男の子がタヌキ
だと知ります。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１８０３５ すてきなコンサート 
幼児/ 

小学 
２３ ６ ２０ 

くまのお父さんはお医者さんです。
人気歌手エリザベッツさんが、幼い
頃に川に落ちておぼれそうになった
時、激流に飛び込んで助けてくれた
くまのお医者さんをクリスマスコンサ
ートに招待しました。ところが、赤ち
ゃんが煙草を口に入れて苦しんでい
るという知らせが入り、急いで診療
に向かいます。 

１８０３６ 
みんないちばん！ 

（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
１３ １７ ２０ 

この作品は、ともだちのいいところを
認め、自分のいいところを見つける
すばらしさを伝えます。小さな森の
小さな仲間たちのお話です。朝早
く、起きだしたのは、元気いっぱいの
どんぐり君。まだ眠い仲間を起こし、
遊ぼうとせがみます。 

１８０１６ 
イソップワールド全１３巻 

第 １ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第１話 旅のはじまり 水車の村に
住むピッコ、トッチョ、フーフーの３匹
は大の仲良し。お山で出会った大き
な魚のイソップさんは、空を飛ぶた
めのウロコを世界中のあちこちに落
としてしまい困っています。 
第２話 カメ保安官とラビットブラザ
ーズ ウェスタンシティにたどり着く
と、フーフーはならず者のラビットブ
ラザーズにカバンを盗まれてしまい
ました。 

１８０１７ 
イソップワールド全１３巻 

第 ２ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第３話 きこりの森のゴールドラッシ
ュ きこりのクマロスが池の中にオノ
を落とすと、仙人があらわれて｢お前
が落としたオノは金のオノか、銀の
オノか？｣とたずねてきました。 
第４話 ねずみのおんがえし ごち
そうを盗み食いしようとしたネズミの
チュチュが料理長の鍋に紛れこみ、
王様の食事として出されてしまいま
した。 

１８０１８ 
イソップワールド全１３巻 

第 ３ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第５話 ライオンに化けた猫 ネコの
ミーニャは学校で弱虫とからかわれ
｢ぼくはライオンの子だぞ！｣とウソ
をついてしまいました。 
第６話 三匹と海賊たち ピッコ、トッ
チョ、フーフーの３匹は荷物の見張
りをするかわりに、船に乗せてもら
えることになりました。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１８０１９ 
イソップワールド全１３巻 

第 ４ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第７話 ずるいぞ！ひきょうだ！コー
モリボーイ バードランドの兵がイタ
チの村をおそってきました。鳥たち
の宝｢虹の鏡｣をイタチが盗んだとい
うのです。 
第８話 バトルロイヤル、北風 VS 太
陽 北の果てのさむい国では、毎日
吹雪がふきあれ村人が困っていま
す。北極風兄弟と南極風姉妹が力く
らべをしているのです。 

１８０２０ 
イソップワールド全１３巻 

第 ５ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第９話 町のねずみといなかのねず
み いなかネズミのジューンとトミー
は、町に住むヘンリーとお友だち。２
匹はヘンリーをごちそうで出むかえ
たけれど、いなかの食べ物はおいし
くないと言われてしまいます。 
第１０話 なまけガエルの王様さが
し ピッコ、トッチョ、フーフーの３匹
が南の国で出会ったのは、なまけも
のカエルたち。 

１８０２１ 
イソップワールド全１３巻 

第 ６ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第１１話 ミニワールドのアリとキリ
ギリス  草原にある小さな昆虫の
村、そこでお祭りのステージとして使
われていたのはイソップさんのウロ
コでした。 
第１２話  ビーバー兄弟の宝探し 
川から砂金がとれるといううわさが
広まり、ビーバー兄弟は砂金とりに
夢中になって働こうとしません。 

１８０２２ 
イソップワールド全１３巻 

第 ７ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第１３話 飛んだカメがいたものだ 
ピッコたちはイソップさんのウロコが
あるエルピコの丘に向かいますが、
丘は崖の上にあって歩いていけま
せん。 
第１４話 満腹オオカミと腹ペコひつ
じ トッチョたちはオオカミのマスター
に誘われるまま、たっぷりとパンを
食べました 。ところが後になっ
て・・・。 

１８０２３ 
イソップワールド全１３巻 

第 ８ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第１５話 クックが生んだ金の卵 ピ
ッコたちが高原の村へたどり着くと、
クックがひよこたちと滝すべりをして
遊んでいるところでした。 
第１６話 龍を釣る山猫 サンマオ
は、いつか龍を釣ることが夢です。
ピッコたちが見せてもらった龍の絵
には、イソップさんのウロコそっくり
の｢龍の玉｣が。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１８０２４ 
イソップワールド全１３巻 

第 ９ 巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第１７話 あるはずないよ、そんな仕
事 ドンキはどんな仕事も長続きせ
ずに、仕事をとっかえひっかえ。 
第１８話 獅子若丸のｵﾛﾁ退治 ﾌｰ
ﾌｰたちは、ミツクビオドロオオオドシ
の住む森へと向かいますが、途中で
３匹はバラバラになってしまいまし
た。 

１８０２５ 
イソップワールド全１３巻 

第 １０巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第１９話 月夜の森はワンダーランド 
キノコにリンゴ、イガイガグリがいっ
ぱい！秋の森には自然のめぐみが
たくさん。 
第２０話 いなか娘のカラスのクレア 
鳥の町で王子様の結婚相手をさが
すパーティーが開かれることに・・・。 

１８０２６ 
イソップワールド全１３巻  

第 １１巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第２１話 パンピーの宝の箱 河の
ほとりで、ウサギとプレーリーたちが
ケンカをしていました。ケンカに巻き
込まれたピッコたちを助けてくれた
のは・・・。 
第２２話 欲張り怪盗ダルメシアン 
ピッコ、トッチョ、フーフーはパンダ伯
爵の城でお手伝いをしていました。
伯爵の誕生日パーティーが開かれ
る夜・・・。 

１８０２７ 
イソップワールド全１３巻 

第 １２巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第２３話 うそつきテンといたずら妖
精  山々にかこまれた小さな村で
は、森の妖精を怒らせるとたたりが
あると言われています。 
第２４話  隣どうしのキツネとツル 
ピッコたちが木のかげで休んでいる
と、コンペイが｢この木はボクんちの
木なんだぞ｣と自慢してきました。 

１８０２８ 
イソップワールド全１３巻 

第 １３巻（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
３０ １７ ２０ 

第２５話 モグランさんとドクターガマ 
トッチョたちが町で出会ったモグラン
さんは目がよくありません。３匹がモ
グランさんの家でお手伝いをしてい
ると・・・。 
第２６話 骨の博物館 トッチョが投
げた食べカスの魚のホネをひろいあ
げて｢これは古代のめずらしい動物
のホネだ！｣と考古学者のクロッカ
は大騒ぎ。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１８０２９ 

ジャングル大帝 全５話 

１ 誕 生 

（バリアフリー版有り） 

幼児/ 

小学 
２４ １５ ２０ 

１ 誕生 ところはアフリカ奥地の秘
境。ここでは、パンジャという名の白
いライオンが出没、魔神として人間
達に恐れられていた。古代エジプト
王朝で神と崇められていた白いライ
オンの子が盗まれてから、４０００年
後の出来事である。動物達から王
者と崇められていたパンジャだった
が、ついに密猟者ハムエッグの手に
かかって命を落とす。一方、パンジ
ャの妻・エライザは捕獲され、移送
先のヨーロッパへ向かう船内でレオ
を出産する。 

１８０３０ 

ジャングル大帝 全５話 

２ 約  束 

（バリアフリー版有り） 

幼児/ 

小学 
２４ １５ ２０ 

２ 約束 エライザを残して船を脱出
したレオは海上を漂流していた。そ
のレオを発見したのは、エライザを
捕らえた張本人の密猟業者・クッタ
ー。彼もまた、船の遭難によって漂
流者となっていた。レオとクッター
は、近くを通りかかった船に救助さ
れ、港に上陸する。そこで、医師の
甥のケン一の元に預けられることに
なったレオは、初めて人間の生活を
体験する。やがて、レオはケン一と
入った動物園で黒ヒョウ三兄弟と出
会うが・・・。 

１８０３１ 

ジャングル大帝 全５話 

３ 旅 立 ち 

（バリアフリー版有り） 

幼児/ 

小学 
２４ １５ ２０ 

３ 旅立ち レオとケンが出会ってか
ら１年。レオはアフリカに送還される
ことになった。レオはついに辿り着い
たアフリカの暑さや広さに目を見張
る。しかし、レオが送り込まれた場所
は、人の管理下に置かれたサファリ
パークだった。「本当のジャングルへ
逃げろ」。パークに保護されているヌ
ーの言葉を胸に、レオはケンと一緒
にパークからの逃亡を図る。追跡を
振り切って境界線を越え、広いサバ
ンナをジャングルへ走るレオの姿が
あった。 

１８０３２ 

ジャングル大帝 全５話 

４ 友 達 

（バリアフリー版有り） 

幼児/ 

小学 
２４ １５ ２０ 

４ 友達 アフリカの大地をひた走る
レオに、大自然は容赦なく牙をむく。
襲撃してきた黒ヒョウのトットから逃
れたレオは、罠にかかったカゼルの
トニーとオウムのココを救う。アフリ
カに来て初めて得た友人たちであっ
た。そんな憩いの時もつかの間、ラ
イオンを追い続けるハムエッグ、荒
れ狂う突然の大竜巻き、そしてトット
の親分のライオンのブブなど、一行
は次から次へと苦難に巻き込まれ
ていく。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１８０３７ 
日本のおばけ話シリーズ 

百目のあずきとぎ 

幼児/

小学 
１５  ２２ 

昔むかし、電気の明かりもない昔の
ことです。旅人がひとりで山を越える
のは、それは心細いものでした。旅
人は提灯の明かりをたよりにおそる
おそる夜道を歩いていました。する
と、どこからともなく、ショキショキ・・・
ショキショキとあずきをとぐような音
が聞こえてきました。ふと下を見る
と、そこに、あずきのつぶがちらばっ
ていました。 

１８０３３ 

ジャングル大帝 全５話 

５ 故 郷 

（バリアフリー版有り） 

幼児/ 

小学 
２４ １５ ２０ 

５ 故郷  トニーとココの案内でパ
ンジャの森に入ったレオ。その平和
な森に突如ジェット機が墜落、あた
りは火の海となる。火災の中で、レ
オは薬草を探しに来ていた若い娘ラ
イオンのライヤと出会う。森の長老
クロサイ爺さんからの情報を頼りに
滝の上の薬草を取ることに成功する
レオは、とっさのアイディアで滝の岩
を崩し、パンジャの森に大水を導くこ
とによって火を消し止めるのだった。
そして、レオは墜落した飛行機を住
居に森に住む決心をした。 

２２００６ 
手塚治虫ワールド 
鉄 腕 ア ト ム 

（バリアフリー版有） 

小学 ２４ １７ １９ 

世界ではロボットが、人間の手足と
なって活躍していた。アトムは心を
持つロボットとして、お茶の水博士
の手によって目覚めた。心を持つロ
ボットの存在は、人間達の間に波紋
を広げ、反対する人々から迫害を受
ける事も・・・。 

２２００７ 
手塚治虫ワールド 
緑 の 猫 

（バリアフリー版有） 

小学 ２４ １７ １９ 

悪の魅力を飼い主にささやく緑の
猫・グリーンに操られる旧友の息子
サンボ・ユノーを救うため、ヒゲオヤ
ジこと私立探偵伴俊作が緑の猫を
追求する・・・。手塚マンガの常連ヒ
ゲオヤジが大活躍する SF ミステリ
ードラマです。 

２２００８ 
手塚治虫ワールド 
雨 ふ り 小 僧 

（バリアフリー版有） 

小学 ２４ １７ １９ 

モウ太は、父が教師を勤める奥沢村
の分校に通う中学生。月に一度街の
本校に行くたび大喧嘩をして返ってく
るのです。そんなある日、モウ太は傘
の妖怪雨ふり小僧と出会います。愛
らしい妖怪と少年の出会いを描かれ
ています。、日本の情緒あふれるア
ニメーションです。 

２２００９ 
手塚治虫ワールド 
る ん は 風 の 中 

（バリアフリー版有） 

小学 ２４ １７ １９ 

学校生活になじめず悩んでいた高
校生アキラは、街に貼ってあった１
枚のポスターの中の少女に恋をし、
剥がして家に持ち帰ります。孤独な
少年の憧れと初恋をファンタジック
に描いた青春ものアニメーションで
す。 



- 43 - 

 

アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２２０１０ 
手塚治虫ワールド 
山 太 郎 帰 る 

（バリアフリー版有） 

小学 ２４ １７ １９ 

両親を失い人間に拾われたクマの
山太郎は、目の前を走る蒸気機関
車のしい六（C６２）と仲良くなり、や
がて汽笛のように吠えるようになり
ます。１頭のクマと蒸気機関車の心
の絆が全編を貫き、力強い自由へ
の賛歌が描かれた心やさしいアニメ
ーションです。 

２２０１１ 

ファイナルファンタジー  

第 １ 巻 

前編 風の章 ・ 炎の章 

幼児/ 

小学 
５９ １８ １９ 

「FF V」の勇者バッツたちと邪神エ
クスデスの死闘が歴史の彼方に埋
もれようとしていた頃、惑星 R に再
び異変が起り始めます。バッツの末
裔・老人ハシムは、風のクリスタル
の危機を察知し、孫娘のリナリーと
彼女の幼なじみの少年プリッツを風
の神殿へ送り出すのですが。 
シリーズ監督 りんたろう 

２２０１２ 

ファイナルファンタジー  

第 ２ 巻 

後編 竜の章 ・ 星の章 

幼児/ 

小学 
５０ １８ １９ 

謎の敵の攻撃によりルージュのアジ
トは壊滅。命かながら「鉄の翼」で逃
げ出した５人は、タイクーンの女王レ
ナの元に呼ばれます。その場でミド
は、世界を我がものにするためクリ
スタルを狙うラーデビルの存在と、彼
の恐ろしい企みを伝えるのです。                
シリーズ監督 りんたろう。 

２２０１８ いじめはゼッタイわるい！ 小学 １２ １９ １９ 

小学校３年生の健一は、近ごろ学校
に行くのがつらい。茂樹・広平・浩の
３人にいじめられているのだ。浩な
んて、大の仲良しだったはずなの
に・・・。 

２２０１３ 

忘れてはイケナイ物語り 

戦争童話集 第１巻 

（字幕付き）  

小学/ 
中学 

６０ １６ １９ 

作家野坂昭如の戦争童話集を、黒
田征太郎のイラストと、豪華な顔ぶ
れのナレーションで描かれていま
す。 
第１話 小さな潜水艦に恋をしたで
かすぎるクジラの話 
第２話 凧になったお母さん 
第３話 年老いた雌狼と女の子の話 
第１４回テレビジョン ATP賞９７年度
特別賞、第３６回ギャラクシー賞９８
年度奨励賞受賞 

２２０１４ 

忘れてはイケナイ物語り 

戦争童話集 第２巻 

（字幕付き） 

小学/ 
中学 

６０ １６ １９ 

作家野坂昭如の戦争童話集を、黒
田征太郎のイラストと、豪華な顔ぶ
れのナレーションで描かれていま
す。 
第１話 青いオウムと痩せた男の子
の話 
第２話 干からびた象と象使いの話 
第３話 赤とんぼと、あぶら虫 
第１４回テレビジョン ATP賞９７年度
特別賞、第３６回ギャラクシー賞９８
年度奨励賞受賞 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２２０１５ 

忘れてはイケナイ物語り 

戦争童話集 第３巻 

（字幕付き） 

小学/ 
中学 

６０ １６ １９ 

作家野坂昭如の戦争童話集を、黒
田征太郎のイラストと、豪華な顔ぶ
れのナレーションで描かれていま
す。 
第１話 八月の風船 
第２話 捕虜と女の子 
第３話 ソルジャーズ・ファミリー 
第１４回テレビジョン ATP 賞９７年
度特別賞、第３６回ギャラクシー賞
９８年度奨励賞受賞 

２２０１６ 

忘れてはイケナイ物語り 

戦争童話集 第４巻 

（字幕付き） 

小学/ 
中学 

６０ １６ １９ 

作家野坂昭如の戦争童話集を、黒
田征太郎のイラストと、豪華な顔ぶ
れのナレーションで描かれていま
す。 
第１話 馬と兵士 
第２話 ぼくの防空壕 
第３話 焼け跡の、お菓子の木 

２２０１７ ハードル ― HUDLE ― 
小学/
中学 

８４ １９ １９ 

横浜に暮らす有沢麗音（レオン）
は、小学６年生のある日クラスメイ
トの万引きを目撃してしまう。中学
受験を控え心にストレスを感じてい
る時でした。しかし友人の名を言わ
なかったレオンは犯人と誤解され
ます。無実を信じてくれない大人た
ちの態度に深く傷つきますが、友
人と文具店のおばあさんの言葉に
救われます。やがて中学生になっ
たレオン。ところがバスケ部への入
部を断ったことでいじめの標的にさ
れ、とうとう生死をさまよう事件がお
こります。  

２２０２０ あした元気にな～れ！ 
小学 
～ 
一般 

９０ １７ １９ 

空襲で家族を失ったかよ子。世話
になっている伯母の手伝いをしな
がら、残された兄・喜三郎の行方を
探し続けていました。しかし、思い
出の詰まった生家の跡地が売り渡
されると聞いて、たまらず家を飛び
出します。翌日ついに浅草で兄と
再会を果たしますが・・・。 

２２０２１ 
名 前・・・ 
それは燃えるいのち 

小学 １８ １８ １９ 

自分の名前、友達の名前・・・名前
に込められた思いに気づいたとき、
ひとりひとりの命の大切さ、ひとり
ひとりの違いの素晴らしさが、見え
てきました。桜が舞い散る、新学
期。４年３組の新しい担任になった
のは、姜 明子（カン ミョンジャ）先
生でした。元気いっぱいのクラスの
中で、よりかと平吉は宿命のケンカ
友達。名前のことでケンカになった
よりかと平吉に、姜先生は宿題を
出します。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１８０１４ 

楽しいムーミン一家 

おばけ島へようこそ 

（バリアフリー版有り） 

幼児/ 

小学 
２５ １４ １８ 

今日は海に出る日です。船に帆を
はって大海原へ漕ぎ出しました。航
海は順調に進み、小さな無人島に
上陸しました。しかし、そこにはとて
も不思議な事件が待ち受けていた
のです。 

１８０１５ 

楽しいムーミン一家 

ニョロニョロの秘密 

（バリアフリー版有り） 

幼児/ 

小学 
２５ １４ １８ 

嵐が去ったニョロニョロ島に青白い
光が差し込み、ヘムレンさんが盗ん
だ気圧計をとりもどすために、もの
すごい数のニョロニョロがやってきま
した。ムーミンたちはどうなるのでし
ょう。 

２２００１ 

みんなのどうとく 

アニメシリーズ２  

七つのほし（字幕付き） 

小学 １２ ０ １８ 

日照りが続いたある日、少女は病気
の母のために水を探しに出かけま
す。ようやく手に入れた水を、少女
は子犬や老人に分け与えます。 

２２００２ 

みんなのどうとく 

アニメシリーズ２  

花さき山（字幕付き） 

小学 １１ ０ １８ 

山に山菜採りに出かけた少女あや
は、そこで山んばに出会い、美しい
花々を見ます。山んばはその花の由
来をあやに語りかけます。 

２２００３ 

みんなのどうとく 

アニメシリーズ２  

心の花たば（字幕付き） 

小学 １３ １２ １８ 

石垣と石段だらけの町に引っ越して
きたおじいさんが、花の種をまき始
めました。一人の少女だけはおじい
さんを手伝います。やがてまちは花
でいっぱいになりました。 

２２００４ 

みんなのどうとく 

アニメシリーズ２  

青の洞門（字幕付き） 

小学 １４ １２ １８ 

大絶壁にある鎖渡しの代わりに、洞
窟を掘ろうと、僧の了海は何年も槌を
振るいます。その姿を見て、親の仇と
して了海をねらう実之助は、仇討ちを
ためらいます。 

２２００５ 三ねん寝太郎 
小学 
～ 
一般 

４０ １２ １８ 

三年三ヶ月も寝てばかりいた若者
が、水の乏しい村に機山も越えた湖
から水を引く決意をします。初めは
誰もが眺めるだけでしたが、やがて
一人二人と手伝うようになり、とうと
う村中の人々が総出で水路を切り
開きます。人間として粗末にしては
ならない米と水の大切さを子どもた
ちに教える作品です。 

１８００１ 

宮澤賢治シリーズ 

どんぐりと山猫 

（字幕付き） 

小学 
～ 
一般 

２０ １７ １７ 

ある晩、一郎の家におかしなハガキ
が届いた。それは、山猫からの手紙
で、明日ぜひ会いに山へ来て欲しい
というものだった。翌朝、山奥へ入る
と、にわかに明るくなり、そこに美し
い黄金色の草地が広がっていた。
突然、風が吹いて山猫が現れた。
山猫は、昨日から続く面倒な裁判に
ついて、一郎の意見を聞きたいのだ
と言ってきた。すると草むらの中か
ら、黄金色に光るどんぐりたちが現
れた。面倒な裁判とは・・・。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１８００２ 

宮澤賢治シリーズ 

セロひきのゴーシュ 

（字幕付き） 

小学 
～ 
一般 

２０ １７ １７ 

町の楽団でセロを弾いているゴーシ
ュは、仲間のなかで、一番下手だと
言われ、今日も町の音楽会で演奏
する『第六交響曲』の練習中、楽長
からどなられてしまった。ゴーシュ
は、たった一人で壊れた水車小屋に
住んでいる。ある晩ゴーシュが、夜
遅くまで家でセロの練習をしている
と、ドアをノックする音が聞こえる。ド
アを開けると、そこには大きな三毛
猫が訪ねてきていました。 

１８００３ 

たのしい行事シリーズ 

ひなまつり 

（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
２０ １７ １７ 

小学校３年生のヒロコの家では、ひ
なまつりの準備の真っ最中。手伝い
をしながら、ヒロコはひなまつりにつ
いて、いろいろ疑問に思うことがあ
るのだが、お母さんもお姉さんも答
えてくれない。その夜、物音が聞こ
えて、目を覚ましたヒロコが、音のす
るところへ行ってみると、そこでは人
形たちがくつろいでいた。ちゃんとひ
な壇に座っていないことをヒロコに
怒られた人形たちは、お詫びにひな
まつりの歴史をたどる旅へ、ヒロコを
案内することに・・・。 

１８００４ 

たのしい行事シリーズ 

七夕ものがたり 

（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
２０ １７ １７ 

天の川の川上には、天地全てを司
る天帝がいた。天帝は働き者の織
姫に、美しい織物を織ることを命じ、
また彦星には、黄金の仔牛を育てる
ことを命じた。それぞれが、一生懸
命に仕事に取り組んでいたある日、
織姫は彦星の吹く美しい笛の音を、
彦星は織姫のリズミカルな機織の
音を聞き、お互いを思いあう。やが
て二人は、遊ぶことに夢中になり、
仕事をすっかり忘れてしまい、それ
を見た天帝は、二人を叱り、罰とし
て天の川の東と西に離してしまう。 

１８００５ 

たのしい行事シリーズ 

クリスマスキャロル 

（字幕付き） 

幼児/ 

小学 
２９ １７ １７ 

けちん坊のスクルージ爺さんは、明
日はクリスマスだというのに、なんの
準備をするわけでもない。一緒に食
事をしないかという甥の誘いも断り、
貧しい人たちのための寄付金集め
にも協力せずにいた。その夜、スク
ルージのもとへ共同経営者だったマ
ーリーの幽霊が現れた。マーリー
は、スクルージの強欲な考えを改め
るように言い、そしてこれから３人の
幽霊がスクルージを訪れるので受
けいれるように、と言って消えた。 
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アニメ （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１８００６ 

シートン動物記 

ちび犬チンク 

（バリアフリー版あり） 

幼児
～ 
一般 

２３ １７ １７ 

山男のビリーじいさんは、チンクという
かわいい子犬を飼っていました。ある
日、ビリーじいさんは町へ行くことにな
り、チンクにテントの見張りを言いつけ
て、出かけて行きました。 
しばらくするとテントを狙うコヨーテが忍
び寄ってきました。果たしてチンクはテ
ントを守ることができるのでしょうか？ 

１８００７ 

シートン動物記 

タラク山の熊王 

（バリアフリー版あり） 

幼児
～ 
一般 

２３ １７ １７ 

猟師のランは、２匹の子ぐまを育て
ていました。ジャックと名付けた頭の
良い子ぐまがお気に入りでしたが、
ジャックを手放すことになり、猟師を
やめてしまいました。ある日、家畜を
襲う「タラク山の熊王」をしとめて欲
しいと頼まれ、ランは熊王を追って
再び山に向かうことに…。 

 

保健体育 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

８００９ 
新型インフルエンザ      
対策編 

中学 ２０ ２１ ２２ 

新型インフルエンザの大流行に向
けての準備と、大流行に直面した
ときにはあらゆる手段を総動員し
て対応しなければならないという
ことを、実写とアニメーションで
具体的に解説します。 

８００８ 
新型インフルエンザ      
脅威編 

中学 １８ ２１ ２２ 

新型インフルエンザとはなにか？
どのように感染するのか？どのよ
う影響を個人および社会にもたら
すかということを、CGなど種々の
高度な映像技術を駆使したアニメ
ーション映像でわかりやすく伝え
ます。 

社会 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２９０００ 
家庭生活と環境シリーズ 

３タイトル 
一般 36 23 25 

環境を守るために、私たちは何がで
きるのでしょうか。「身近な家庭生活
の中でできる行動」にテーマを絞り、
どんな工夫ができるのかを分かりや
すく紹介します。 
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生活 （ＤＶＤソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

３００００ 

もったいないばあさんと  
考えよう  

世界のこと 地球でおきて
いる 10の問題 （３枚） 

一般 71 22 26 

１.地球でおきている 10の問題 
1.天気がおかしい 2.森がきえる 
3.土地があれる 4.生きものがき
える 5.食べものが足りない 6.き
れいな水が飲めない 7.戦争がお
きる 8.難民がうまれる 9.子ども
がはたらかされる 10.お金持ちと
貧しい人の差がひろがっている 

２.世界の 10人の子どもたち 
いろいろな国で暮らす 10 人の子
どもたちの話を紹介します。 

３.インド取材映像 
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ビデオフィルム 
一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２１０５ 傷つけられる思春期 一般 ２５ ２０ ２１ 

２００８年６月に発生した「秋葉原無差
別殺傷事件」は改めて、親、周囲の大
人たちと思春期の子供との関わり方
に大きな警告を鳴らしました。ここ数
年、思春期問題を背景とする事件が
連続して起きています。この作品は実
際の事例とともに、思春期の子供と向
き合うための何が求められているかを
提言するものです。 

１２１０４ 
語りつぐ炎の記憶 

「明日への伝言」 
一般 ３０   

「明日への伝言」。悲劇は、広島／長
崎／東京／沖縄だけではなかった。
空襲よ！！防空壕に行きなさい！ 
日本の各地域を襲った戦災・空襲を記
録したビデオ「明日への伝言」は、これ
までに１１作品が制作され、平和への
メッセージを伝えています。 
社団法人 日本戦災遺族会より寄贈。 

１２０９４ 植村直己の夢と探検 
中学
～ 
一般 

８０ ５３ １９ 

マッキンリー山に消息を絶って１０年。
探検家・植村直己さんが映画になって
甦った。植村さん自身の撮影と、極限
まで同行取材したプロ・カメラマンの映
像で綴る、感動のドキュメント。  北極
点・グリーンランド単独犬ゾリ旅行 ／
アコンカグア ／エベレスト ／南極／
マッキンリー。文部省選定。（社）全国
PTA全国協議会推薦。 

１２０９５ 
當 山 嘉 晴 
三味線皮づくりにかける情熱 

一般 ３１ １３ １９ 

三味線は、日本の芸能になくてはなら
ない楽器の一つです。その音色は、「皮
づくり」の“技”と「弾き手」の“技”の調和
によって醸し出されます。しかし、作り
手の技が高く評価されることはなく、む
しろそれに携わる人々は差別されるこ
とさえありました。こうした中で、黙々と
皮づくり一筋に、生涯をかけるひとりの
生きざまを追ってみました。當山嘉晴 
１９２２年京都に生まれ、１４歳のとき大
阪に出、三味線皮づくりの道に入る。 

１２０９６ 日 暮 硯 一般 ４２ ２ １９ 

「日暮硯」（ひぐらしすずり）は江戸時
代中期、信濃国松代藩の若き藩主、
真田幸弘に抜擢され、危機に瀕した
藩財政を見事に再建した家老、恩田
木工（もく）の心と、彼が実行した具
体的な諸施策を記録した作品です。 
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一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０９７ 海軍少将 髙木惣吉 一般 ６５ １３ １９ 

昭和１６年１２月、真珠湾攻撃で始ま
った太平洋戦争は、開戦から半年後
のミッドウェー海戦の敗北から攻守
が逆転。日本は坂道を転がり落ちる
かのように敗戦の一途を辿った。時
の総理大臣・東條英機は日本の敗
戦を示唆する言論や思想を厳しく弾
圧した。その恐怖政治によって誰も
が口を閉ざした。命を受けて“終戦工
作”という危険な任務に奔走した海
軍少将・髙木惣吉のお話です。 

１２０９８ 

生徒の心をつかみたい 

１ 「言葉にならない言葉」を 

感じ取る 

教師
用 

３６ ０ １９ 

表面的な言動の奥底にある生徒たち
の心のシグナルをどのようにして感じ
取るのか、様々な学校の取り組みを
例に考えていきます。 

１２０９９ 
生徒の心をつかみたい 

２ 不登校・いじめとその対応 

教師
用 

４１ ０ １９ 
多くの学校がかかえている問題、不
登校といじめ。指導の難しいこの二
つの問題を取り上げます。 

１２１００ 
生徒の心をつかみたい 

３ 教師・悩みと成長 

教師
用 

３３ ０ １９ 

授業、生徒指導、クラブ活動、保護者
や教師同士のかかわりなど、忙しく、
多くの悩みをかかえる教師たちの現状
を取り上げ、現代教育の難しさを考え
ます。 

１２１０１ 
生徒の心をつかみたい 

４ 学級崩壊を防ぐ 

教師
用 

３６ ０ １９ 
今問題になっている、新しい「荒れ」と
しての「学級崩壊」。それはなぜ生じ
るのでしょうか。 

１２１０２ 
生徒の心をつかみたい 

５ ムカツクとき、キレルとき 

教師
用 

３６ ０ １９ 

１９９８年は世間を騒がせたナイフ事
件が相次いでおこりました。新しい
「荒れ」といわれるこの事態、中学生
は何に悩み、何を望んでいるのでし
ょうか。 

１２１０３ 

生徒の心をつかみたい 

６ スクールカウンセリング 

の技法 

教師
用 

３６ ０ １９ 

この巻ではスクールカウンセリング
の方法を学び、子どもや保護者とい
かに関わっていくか、成長過程で身
につける能力をいかに開発するかを
考えます。 

１２０９０ 
飲酒運転の報い  
破滅への道 

一般 ２７ １６ １７ 

無謀な飲酒運転による、悲惨な死亡
事故、そして轢き逃げ。これはもう犯
罪といっても過言ではありません。
危険運転致死傷罪（刑法第２０８条
の２）の施行後も飲酒運転などの危
険な運転者は後を絶ちません。この
ドラマは、危険な運転行為をしてしま
ったドライバーの心の軌跡、訪れる
家庭の崩壊、被害者を襲う突然の悲
劇、悪質な交通事故の犯罪を訴えま
す。 
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一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０８９ 断て、思い込み運転 一般 ２４ １６ １６ 

車を運転することは、周りの車や人
とコミュニケーションをとっていく行為
であります。単独事故を除き多くの
事故は、他車（者）との関わりで起き
ています。相手をどう見て、相手から
どう見られているかが重要になりま
す。その際、相手が「～するだろう」と
いう思い込みは命取りになりかねま
せん。この作品では、思い込みや焦
りを排して、周囲と上手にコミュニケ
ーションをとることが最大の事故防
止策になることを訴えます。 

５０３５ 

火災・煙・有毒ガス 

～検証 新宿歌舞伎町 

ビル火災～ 

一般 ２２ １３ １４ 

東京・新宿歌舞伎町の雑居ビル火
災で、私たちは、一酸化炭素中毒の
怖ろしさをまたしても思い知らされま
した。過去の火災の教訓から、その
恐ろしさは知っているはずの一酸化
炭素だが、私たちは自分の命を守る
ために、今一度、その性質について
正しく学ぶ必要があるのではないで
しょうか。 

１２０８６ 身障犬ギブのおくりもの 
小学 
～ 
一般 

３９ １４ １４ 

生き物を飼うには、その命を預かり
最後まで責任を持たねばなりませ
ん。この物語は障害を持った犬を育
てたある家族の実話に基づいていま
す。主人公は周囲の人々に支えら
れ、人との関わりの大切さ、命にか
かわる責任、感謝の気持ちを知るこ
とで「命」が与えてくれる贈り物の大
切さに気づいていきます。子どもたち
に「命の大切さ」「思いやりの大切さ」
を学んでもらいたいと思います。 

１２０８７ 親と子の対話 一般 ２９ １４ １４ 

いい子だったはずの子どもが、ある
日突然非行に走る、拒食症になる、
引きこもりになる・・・。こんな思春期
の子どもに「どうあろうとお前を愛し
ている」という親のメッセージを伝え、
子の時期を一緒に乗り越える努力
と、時には親が自分自身を変える柔
軟性を持つ事が大切である事を訴え
ます。 

１２０８８ お助けマン参上 
高齢
者 

３０ １３ １４ 

老後をどのように過ごすかは５０歳
代の人たちにとって切実な問題で
す。しかし、人それぞれが歩んでき
た人生が違いますし、顔や性格が違
うように、老後の生き方も十人十色
なはずです。この作品は、その様な
熟年及び初老の方々に「豊かな老
後」を迎え、過ごすために重要な「生
きがい」をテーマに、楽しくユーモラ
スなタッチのドラマで描かれていま
す。 
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一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０８２ 

孤立していませんか 
あなたの子育て 
ひろげよう地域の子育て 
サポート 

一般 ２６ １２ １３ 

都市化、核家族化、少子化の進行に
伴い、家族が孤立し育児不安を訴える
親たちが増えています。子育てに悩む
母親のドラマを軸に、現場の声を交え
て地域の子育て支援の活動事例を紹
介します。 

１２０８３ うちの子に限って 一般 ２９ １３ １３ 

最近の少年たちによる問題行動は、
従来の非行型の犯罪から普段は真
面目でおとなしい成績の優秀な少年
の関与が目につきます。手もかから
ず、成績さえ良ければ子育ては充分
なのでしょうか。子育てのあり方につ
いて考えます。 

１２０８４ 
少子高齢社会への対応 
私たちに何ができるか  

一般 ２０ １３ １３ 

少子高齢化の問題は現代の私たちに
も様々な問題を投げかけています。
現在各地で少子高齢社会への対応策
が取り組まれていますが、公的機関
だけでなく民間ボランティアなどの対
応について対策の一例を示します。 

１２０８５ 
地域の虐待防止 
幼い命の悲鳴を救うために 

一般 ２６ １３ １３ 

虐待の多くは日常生活の片隅で起こ
り、外部からの的確な対処が難しいと
思われています。この作品では、とな
りの子どもの悲鳴を耳にしたある主
婦のドラマを軸とし、虐待問題への関
わり方を探っていきます。 

１２０５７ 人生楽しく生涯現役 
高齢
者 

３１ １２ １２ 

人生８０年の今、第二の人生をどう生
きるかはこれから定年を迎える熟年
世代にとって切実な課題です。生涯
学習・ボランティア等、セカンドライフ
を豊かに過ごしている三人のシニア
を通して、セカンドライフを楽しむ心構
えを参考にしていきます。 

１２０５８ 
食 の 安 全 

－ 農 産 物 編 － 
一般 ２０ １２ １２ 

農薬の残留、遺伝子組み換えなど農
産物に関する状況は極めて不安で
す。食品を購入する際安全性を考え表
示を読みとることも大切です。この作
品では、安全な食生活のために役立
つ情報を提供します。 

１２０５９ 
食 の 安 全 

－ 食 品 加 工 編 － 
一般 ２０ １２ １２ 

私たち消費者が毎日口にしている食
品について「知る権利」があるという立
場を踏まえ、加工食品を中心に、表示
を目安として賢明な判断・行動をとる
ための情報を提供します。 

１２０６２ 

生活習慣病 

－見直せ悪習慣  

        めざせ健康－ 

一般 ２１ １２ １２ 

心臓病、脳卒中、糖尿病、日本人の
死因の３分の２を占める生活習慣病
は、長らく続けている悪い生活習慣に
よるもの。生活改善のための心構え
や方法が描かれています。 
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一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０６３ 生活習慣病からわが子を守る 一般 １７ １２ １２ 

生活習慣の予防のためには子どもの
頃からの良い生活習慣の積み重ねが
大切である。この作品は小学生のい
る家庭を舞台に子どもを生活習慣病
から守っていくための方策を提案して
いきます。 

１２０８０ 友   情 一般 １０３ １０ １２ 

病気に冒されながらも健気に日々を生
きようとする少女をヒロインに、そして
彼女を励ます周囲の人々を写し出す。
この映画のすべてが、友情とは、親子
とは、生きるとは、という主題を深く問い
かけます。 

１２０１２ 親がかわれば子もかわる 一般 ２６ １１ １１ 

子どもが発するシグナル、見直しませ
んか、あなたの子育て、この作品では
キレる子どもを抱えた一人の父親の
姿を通して子育てのあり方を考えま
す。 

１２０１８ こどもと話していますか 一般 ３０ １０ １１ 

人間性に溢れた、心豊かな子どもを
育てるにはどうしたらよいのか、この
作品では、私たちの身辺のどこにも
見られる、ごく平凡な家庭を取り上
げ、親と子のふれあいのあり方につ
いて描かれています。 

１２０１９ さわやか長生きの秘訣 
高齢
者 

２１ １０ １１ 

長寿日本一の沖縄県大宣村。食生
活、自立した暮らし、軽い運動、ストレ
スとのつきあい方など秘訣を探りま
す。 

１２０６４ ダイオキシン汚染 一般 ２７ １０ １１ 

ダイオキシン類の基本的知識から汚
染の実態、汚染の低減化までの広範
囲な事柄について分かり易くかつ正確
に解説しています。 

１２００４ 愛し いとしの花子さん 
高齢
者 

３３ １０ １０ 

「人を愛することに年齢が問われては
ならない」という根源的なテーマを、家
族や地域の人々との温かいふれあい
の中で描かれています。涙と笑いの
シルバー人情喜劇です。 

１２０１１ 援助交際を考える 一般 ２０ ９ １０ 

性を持った人間が性とどのように付き
合いながら人間として生きていけばよ
いのか、なぜ性を商品化するのか、
子どもたち自身が自らに問いかけ自
らの感性で答えを探り出していく過程
が描かれています。 

１２０１７ 
子育て・ 
叱ること、ほめること 

一般 ２５ ６ １０ 

子どもが自己主張をした時、これを力
で押さえつけるのではなく、親と子が
ぶつかりあうなかで、自分はここでど
うするかを考えさせ選択させて、自己
意識を高めていくことが大切であるこ
とを描いています。 
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一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０４１ 
視聴覚アルバム伝承物語 

１ 鬼ごっこ 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①クツとり②安全オニ③子ふやしオニ
④背中合わせオニ⑤へびオニ⑥シッ
ポとり⑦ジャンケンオニごっこ⑧ジャ
ングルオニ⑨影ふみ等の遊びを描か
れています。 

１２０４２ 
視聴覚アルバム伝承物語 

２ 鬼ごっこ２ 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 
①竹の子一本おくれ②図形オニ③か
んけり④はじめの一歩⑤ひっこしオニ 
等の遊びが描かれています。 

１２０４３ 
視聴覚アルバム伝承物語 

３ 鬼あそび・なわとび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①花いちもんめ②かごめかごめ③あ
ぶくたった④とおりゃんせ⑤ことしのボ
タン⑥ひいらいたひいらいたいっせん
どうか⑦短なわとび⑧長なわとび⑨人
工えいせい⑩へびとび⑪８の字等の
遊びが描かれています。 

１２０４４ 
視聴覚アルバム伝承物語 

４ 陣とり 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①じゃんけん陣とりドンジャン②あみな
げた③うずまきドンジャン④長馬のり⑤
ネコとネズミ⑥ドブネズミ⑦肉だん戦⑧
ブタ小屋等の遊びが描かれています。 

１２０４５ 
視聴覚アルバム伝承物語 

５ 技あそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①ケン玉②お手玉③コマ④ベーゴマ
⑤おはじき⑥ゴムとび⑦あやとり⑧た
がまわし⑨羽根つき等の遊びが描か
れています。 

１２０４６ 
視聴覚アルバム伝承物語 

６ ジャンケンあそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①顔ジャンケン②だせだせジャンシェ
ーハ③ジャンケン列車④あち向いてホ
イ・ブルドック⑤足ジャンケン⑥おんぶ
ジャンケン⑦グリコ・パイナップル・チョ
コレート⑧グー・チョキ・パー⑨自立ジ
ャンケン⑩ジャンケン早い者勝ち等の
遊びが描かれています。 

１２０４７ 
視聴覚アルバム伝承物語 

７ 石けり ・ボールあそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①天下②めちゃぶつけ③手打ちテニ
ス④大高中小⑤キックベースボール
⑥草サッカー⑦やっこさん⑧ケンケン
パー⑨あけそめ⑩どこゆき⑪あんた
がたどこさ等の遊びが描かれていま
す。 

１２０４８ 

視聴覚アルバム伝承物語 

８ 指あそび ・手あそび ・ 

すもうあそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①指占い②絵かきあそび③手遊び④
指ずもう⑤うでずもう⑥ひっぱりこ⑦
いろいろなすもう⑧バトルロイヤル・お
しくらまんじゅう等の遊びが描かれて
います。 

１２０４９ 
視聴覚アルバム伝承物語 

９ おもしろゲームあそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①かみなりさん②ハンカチおとし③ミ
ュージッチェア④フルーツバスケット⑤
おふろゲーム⑥ゆびキャッチ⑦もうじ
ゅう狩り⑧なべなべそこぬけ⑨えんに
ちおどり等の遊びが描かれています。 

１２０５０ 
視聴覚アルバム伝承物語 

１０ 手作り伝承あそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①おり紙つみき②紙ひこうき③おり紙
メンコ④おり紙タコ⑤おり紙ずもう⑥紙
とんぼ⑦新聞紙の七変化⑧紙てっぽう 
等の遊びが描かれています。 



- 55 - 

 

一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０５１ 
視聴覚アルバム伝承物語 

１１ 手作り伝承あそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①パッシャンカメラ②六角変わり絵③
ストローとんぼ④ストローふえ⑤ひっ
くりかえる⑥ぶんぶんゴマ等の遊び
が描かれています。 

１２０５２ 
視聴覚アルバム伝承物語 

１２ 手作り伝承あそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 
①わりばしでっぽう②わりばしひこう
き③カンポックリ④竹馬⑤ぐにゃぐに
ゃたこ等の遊びが描かれています。 

１２０５３ 
視聴覚アルバム伝承物語 

１３ 手作り伝承あそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①型あそび②シャボン玉まがい③ペ
タクタあいうえお④カッパの手⑤カリ
カリとんぼ⑥竹ぶえ⑦インディアンあ
み等の遊びが描かれています。 

１２０５４ 

視聴覚アルバム伝承物語 

１４ 手足や身近な物を 

生かして 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①とんでとんで②箱押し競争（ダンボ
ールレース）③ダンボールくずし④カ
ッパ⑤紙ひろいごっこ⑥手づくりボー
ルでパッチンヨイショ⑦靴ひろい⑧橋
わたり（ブリッジロード）⑨渡り板を歩
いてトコトコ⑩誕生月で集合⑪ジャン
ケンシリーズ・人数で集合 ジャンケ
ン負けたら走れ ジャンケン負けたら
まわれ ジャンケントンネルくぐり ジ
ャンケン負けたらジャンプ⑫輪なげゴ
ッコ等の遊びが描かれています。 

１２０５５ 
視聴覚アルバム伝承物語 

１５ 親子のつどい 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

① うま（ひざ馬・背中馬・組馬） 
②まあかわいい③ずいずいずっころば
し④あんたがたどこさ⑤こんぺいとう
⑥山があって谷があって⑦くしゃみ３
回⑧グー・チョキ・パー⑨大きなくりの
木の下で等の遊びが描かれていま
す。 

１２０５６ 
視聴覚アルバム伝承物語 

１６ 手話で手あそび歌あそび 

小学
～ 
一般 

３０ １０ １０ 

①簡単な手話が歌と一緒に覚えられ
ます。②子どもの表現力の向上が期
待できます。③覚えた手話はアニメに
あわせて復習できます等の遊びが描
かれています。 

１２０８１ わが子の心が見えない 一般 ３２ １０ １０ 

親はわが子の心をどのようにして開
き、理解していったら良いのかを、い
じめにより同級生を死に追い込んだ
中学生の母親を主人公に描き、子ど
もたちの心のあり方を考えます。 

１２０４０ 
地震の知識と対策  
・阪神淡路震災 

一般 ２３ ８ ９ 

阪神・淡路大震災の被災者の声を参
考にしながら、私たち自身が地震から
身を守るためにはどのような備えをす
ればよいか、地震に対する知識と対
策が描かれています。 

１２０６０ ス タ ー ト 一般 ４５ ８ ９ 

今日の青少年の非行の現実を踏ま
え、中学生のころ非行に陥った主人
公の少女が自分の生きがいを見いだ
し自らの力で立ち直っていこうとする
姿を描いています。 
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一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０６１ セカンドライフをさわやかに 一般 ３０ ９ ９ 

会社勤めを終えて日々の暮らしの中
に居場所を見出せない主人公が、
様々な葛藤を経験しながら徐々に自
分の生き方を見つけていく様子が描
かれています。 

１２０６５ ならぬことはならぬ 一般 ２９ ９ ９ 

会津藩幼少年の掟を取り上げ、家庭
での父親のあり方と、父親のしつけの
「厳しさ」母親の「優しさ」について描
かれています。 

１２０７８ 街 一般 ４５ ９ ９ 

少年非行問題の背景には、家庭と地
域社会における人間関係の希薄さが
上げられる。地域社会における人間
関係と非行問題との関連について描
かれています。 

１２０７９ 
マザーズロボット 
表情のない子供たち 

一般 ３０ ７ ９ 

中学３年のわが子の将来に不安を感
じ始めた母親。彼が無気力で自立心
がないのは、幼い頃から英才教育を
強制してきたことに原因があるのだろ
うか。周囲にもそういう子どもが多い
し、会社でも自立性のない若者が目
につく。家庭教育に一石を投ずる問
題提起作です。 

１２００１ 
明日への学び 
生涯学習社会をめざして 

一般 ２１ ７ ８ 

生涯学習という言葉は、広く使われて
います。しかし、生涯学習には多様な
要素があるため、その意味も曖昧な
点が多い。この作品は、生涯学習と
いう概念の正しい理解と、人々が生
涯自由に学習の機会を選択して学ぶ
ことができ、その成果が適切に評価さ
れるような事例を具体的に構成し、そ
の健全な育成に役立つ教材としてま
とめられています。 

１２０１３ 
健康は自らつくる 
ゆとりある老後をめざして 

高齢
者 

２５ ８ ８ 

生涯を通じた健康こそ高齢社会にお
けるもっとも重要な要素の一つととら
え、それも苦しいうちから、自らの老
後までを見通したうえで、心身共に健
全な生き方を考え、実行していく必要
性を訴えます。 

１２０１４ こうふ博８９全記録 一般 ４５ ３ ３ 
こうふ博'８９の開幕から閉幕までの５
９日間の全記録。 

１２００２ 今、百年の時を越えて 
小学
～ 
一般 

３３ １ １ 
甲府市制１００周年を記念して実施し
た１９の記念行事の記録。 

１２０１５ 甲府市黒平町能三番 
中学
～ 
一般 

２０ １ １ 
甲府市黒平町に古くから伝承されて
いる能三番の記録。 

１２０１６ 
甲府の歴史             
古代から現在まで 

中学
～ 
一般 

２５ １ １ 
甲府の古代から現代までの歴史を綴
った記録。 

１２０２０ 
昭和の記録 １ 

幕あける昭和の時代 
一般 ４４ １ １ 大正～昭和３年の記録。 
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一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０２１ 
昭和の記録 ２ 
銀座の柳と軍靴響 

一般 ４４ １ １ 昭和４年～昭和７年の記録。 

１２０２２ 
昭和の記録 ３ 

非常時日本 
一般 ４４ １ １ 昭和８年～昭和１２年の記録。 

１２０２３ 
昭和の記録 ４ 

日中全面戦争 
一般 ４４ １ １ 昭和１３年～昭和１５年の記録。 

１２０２４ 
昭和の記録 ５ 

太平洋戦争勃発 
一般 ５２ １ １ 昭和１６年の記録。 

１２０２５ 
昭和の記録 ６ 

初戦の勝利 
一般 ５１ １ １ 昭和１７年の記録。 

１２０２６ 
昭和の記録 ７ 

連合軍総反攻 
一般 ５１ １ １ 昭和１８年の記録。 

１２０２７ 
昭和の記録 ８ 

敗色日々に濃し 
一般 ５４ １ １ 昭和１９年の記録。 

１２０２８ 
昭和の記録 ９ 

戦争終結 
一般 ５５ １ １ 昭和２０年(１月～８月）の記録。 

１２０２９ 
昭和の記録 １０ 

焦土の中から 
一般 ４９ １ １ 昭和２０年（８月～１２月）の記録。 

１２０３０ 
昭和の記録 １１ 

占領と民主化への歩み 
一般 ５２ １ １ 昭和２１年～昭和２２年の記録。 

１２０６７ 
ふるさと散歩 
河内路を往く  

一般 ３０ １ １ 

甲府市から駿府に至る河内路を、主役
の座を下りてひっそりと佇む古道の
姿、周辺に遺る文化や信仰などの証
し、人々のくらしや産業などの様子な
どが描かれています。 

１２０６８ 
ふるさと散歩 
雁坂道を往く  

一般 ３０ １ １ 

道にまつわる歴史的背景を底流に置
きながら、歌人の窪田空穂や伊藤左
千夫の足跡を訪ね、窪田露伴の短編
の舞台となった峠のことに触れ、新し
く開発された広瀬湖とそれに関わる
新道の建設で次第に消え去って行く
古道の哀感が描かれています。 

１２０６９ 
ふるさと散歩 
棒道を往く 

一般 ３０ １ １ 

三本ある棒道の中で古い時代のおもか
げを留めている上の棒道と呼ばれたこ
の道を中心に、起点を長坂町小荒間の
三分一湧水にし、そこから信長原遊歩道
に入って古い道を散策し遠い日に祖先
たちがくらしの道として思いを寄せたそ
の素朴さが描かれています。 
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一般向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０７０ 
ふるさと散歩 
青梅街道を往く 

一般 ３０ ２ １ 

山梨市小原西の分岐点より東京都青
梅市に至る青梅街道、青梅街道に伝
わる道標、番所跡、文学碑などや文
化財などが描かれています。 

１２０７１ 
ふるさと散歩 
鎌倉街道を往く 

一般 ３０ ２ １ 
街道の古道の姿をできるだけさぐり、街
道に伝わる歴史・文化産業などや街道に
生きた人びとの生活を描かれています。 

１２０７２ 
ふるさと散歩 
西郡路逸見路を往く 

一般 ３０ ２ １ 

甲斐源氏興亡の歴史と深い関わりをも
つとともに、庶民の素朴な祈りを石造物
に託す地域でもあるこれらを、沿道の
風景の中から訪ねます。 

１２０７３ 
ふるさと散歩 
若彦路中道往還を往く 

一般 ３０ ２ １ 
①若彦路と日本武尊伝説②古墳文
化と中道③戦と道④近世中道と往還
のにぎわいなどが描かれています。 

１２０７４ 
ふるさと文学散歩 
甲府中巨摩編 

一般 ２８ ３ １ 

井上靖、新田次郎、太宰治、井伏鱒
二、野尻抱影、尾崎喜八、正宗白鳥、
村岡花子、小尾十三、小川正子、深
田久弥、与謝野晶子、鉄幹、などの
緑の地や文学碑などが描かれていま
す。 

１２０７５ 
ふるさと文学散歩 
東八代編 

一般 ２８ ３ １ 

飯田蛇笏、深沢七郎、山崎方代、長
塚節、大佛次郎、野尻抱影などの緑
の地や文学碑などが描かれていま
す。 

１２０７６ 
ふるさと文学散歩 
南巨摩編 

一般 ２８ ３ １ 

与謝野晶子、鉄幹、高村光太郎、熊
王徳平、多田裕計、秋山秋紅蓼、田
中冬二、宮澤賢治、北村透谷、など
の緑の地や文学碑が描かれていま
す。 

１２０７７ 
ふるさと文学散歩 
北都留編 

一般 ２８ ３ １ 

山本周五郎、北村透谷、竹内てるよ、
中里介山、田部重治、石川達三、芥川
龍之介などの緑の地や文学碑が描か
れています。 

１２００９ 美しく豊かな言葉をめざして 一般 ４５ ２ ２ 
適切な言葉遣い（敬語を中心に）くらしの
中の音声（談話を中心に）が描かれてい
ます。 

１２００８ 美しく豊かな言葉をめざして 一般 ４５ １ １ 
花か車か（家庭での話し合い）類義語（豊
かな表現のために）朗読が魅力です。 

１２００７ 美しく豊かな言葉をめざして 一般 ４５ ６３ ６３ 
旅の出会い、ことばの出会い（ものの尋
ね方）美しい日本語、楽しい語源、心に
残るスピーチです。 

１２００６ 美しく豊かな言葉をめざして 一般 ４５ ６２ ６２ 
言葉はパスワーク（頼む時、断る時）美
しい日本語、楽しい語源、朗読の魅力
など描いています。 

１２００５ 美しく豊かな言葉をめざして 一般 ４５ ６１ ６１ 
ことばの国の裁判（誤解を招かない表
現）美しい日本語、楽しい語源、くらしの
中の音声訓練 （子音を中心に） 
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小中高生向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

５０５６ 
小・中学生のインターネット   
シリーズ  
インターネットはマナーが大切 

小学 

中学 
１８ １６ １７ 

小学生の男の子が、自分のホームペ
ージに家族の写真や電話番号を掲載
してしまう。やがておもしろがって姉の
紹介文に「恋人募集中」と書いてしま
ったことから、大騒動に・・・。チャット
や掲示板の書き込みのマナーやホー
ムページ掲載情報の注意点をコミカ
ルに解説しています。 

５０５７ 

小・中学生のインターネット   
シリーズ  
インターネットのトラブルから 
身を守る 

小学 

中学 
１８ １６ １７ 

インターネットはとても便利な道具で
すが、使い方によっては危険な道具
になることも事実です。トラブルに巻
き込まれないための対策を解説して
います。 

１４００７ セッちゃん 

小学 

～ 

一般 

３４ １６ １６ 

高木家は、サラリーマンの父、専業主
婦の母、中学二年生の娘の３人家
族。優等生の娘・加奈子はある日、
「セッちゃん」について話し出す。転校
してきてすぐに嫌われ、仲間はずれ
にされているという。以来加奈子は
「セッちゃん」について頻繁に語ってい
た。しばらくして加奈子の運動会を見
に行った両親は、「セッちゃん」という
転校生は存在せず、加奈子自身がい
じめにあっていることを知ります。重
松清原作。 

１４００８ メル友募集に潜む落とし穴 
中学 

高校 
２１ １５ １６ 

奈月、晴奈、明恵は仲良しメール友３
人組。３人は遊ぶ金欲しさに出会い
系サイトを使用、そこで知り合った男
達と遊び、やがて金や物をもらうよう
になる。ある日いつものようにサイト
をチェックした３人は、カメラマンを名
乗る男と知り合う。有名人を自宅のス
タジオで撮影しているという話しを信
用して、一緒についていってしまう
が、監禁され、暴力を振るわれてしま
う。 

１４００９ 凶器にもかわる携帯電話 
中学 

高校 
２０ １５ １６ 

携帯電話の普及に伴い様々なトラブ
ルが発生し、社会問題になっている。
コンビニで働く店長の山下（５０）アル
バイトの明秀（高２）、亜由子（高１）、
伸介（高３）の４人がそれぞれ携帯電
話によるトラブルに巻き込まれてい
く。具体的なトラブルを提示しながら、
このような被害に遭わないための取
組を啓発する。 
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小中高生向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１４０１０ 「人権」ってなんだろう  小学 １４ １６ １６ 

いじめ、差別、人権侵害を子どもたち
が自分たちの問題としてとらえ、その
解決に向け知恵を出し合い、行動に
移すことを目標としている。「自分も大
切、他人も大切（人権意識を身につけ
る）」「ふざけていたのも、いじめな
の？（人権侵害：いじめについて理解
する）」「これって、差別？（人権侵害：
差別について考える）」といった内容
で、子どもたちの生活シーンをミニドラ
マ形式で描いており、人権についての
ケーススタディや参加型の学習ができ
ます。 

１４０１１ 私の権利、みんなの権利 小学 １４ １６ １６ 

五年生のクラスの授業、先生が子ど
もの権利条約について説明するが、
子ども達にはピンとこない。放課後、
校庭でサッカーをしていると、学校の
近所の人が迷惑だと怒鳴り込んでく
る。そして、放課後の校庭で遊んでは
いけないことになる。憤慨した子ども
達は授業で習った『意見表明権』を思
い出す。でも、相手にも自分と同じ権
利がある。それを大切にしながら、知
恵を絞り大人達との話し合いに挑み
ます。 

１４００１ 

やってみよう  
調べ学習ビデオシリーズ  
①きみの「？」は何だろう～  
身近なところでさがしてみよう 

小学 １１ ０ １４ 

学習の導入として、調べ学習の意味
合いについての大まかなアウトライン
を感じさせます。その上で、子どもた
ちが自分の身近な生活の中から「？」
を見つけることができます。 

１４００２ 
やってみよう  
調べ学習ビデオシリーズ 
②課題づくりはどうするの 

小学 １１ ０ １４ 

子どもたちが自分の「？」を持った次
の段階として、それらを持ち寄り、学
習にふさわしい課題に高めていく方
法を例示します。ここでは、「課題み
つけマップ」としてウェンビングの手法
を紹介します。 

１４００３ 

やってみよう  
調べ学習ビデオシリーズ  
③しらべてみようみんなの住む
町 

小学 １２ ０ １４ 

実践編の第１段階として、自分の住
む地域での調べ学習のすすめ方を紹
介します。とくに、見学やインタビュー
といった、地域の人々との直接的な
接触を伴う取材活動のルールやマナ
ーについて重点的に扱います。 

１４００４ 
やってみよう  
調べ学習ビデオシリーズ 
④もっといろいろ調べよう 

小学 １２ ０ １４ 

実践編の第２段階として、直接取材
が難しい場合や、より幅広い情報を
得ようとする場合に有効な、図書館や
インターネットを活用した調べ学習の
すすめ方を中心に紹介します。 

１４００５ 
やってみよう  
調べ学習ビデオシリーズ 
⑤みんなに知ってもらおう 

小学 １２ ０ １４ 

まとめ方の工夫、発表のアイディア、
分かりやすくするための注意点など、
調べた内容を発表する際に役立つヒ
ントを示します。学習全体のまとめと
して、学習の成果を自分の生活に活
かすことの大切さにも触れます。 
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小中高生向け教育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１４００６ 
私たちの暮らしと 
経済シリーズ 
お金って何？ 

中学 

高校 
１６ １３ １４ 

経済の血液である「お金」の働きを通
し、「自己責任」の意味を中学生の視
点から分かりやすく説明します。金融
商品を選ぶときはリスクとともに自己
責任が伴うこと、その自己責任を全う
するには十分な情報を必要とするこ
と、積極的に情報を入手しリスクを回
避する行動をとることが賢い消費者
の第一歩であることを示唆します。 

８００４ 
心の健康 

悩みから不安をふきとばせ！ 
小学 １５ １４ １４ 

典型的事例をドラマ化。人間関係か
ら生じる悩み、悩みが引き起こす心
の葛藤と体調不良。悩みの解決に向
けて・家族に相談する・友達に打ち明
ける・自助努力の大切さ・スポーツで
体と心をほぐす。生活の回復。 

８００５ 
心の健康 

育ちゆく私たちの体 
小学 １５ １４ １４ 

思春期の体の変化を、映像でわかり
やすく表現します。どんな変化が起こ
るのかを理解させるとともに、成長に
は個人差があることを強調します。 

８００６ 
心の健康 

薬物から自分を守れ！ 
小学 １５ １４ １４ 

有機溶剤（シンナー）を中心に、薬物
の体への害を訴えることで、薬物に
「NO！」とはっきりいえる態度を育て
ます。 

５０３３ お年寄りとのふれあい 小学 １９ ７ １４ 

独り暮らしや老人ホームなどで暮ら
すお年寄りと交流を続けている小学
生グループの姿を描き、それが子ど
もの心の成長にいかに役立っている
かを示します。※青梅市立藤橋小学
校のケース※長野県南信濃村和田
小学校の場合※河崎氏の南生田小
学校の事例が紹介されています。 

５０３４ やくそく 小学 ２０ １４ １４ 

心優しい少年と病弱な少女との心温ま
る交流を通して、人のために尽くすこと
の尊さ、素晴らしさを少年の吹くハーモ
ニカのメロディーにのせて訴えます。 

防犯・防災 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０９２ 
子ども連れ去り被害防止 
地域で考える防犯 

一般 ２２ １７ １７ 

昨今、子どもが被害者となる凶悪犯
罪が多発している。身近なところでい
つ起きるかもしれない連れ去り。しか
し、犯罪を実行する機会がなければ
事件は起こりません。子どもを守るた
めに一番大切なことは、大人が協力
して、犯罪の起きにくい環境を作るこ
とです。地域の大人たちは、子どもを
守るために何ができるのか考えま
す。 
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防犯・防災 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１２０９３ ついていってはダメ！ 
幼児
～ 
一般 

１５ ５ １７ 

過去の誘拐事件や誘拐未遂事件の事例
を参考に、児童を誘拐の危険から守るた
めに、どのようなことを子どもに教え、親
や地域の人たちが何に注意をはらうべ
きか具体的に描かれています。 

５０３５ 
火災・煙・有毒ガス 
～検証 新宿歌舞伎町 
           ビル火災～ 

一般 ２２ １３ １４ 

東京・新宿歌舞伎町の雑居ビル火災
で、私たちは、一酸化炭素中毒の怖
ろしさを、またしても思い知らされまし
た。過去の火災の教訓から、その恐
ろしさは知っているはずの一酸化炭
素だが、私たちは自分の命を守るた
めに、今一度、その性質について正
しく学ぶ必要があるのではないでしょ
うか。 

５０２７ 
キョロちゃんの 

地震用心・火の用心 
小学 １１ １２ １３ 

青い海と緑のエンゼル島で元気な仲
間たちと、地震が起きたときの安全、
火の用心の大切さを楽しく描かれて
います。 

５０２０ 万引はダメ 
小学 
中学 

２１ １１ １１ 

この作品では万引きが犯罪であるこ
とを子どもたちに認識させ、社会のル
ールを守る大切さを訴えると同時に
周りの大人が非行の小さな芽に気付
き、きちんと対応していかねばならな
いことを示します。 

１２０４０ 
地震の知識と対策 

・阪神淡路震災 
一般 ２３ ８ ９ 

阪神・淡路大震災の被災者の声を参
考にしながら、私たち自身が地震か
ら身を守るためにはどのような備えを
すればよいか、地震に対する知識と
対策が描かれています。 

劇映画 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１５００３ 父と暮らせば 一般 ９９ １６ ２１  

広島の原爆投下から３年。生き残っ

た後ろめたさから幸せになることを拒

否し、苦悩の日々を送る主人公・美

津江。突如幽霊となって現れた父・竹

造に励まされ、悲しみを乗り越え、未

来に目を向けるまでの４日間の物

語。 

文部科学省選定。厚生労働省社会保
障審議会特別推薦。青少年映画審議
会推薦。など 

１５００４ 
らくだの涙 

ゴビに伝わる愛の調べ 
一般 ４０ １３ ２１  

季節は春、ゴビ砂漠に四世代で暮ら
すモンゴルの遊牧民の大家族に、珍
しい白い毛の赤ん坊らくだが１頭生ま
れる。ところが、難産の末にようやく
出産した母らくだは、赤ん坊らくだに
見向きもしないのだった。このままで
は、赤ん坊らくだは死んでしまう。そこ
で、昔から伝わるように、母らくだの
頑なな心を溶かすべく音楽療法を試
みることにする。 
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劇映画 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１５００２ ガキ大将行進曲 

 
小学
～  
一般 

７５ ５３ ２０  

物語は、弱いものいじめをするガキ大
将の弘のクラスに幸太が転校してき
た。今までいじめられていた光男と義
之は元気で親切な幸太とすぐに仲良
くなる。そんな幸太に弘は数々の嫌が
らせを試みるが・・・。ぶどうの故郷（山
梨県）みどりの山野にこだまする夢と
冒険のお話です。 

１５００１ かあちゃん  一般 ６０ １２ １４ 

隣近所が親類、お互いが頼り合い、
助け合っていかなければやってゆけ
はしない貧乏長屋に「強つくばり」、
「人情のかけらもない銭の亡者」と陰
口を言われているお勝の一家があ
る。ある夜、お勝の家に金を盗みに
入った男がいる。お勝は、騒ぐでもな
く今まで貯めた金を男に渡す。そし
て、その金をためたわけを男に話し
始めた。 

交通安全 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０４４ 
おジャ魔女どれみの 

交通安全 

幼児 
小学 

１４ １４ １８ 

テレビの人気番組「おジャ魔女どれみ」
が交通安全のアニメとして登場します。
宅配ケーキ屋のドレミたちが、交通ル
ールを無視して配達するが・・・おなじ
みのキャラクターたちと一緒に、楽しみ
ながら交通ルールを学びます。 

１２０９０ 
飲酒運転の報い 

破滅への道 
一般 ２７ １６ １７ 

無謀な飲酒運転による、悲惨な死亡
事故、そして轢き逃げ。これはもう犯
罪といっても過言ではありません。危
険運転致死傷罪（刑法第２０８条の２）
の施行後も飲酒運転などの危険な運
転者は後を絶ちません。このドラマ
は、危険な運転行為をしてしまったド
ライバーの心の軌跡、訪れる家庭の
崩壊、被害者を襲う突然の悲劇、悪
質な交通事故の犯罪を訴えます。 

１２０８９ 断て、思い込み運転 一般 ２４ １６ １６ 

車を運転することは、周りの車や人と
コミュニケーションをとっていく行為で
あります。単独事故を除き多くの事故
は、他車（者）との関わりで起きていま
す。相手を同見て、相手からどう見ら
れているかが重要になります。その
際、相手が「～するだろう」という思い
込みは命取りになりかねません。この
作品では、思い込みや焦りを排して、
周囲と上手にコミュニケーションをとる
ことが最大の事故防止策になることを
訴えます。 
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交通安全 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０６９ 
ハム太郎のとっとこ大切！ 

交通ルール 

幼児 
小学 

１４ １５ １５ 

ある日、ハム太郎とロコちゃんは歩道
を歩いていました、そこに向こう側の歩
道を歩くカナちゃんを発見！ロコちゃん
は安全確認せずに道路を横断してしま
い、危険な目に遭います。そこで交通
ルールの大切さを知ってもらうために、
ハム太郎たちはハムちゃんずランドに
交通公園をつくり、ハム太郎おまわりさ
んが指導することに・・・。 

５０２８ おじゃる丸の交通安全 小学 １５ １２ １３ 

人気のアニメーション、おじゃる丸が
登場し、正しい交通ルールをハラハラ
ドキドキしながら、おじゃる丸と一緒に
楽しく交通安全を学びます。 

５０２９ 
ズッコケ三人組 

自転車の安全教室 
小学 ２０ １３ １３ 

児童文学のベストセラー、ズッコケ三人
組が自転車の安全指導員に抜擢され
交通事故を防ぐための安全な自転車の
乗り方を学びます。 

５００８ カブタックの交通安全 小学 １５ １０ １１ 

人気のビーロカブタックとその仲間た
ちが登場し、交差点や道路の横断の
仕方や車の後ろに潜む危険、急な飛
び出しに注意する等正しい交通ルー
ルとその大切さを描いています。 

１３０１７ 
忍たま乱太郎の 

自転車安全教室 

幼児 
小学 

１６ ９ １０ 
危険の多い都会の道路で、自転車の
交通ルールや道路での安全な自転車
の走行方法などが描かれています。 

１３０１６ 
忍たま乱太郎の 

交通安全 

幼児 
小学 

１５ ７ ９ 

交通安全ルールのいろはを覚えてい
くストーリーのなかで信号を守ること
の大切さや、横断歩道の正しい渡り
方などを学びます。 

５０１７ 
バット大王の 

交通安全 Q&A 
小学 ２１ ４ ５ 

小学生の事故原因で常に大半を占め
る「飛び出し」「横断中の事故」を中心
に、色々な危険事例を再現しながら、
事故防止法を、子どもの疑問に答え
る方式で描かれています。 

福祉・人権・道徳 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

５０５８ 
美しい日本の自然 

生き物を育む豊かな環境 
小学 １９ １２ １８ 

自然環境と生物との共生関係をテーマ
にし、世界自然遺産に登録されている
白神山水や、沖縄の珊瑚礁、琵琶湖の
里山などと、そこに生きる動物との関
係を紹介し、良好な自然環境が動物に
とってかけがえのない生育環境である
ことを示します。 
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福祉・人権・道徳 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

５０５９ 

変わりゆく地球 

酸性雨、温暖化などと私たちの
生活 

小学 １９ １２ １８ 

地球規模での環境問題をテーマに
し、酸性雨や森林破壊、地球温暖化
などと、その被害の実態を紹介しま
す。酸性雨では、枯死したドイツの森
林、温暖化では、海面上昇で沈んだ
南太平洋の珊瑚礁の島々など、やも
すると、日常の生活とかけ離れた印
象となりがちな問題を具体的な被害
の実態を紹介することで学習者に強く
印象づけます。 

５０６０ 
身の回りのかんきょう調べ 

池や川、野山、大気のようす 
小学 １８ １２ １８ 

身近な自然環境が好ましい状況にあ
るのか、野山の草花で自然度を、指
標生物で池や川の水質を、試薬を使
って大気中の浮遊物質を調べます。
調査・環境場面は、子どもたちの活動
のようすで示し、学習者を調べ学習へ
導きます。 

５０６１ 
地球にやさしい発電 
自然エネルギーや新しい 
資源活用 

小学 １８ １２ １８ 

産業や生活に欠かせないエネルギー
資源が、石油などの大量消費による
ことから二酸化炭素の増大となり、地
球温暖化を招いています。そこで、太
陽光や風力などの自然のエネルギー
を利用する発電、燃料電池、自然界
の二酸化炭素循環を考えたバイオマ
スの考え方などを紹介します。 

５０５５ 童謡物語 
小学 
中学 

５８ １ １７ 

四季折々の花を求めて、九州から北
海道まで日本列島をほぼ縦断する養
蜂一家。日本人にとって、ほんとうの
「ふるさと」とは何かを描いています。
新緑が香る信州の過疎の村を舞台
に、この土地の少女と突然やってきた
少年との出会い、そして別れ。養蜂夫
婦とその土地とのかかわり、人間との
触れ合いが詩情豊かに綴られていき
ます。文部省選定・優秀映画鑑賞会
推薦・映倫青少年映画審議会推薦 

１２０９１ みみをすます 一般 ４６ １７ １７ 

「みみをすます」は、音や音楽とは何
かを考えるビデオです。聴覚障害者
にとって「聴く」とは何か？そして、「聴
こえない」という「障害」って何だろうと
いうことを、障害者自身の体験を共有
することで考えていきます。楽しい音
楽や詩を主人公のゆんみと同時に体
感しながら、真のノーマライゼーション
とは何かを問いかけます。谷川俊太
郎作 

５０３７ 

ぼくらのごみゼロ大作戦 
リデュース ・リユース ・ 

リサイクル 

中学 
高校 

１８ １４ １５ 

資源ごみのリサイクルやリデュース、
リュースに触れ、資源循環型社会の
考え方をわかりやすく説明し、環境問
題について考えます。 
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福祉・人権・道徳 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

５０３６ インターネットの罠 
中学 
高校 

２０ １４ １５ 

パソコンや携帯電話を使い、インター
ネットで情報を得る事は中･高校生の
間でもごく普通の事となりました。しか
し、それに伴い、色々なトラブルに巻
き込まれるケースも増えてきました。
個人情報の流失、迷惑メール、国際
電話のトラブル、薬物取引、出会い系
など気軽にアクセスできるネット環境
が生み出す新たな問題に青少年は直
面しています。これらのトラブルに巻
き込まれないためには、ネット上には
どんな危険が潜んでいるのか、正しい
知識を入れるとともに、情報を読み解
く力、メディアリテラシーを身に付ける
事の重要性を訴えます。 

５０３８ 
こんな時どうするシリーズ 
人とのかかわり 

小学 ２０ １５ １５ 

人と人が関わり合えば、トラブルが起き
ることもあります。主に学校生活での人
との関わり合いについて考えさせま
す。友だち、男子・女子、班づくり、など
で大事なことは何か？具体例が興味
深く描かれています。 

５０３９ 
こんな時どうするシリーズ 
ルールとマナー 

小学 １９ １５ １５ 

「ルールは守らなければならない決ま
り事だけど、マナーは…。」皆が気持
ちよく暮らしていく為にはどうすればい
いかを日常生活の事例を基に考えま
す。 

５０４０ 
こんな時どうするシリーズ 

危険から身を守る 
小学 １９ １５ １５ 

危険は身近なところに幾らでもある。事
件や危険なことに巻き込まれないため
には、また、身を守るためにはどうした
らいいか？問い掛けとともに子どもの
周りの様々な危険について考えます。 

５０４１ 知りたい仕事ライブラリー① 
中学 
高校 

９０ １４ １５ 

【動物看護士】  確かな技術と知識
で、獣医とともに小さな命を見守る（約
３０分） 
【トリマー】 傷だらけ立ちっぱなし、体
力勝負のペットの美容師（約３０分） 
【動物訓練士】 ひたすら動物と心を通
わせる、熱意ある人だけの狭き門（約３
０分） 

５０４２ 知りたい仕事ライブラリー② 
中学 
高校 

６６ １４ １５ 

【歯科衛生士】 技術で虫歯を、笑顔
で心を癒す歯科医院のオアシス（約３
３分） 
【歯科技工士】 自分のペースで、工
芸感覚でできる技能職（約３３分） 

５０４３ 知りたい仕事ライブラリー③ 
中学 
高校 

８３ １４ １５ 

【介護福祉士】 高齢化社会の救世主
となる、献身の職（約３３分） 
【理学療法士/作業療法士】リハビリ
の現場で人を蘇らせる忍耐の職（約２
５分） 
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福祉・人権・道徳 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

５０４４ 知りたい仕事ライブラリー④ 
中学 
高校 

７６ １４ １５ 

【美容師】 華やかさの裏にある試練
の修行時代（約３４分） 
【リフレクソロジスト】 急成長の西洋
式足ツボマッサージ（約１９分） 
【スポーツインストラクター】 給与、待
遇は二の次。そんなことよりこのやり
がい！（約２３分） 

５０４５ 知りたい仕事ライブラリー⑤ 
中学 
高校 

９０ １４ １５ 

【フードコーディネーター】 雑誌やテレビ
で引っ張りダコの、職の裏方集団（約３０
分） 
【パン職人】 体力、孤独、早起き、研究
心、そしてパンへの情熱（約３０分） 
【料理人】 遊ぶ時間ゼロの見習い期間
を乗り越えられるかが勝負（約３０分） 

５０４６ 知りたい仕事ライブラリー⑥ 
中学 
高校 

６６ １４ １５ 

【CG クリエイター】 「やる気」だけが
未来を左右する最先端の仕事（約３
３分） 
【Webデザイナー】 これからは「質」を
問われる時代の申し子（約３０分） 

５０４７ 知りたい仕事ライブラリー⑦ 
中学 
高校 

９０ １４ １５ 

【一級建築士】 昼、現場を飛び回り、
夜、黙々と製図に向かう日々（約３０
分） 
【測量士】 国家資格で安定性抜群の
アウトドアな毎日（約３０分） 
【鳶職】 度胸と技術で足場を渡る建
設現場の花形（約３０分） 

５０４８ 知りたい仕事ライブラリー⑧ 
中学 
高校 

８５ １４ １５ 

【コンシェルジェ/ウェイター】 ホテルの
人気を左右するサービス担当（約２５
分） 
【フロント/施設管理】 ホテルを支える
表舞台と影の立役者（約２４・２２分） 

５０４９ 知りたい仕事ライブラリー⑨ 
中学 
高校 

６６ １４ １５ 

【フラワーコーディネーター】 花のた
めに生きる（約３３分） 
【ブライダルコーディネーター】 その
日、ひとりの女性を完璧な「華」にする
（約３３分） 

５０５０ 知りたい仕事ライブラリー⑩ 
中学 
高校 

９０ １４ １５ 

【エディター】 １日座りっぱなしで映像
に漬かる毎日（約３０分） 
【ミキサー】 適正は耳の良さより、マ
メな人柄（約３０分） 
【フォトグラファー】 体力勝負の芸術
派（約３０分） 

５０５１ 
アフガニスタン難民 
平和を知らない子どもたち 

小学 
～ 
一般 

１８ １４ １５ 

米同時多発テロをきっかけに、２００１
年１０月、米英軍がアフガニスタンを
攻撃。戦火に包まれるアフガニスタン
の様子とともに、アフガニスタン難民
の存在がにわかになりクローズアップ
されました。パキスタン国内のアフガ
ニスタン難民キャンプで１９９９年から
２００２年にかけてそこに生活する難
民の子どもたちを取材しました。 
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福祉・人権・道徳 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

５０５２ 薬物乱用 ・親として 
中学 
高校 

２６ １５ １５ 

好奇心と遊び心から薬物に手を染
め、常用するようになった中学生のド
ラマを通して、少年を育てた家庭のあ
り方を問うとともに、薬物の恐ろしさと
遵法の精神を訴えます。 

５０５３ 
悠々人生、今からの一歩 
心豊かなセカンドライフ 

一般 ２５ １４ １５ 

近い将来定年退職を控えた５０歳代
半ば以降の方々を対象とし、退職後
につながる「生きがいづくり」を中心と
した心構えをテーマにした作品です。 

５０５４ 
家庭の中の３R 
Re-Styleで創る循環型社会 

小学 
～ 
一般 

１６ １４ １５ 

家庭で出来るリデュース、リユース、リ
サイクルの３R の実践例を紹介し、リ
スタイルがどのようなスタイルなの分
かりやすく描かれています。 

５０２５ 病気の予防 食中毒 小学 １２ １２ １３ 

食中毒のメカニズムについて小学生
にも分かりやすく解説するとともに、身
近なことから予防対策がとれるよう小
学生の視点からわかりやすく解説しま
す。 

５０２６ 
病気の予防  

インフルエンザ    
小学 １２ １２ １３ 

インフルエンザのメカニズムを分かり
やすく解説し、そして顕微鏡映像など
を交えながら、小学生の視点からわか
りやすく解説します。 

５０３０ 
いいこと考えた 

（たのしいぞうけいあそび） 
小学 ２１ １３ １３ 

１・２年生の造形遊びをテーマにして
います。１・２年生の造形遊びは中学
生や高学年の造形遊びの基礎であ
り、１・２年生の絵や立体に表すなど
の元になる内容です。 

５０３１ ありがとう 小学 ２０ １２ １３ 

学校生活を気持ちよく過ごすためには
友だちの立場に立って考え、思いやりと
真心をもって接することの大切さを学び
ます。 

５０３２ おはようの一言で 小学 １８ １２ １３ 
気持ちの良いあいさつが友だちの心
を開いていく、人を思いやる心、挨拶
のもつ意味を考えます。 

５０２４ 
何 だろう自分らしい生き方って 
男女平等を考える 

中学 １７ １２ １３ 

この作品は男女の役割の逆転を導入
するなど、男女平等という問題を、自
分自身の問題として具体的に考える
ことができるように描かれています。 

５０１０ 心のおくりもの 小学 ２１ １０ １１ 

正しい行いを決意し、実行に移した少
年のかけ渡す素晴らしい友情、そして
奉仕の心、少年を温かく導いた家族
の愛を鮮やかに描いています。 

５０１３ 
しあわせをみつけよう 

よろこびを感じるとき 
小学 ２０ １１ １１ 

手助けを必要とする高齢者や障害の
ある人の存在に気付かせ、彼らの立
場から、何が大変でどうして欲しいと
感じているのか、それに対して自分た
ちには何が出来るのか。作品を通じ
て、自主的に考え気付かせます。 
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福祉・人権・道徳 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

５０１５ 体験から学ぶ心のふれあい 中学 １９ １１ １１ 

他人に何かをしてあげる構えではな
く、ただ手を伸べたいとの思いで自然
にやっていること、さらに活動を通して
自分自身が得ているものの大切さ、
尊さを知る喜びを伝えます。 

５０１６ 誕生日プレゼント 小学 ２１ １１ １１ 

高価な誕生日プレゼントを当てにして
いた少年の意に反し、１冊の本が贈ら
れる。このことが少年に、本当に大事
なことを考えさせるきっかけになる作
品です。 

５００４ いのち 小学 ２０ １０ １０ 

事故によって親友を失った少女の悲し
みを通じて「いのち」の尊さ、「生きるこ
と」の重みを訴え、人は自らが社会を構
成する一員であり多くの繋がりによって
存在していることを訴えます。 

５００５ いじめを克服する 中学 １５ ９ １０ 

いじめを様々なやり方で克服した子供
たちが登場して、いじめ告発までの葛
藤やいじめ克服への具体的な方策に
ついて実例をもとに描かれています。 

５０１９ ぼくのピーコ 小学 ２０ １０ １０ 

現在の子供たちにとって、成育過程で
の心の教育問題が指摘されていま
す。この作品では、小さな「いのち」と
のふれあいから「やさしさ」や「いたわ
りの心」に目覚める一人の少年の姿
を通して「生命」について考えます。 

５００７ お母さんの仕事 小学 ２０ ９ ９ 

働くことの意味をきちんと捉え、職業
に対する偏見や差別をなくすために、
働くことの尊さや意味について描かれ
ています。 

５０１２ 少年犯罪を考える 
小学 
中学 

２０ ９ ９ 
非行の実態を数多く描き、生徒自ら気
づかせ、考え、判断していく場を与える
ための教材として描かれています。 

５００２ 
いじめを考える 

被害者の心の叫び 
中学 １６ ８ ８ 

多くの痛ましい体験をもとに、被害者
の苦しみと心に刻まれた傷の重さを
伝え、いじめがいかに非人間的な行
為であるかを描いています。 

５００３ 
いじめを考える 

加害者の心の弱さ  
中学 １４ ８ ８ 

多くの実体験をもとに、なぜいじめに
走るのか、加害者の心の歪みや弱
さ、卑劣な行動を黙認することは、加
担していることなのだということが描
かれています。 

５０１４ タバコの煙は死の煙 
小学 
中学 

２１ ７ ８ 
たばこの健康への悪影響について、
科学的にわかりやすく解説し、特に未
成年者に喫煙防止を訴えます。 

５０１８ ひとりぼっち 小学 ２１ ８ ８ 
温かい心、親切、思いやり、信頼、助
け合いなど、人に対する思いやりの
心、友情の大切さを考えます。 
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福祉・人権・道徳 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

５０２３ 
勇気ある選択 

許すないじめ  
小学 ２５ ７ ７ 

いじめを知りながら見ない振りをする
多くの傍聴者たちの存在が、いじめ問
題の解決を遅らせている。傍聴者たち
も結果的には、いじめの間接的加担
者である。この作品は偶然いじめの現
場を目撃した生徒の悩みを通して、い
じめ根絶のための糸口をみんなで考
えます。 

５００６ お母さんのせいきゅう書 小学 ２０ ７ ７ 

たけしが書いたお母さんへの請求書
は留守番をしたり、買い物に行ったり
したお手伝いの請求書だ。それを見
た母親は、今度はたけしに請求書を
渡す。金額は０円。初めはその意味
が分からなかったが、母と子のやりと
りを通して父母の敬愛の念を深め、家
族の一員として家庭生活に積極的に
かかわる大切さを訴えます。 

５０６２ 
痴呆（認知症）は 

予防できる 
一般 ２２ １６  

現在、痴呆は早期発見と早期治療に
よって進行を遅らせ、改善させること
が可能になっています。また、アルツ
ハイマー型痴呆を治療する経口ワク
チンが開発されています。痴呆になら
ないために早めの予防と対策を紹介
します。 

５０１１ 障害を持った人とのふれあい 小学 ２０ ７ ７ 

お年寄りや障害を持った人との交流
を重ねる小学生の姿を描き、社会に
は様々な人々が生活していることに
気づかせると共に、日常生活の場で
より積極的に人や社会とかかわる体
験を持つことの大切さを示します。 

５００１ 生きている今を 中学 ２１ １ ２ 

中学生を対象に生命のもつ尊さを、で
きる限り科学的裏づけをもった形で描
き、それを詩情豊かな映像とドラマで
描かれています。 

５００９ 黒潮の流れる島で 中学 ２１ ２ ２ 

親友だと思っていた友に裏切られ、落
ち込んでいた少年が、父の故郷を訪
れ、三宅島の大自然に感化され、強く
たくましく生きる勇気を吹き込まれて
いく姿が描かれています。 

５０２１ 
豊かな心をもち、たくましく生き
る生徒を育てる・学校教育全体
で取り組む道徳教育 

中学
教師 

３０ ３ ０ 
道徳教育の全体計画の意義、道徳の
時間の年間指導計画、学級における
指導計画などが描かれています。 

５０２２ 
豊かな心をもち、たくましく生き
る生徒を育てる・学校教育全体
で取り組む道徳教育 

小学
教師 

３０ ３ ０ 

道徳教育の必要性と新学習指導要領
（道徳）のポイント、学校教育全体で
取り組む道徳教育、学級における指
導計画などが描かれています。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３１０４ 百目のあずきとぎ 
幼児 

小学 
１５   

昔むかし、電気の明かりもない昔のこ
とです。旅人がひとりで山を越えるの
は、それは心細いものでした。旅人は
提灯の明かりをたよりにおそるおそる
夜道を歩いていると、どこからともな
く、ショキショキ・・・ショキショキとあず
きをとぐような音が聞こえてきました。
ふと下を見ると、そこにはあずきのつ
ぶがちらばっていました。 

１３１０３ 夢ものがたり 
幼児 

小学 
２０ ３ ２１ 

古典落語の名作人情ばなし「芝浜」を
もとに、働くことの尊さ、思いやりの大
切さを、ユーモアをまじえ描きました。
江戸の裏長屋の魚屋の勝五郎。きっ
ぷがよくてお人好しだが、喧嘩っ早く
大酒飲み。ちょっと小銭が入ればみん
な飲んでしまうといった具合で、いつ
も女房のおさよを悩ましているので
す。 

１３０９９ すてきなコンサート 
幼児 

小学 
２３ ６ ２０ 

くまのお父さんはお医者さんです。人気
歌手エリザベッツさんが、幼い頃に川に
落ちておぼれそうになった時、激流に
飛び込んで助けてくれたくまのお医者さ
んをクリスマスコンサートに招待しまし
た。ところが、赤ちゃんが煙草を口に入
れて苦しんでいるという知らせが入り、
急いで診療に向かいます。 

１３１００ 
かんすけさんと 

ふしぎな自転車 

幼児 

小学 
２３ ９ ２０ 

にぎやかだけど、のんびりしていて、幸
せそうなかんすけさんの自転車屋さん
は、だれからも頼りにされ愛されていま
す。自分のことよりまわりの人に優しくし
てあげるかんすけさん。ある日かわい
い男の子がタヌキだと知ります。 

１３１０１ ひまわりのように 

小学
（高学
年） 
～ 
一般 

４２ １９ ２０ 

この作品の主人公・沙也香の家族
は、父・洋平のリストラ、転職、心の病
と困難に直面しながらも、絆を深め困
難を乗り越えていきます。 
小学６年生の川崎沙也香の父・洋平
は、リストラにより転職をせざるえなく
なった。沙也香は転校先の学校で同
じクラスの光本真美と仲良くなるが、
真美の父・孝三は洋平の会社の社長
だった。洋平の立場を気にする沙也
香の母・裕子に沙也香は反発を覚え
るが、真美との境遇の違いを感じ、何
となく距離を感じるようになる。一方、
洋平は仕事を必死にこなそうとする
が、うまくいかず、日に日に落ち込ん
でゆく・・・。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３１０２ 足
た

袋
び

の季節 中学 １９ １１ ２０ 

室蘭の貧しい家に生まれた良夫は、
小学校を卒業すると小樽の伯母の家
に預けられ、郵便局の給仕になる。１
４円の月給のうち１３円５０銭を食費と
して払い、５０銭の小遣いで生活す
る。北海道の寒い冬でも足袋も買え
ず、裸足のまま下駄を履いて通勤す
るのです。 

１３０９５ ねずみくんのチョッキ １ 
幼児 

小学 
１９ １９ １９ 

ボクねずみくん。おかあさんがあんで
くれたあかいチョッキがじまんです。ヨ
ロシクッ！ぼくのなかまは、ゾウさん
にサルくん、キリンさんにライオンく
ん、アシカくんでしょ・・・。みんなボク
よりおおきいけれど、とってもなかよし
なんだ。 

１３０９６ ねずみくんのチョッキ ２ 
幼児 

小学 
１９ １９ １９ 

ボクねずみくん。もうあかいチョッキは
だれにもかさないよ！だってゾウさん
たちは、とってもおおきくって、チョッキ
がのびちゃうんだもん。 

１３０８５～ 

１３０９４ 

アニメ日本昔ばなし  

全１０巻 

幼児 

小学 
２５ ０ １９ 

１ いっすん法師／つるの恩がえし 
（１３０８５） 

２ 金太郎／おむすびころりん 
（１３０８６） 

３ 花さかじいさん／かぐや姫 
（１３０８７） 

４ さるかに合戦／天狗の羽うちわ 
（１３０８８） 

５ かちかち山／やまんばと牛かた 
（１３０８９） 

６ ぶんぶく茶がま／はちかづき姫 
（１３０９０） 

７ こぶとりじいさん／ものぐさ太郎 
（１３０９１） 

８ うらしま太郎／ねずみの嫁いり 
（１３０９２） 

９ したきりすずめ／ちから太郎 
（１３０９３） 

１０ もも太郎／かさじぞう 
（１３０９４） 

１３０９７ 年神様とお正月 
幼児 

小学 
１０ １０ １９ 

楽しく、夢のあるお話を通して、行事や
祭りの持つ意味を教えます。 
昔々。山ふところに抱かれた小さな村
に、松吉と梅という仲のいい夫婦が住ん
でいました。二人は小さな動物や小鳥た
ちにも優しく接し、それはそれは一生懸
命働いたので、村人たちからも大変評判
の良い夫婦でした。しかしそれにもかか
わらず、二人の暮らしは良くなりません
でした。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０９８ 七五三と子どもたち 
幼児 

小学 
１０ １０ １９ 

楽しく、夢のあるお話を通して、行事や
祭りの持つ意味を教えます。昔々。ある
村の庄屋さんの家に、三人の子どもが
いました。７才になる一番上の娘はお花
といい、器量は良かったのですが思い
やりや優しさに欠けていました。５才に
なる二番目の息子は長吉といって、泣き
虫で体が弱い子でした。三番目は３才に
なる娘でお福といい、わがままでいつも
周りの人を困らせていました。 

１３０８３ 火垂るの墓 
幼児
～ 
一般 

８８  １８ 

昭和２０年の神戸。いつ襲ってくるとも
知れぬ空襲に怯えながら、４歳の節子
と１４歳の清太は、戦地に赴いた父親
の帰りを待つのでした。そんなある
日、空襲によって母を失ってしまいお
ばの家で新しい生活を始めた二人で
すが、働きもせず食料を減らすばか
り、やがて邪魔者扱いされていきま
す。そんな暮らしに別れを告げ、明る
い未来を夢見ながら、幼い兄妹は防
空壕で二人きりの生活を始めるのでし
た。 

１３０８４ パパママバイバイ  
小学 
中学 

７０  １８ 

１９７７年に横浜市で起きた米軍機墜
落事故を題材に、平和と命の大切さ
を描いた早乙女勝元原作の「パパマ
マバイバイ」の劇場用アニメ化。おて
んばで気の強い小学生かおりは、隣
に住むちょっとおとなしい５歳のユー
君、３歳のヤス君兄弟ととても仲良く
していました。ある日かおりが拾って
きた傷ついた鳩を２人の兄弟は一生
懸命世話をします。ところがかおりの
学校が運動会の日のこと、一機の米
軍ファントム機が兄弟の家の方へ向
かって墜落していったのです。 

１３０７４ 手 紙 
小学 
～ 
一般 

１８ １７ １７ 

戦争を生き抜いた祖父と現代を生き
る孫。すれ違っていた二人の心を通
わせたのは、一通の手紙でした。タケ
オは、おじいちゃんのことが苦手でし
た。いつもあまり笑わず、怒ったように
ものを言うので、きっと自分のことを嫌
いなのだと思っていました。ところが、
ある夏の日、そのおじいちゃんが声を
殺して泣いていたのです。その手には
一通の手紙が。手紙は、戦争の時に
おじいちゃんと同じ戦場にいた友達
が、両親に向けて書いたものでした。
おじいちゃんは、友達が書いた手紙
のことを話し始めました。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０７５ 二度と通らない旅人 
中学 
～ 
一般 

１７ １３ １７ 

山の中の一軒家、ある冬の夜のこと
「今晩は、今晩は・・・。」と、戸を叩く音
がしました。外の男は「嵐で道に迷っ
てしまったので泊めてほしい。」と頼み
ます。しかし父親は男の頼みをはね
つけます。すると今度は「せめて水を
一杯ください。」と頼みます。しかし今
度もまた断ると、病の娘が、「水をあ
げて。」と声を掛けます。すると戸の外
の男にその声が聞こえたのか、男
は、薬を与え去ってしまいます。医者
にも見放されていた娘はその薬を飲
み回復に向います。一家は自分たち
の無慈悲な態度を反省し、旅人の来
訪を待ったのですが、旅人は二度と
来ることはありませんでした。 

１３０７６ 五井先生と太郎 
小学 
～ 
一般 

１５ １７ １７ 

太郎の担任五井先生は、クラスの中
でもなぜか太郎だけを「太郎、太郎」と
呼び捨てにしていた。「なんで僕だけ
呼び捨てなんだ！」面白くない気持ち
でいた太郎は、先生の呼びかけに耳
をふさぐ。冬休みが明けると、クラス
のみんなは、丈夫そうだった五井先生
が突然入院してしまったことを知る。
五井先生に呼ばれた太郎が病院へ
行くと、五井先生は太郎を呼び捨てに
していた本当の理由を話し出しまし
た。 

１３０７７ じごくのそうべえ 
幼児 
小学 

１６ １６ １７ 

綱渡りの最中に、うっかり落ちて死ん
でしまった軽業師のそうべえ。あの世
への道の途中、山伏のふっかい、歯
抜き師のしかい、医者のちくあんと出
会い、みんなで一緒に三途の川を渡る
ことに。いよいよ閻魔大王の裁きを受
ける４人だが、あいにく今日は死んだ
人間の数が多い。面倒になった大王
は、４人をまとめて地獄へおくり、残り
はみんな極楽へ通す。地獄の責め苦
が次々と４人を襲う。ところが曲者揃い
のそうべえたち、あの手この手でピン
チを切り抜け、苦しむどころか地獄の
鬼を笑い飛ばしていく始末。はたして
そうべえたちの運命はいかに？ 

１３０７８ おばけ長屋 
幼児 
小学 

２０ １５ １７ 

大家から空き部屋を物置代わりに使
うことを禁じられた長屋の面々。大家
の鼻をあかすため、「その空き部屋
は、おばけが出る」という話をでっちあ
げて、借り手が来たら次々に追い返
そうとします。初めはうまくいっていま
したが、なんと、おばけ話をちっとも怖
がらない男がやってきて・・・。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０７９ ひびけ！和だいこ 小学 ２２ １７ １７ 

学習発表会にむけた公民館での和だ
いこの練習で、上達が遅い啓吾はチ
ーム練習からはずされる。そんな中、
子どもたちは、地域住民から「太鼓の
音がうるさい」と一方的に練習の中止
を言い渡される。しかし、担任の先生
から、子どもにも意見表明権があるこ
とを教えられた子どもたちは、勇気を
もって地域の大人たちと話し合うこと
にするが・・・。 

１３０８０ 心のキャッチボール 
小学 
～ 
一般 

２２ １７ １７ 

若井千夏は中学校の野球部員。大好
きな野球を続けたいが夏の大会で大
敗し、部員が二人だけになり廃部の危
機を迎えてしまう。監督もあきらめ顔
の中、知恵を絞って部員獲得に乗り出
す千夏の熱意で何とか頭数は揃うが
ピッチャーがいない。小学生の時に剛
速球投手だった文也を誘うが、試合中
に問題を起こして以来野球に背を向け
てしまう文也からは相手にされない。
しかしみんなの気持ちは次第に心を
開き再び野球を始める決心をしたが試
合時間になっても現れない。文也はど
うした、このまま試合は終わってしまう
のか。 

１３０８１ ごめんね、ミーちゃん 
幼児 
～ 
一般 

１２ １７ １７ 

「いのちの大切さ」そして「相手を思い
やる気持ち」。そんな当たり前のこと
が、子どもたちの心から失われつつあ
ります。この作品は、幼児・小学校低
学年向けの分かりやすく心あたたまる
ストーリーの中で、どんな生きものに
も尊いいのちがあること、それを大切
にしなければならないのだということ
を、やさしく、そして力強く、訴えかけ
ます。 

１３０８２ きずだらけのりんご 
幼児 
小学 

２３  １７ 

人間に化けた、いたずらタヌキのゲン
タ。彼を人間だと信じて、友達になっ
た女の子。女の子と会うのが楽しく
て、人間に化け嘘をつき続けるゲンタ
の心が描かれています。 

１３０７３ 神様がくれたクリスマスツリー  
幼児 
小学 

１２ ６３ １６ 
クリスマスにまつわる物語から、真心
の美しさを知ることのできる心温まる
お話です。 

１３０６０ 

赤毛のアン 

（世界名作劇場） 
バリアフリー版有 

幼児 
小学 

９０ １５ １５ 

おしゃべりで空想の世界に心をはばた
かせる少女、アン・シャーリー。ある
日、カナダの東部プリンスエドワード島
に暮らす老兄妹マシュウとマリラの元
にやってきます。農作業の手伝いがで
きる男の子が欲しかった２人は、この
そばかすだらけの赤毛の女の子にと
まどいを見せますが、アンを引き取る
決心をします。期待に胸をふくらませ、
アンのグリーンゲイブルズでの生活が
始まりました。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０６１ 

フランダースの犬 

（世界名作劇場） 
バリアフリー版有 

幼児 
小学 

９０ １５ １５ 

ベルギーのアントワープ近くの小さな
村。心やさしい少年ネロは、画家になる
ことを夢見ながら、おじいさんと愛犬パ
トラッシュ、そして幼なじみのアロアや
友だちに囲まれ、貧しいながらも幸せな
日々を送っていました。 

１３０６２ 

あらいぐまラスカル 

（世界名作劇場） 
バリアフリー版有 

幼児 
小学 

９０ １５ １５ 

動物好きの少年スターリングは、森で
母親を亡くしたあらいぐまの赤ちゃん
を見つけます。スターリングはこのあ
らいぐまに「ラスカル」と名付けて大切
に育てることにしました。ある日、とう
もろこしの味を覚えたラスカルは、村
の畑を荒らしてスターリングを困らせ
ることに・・・。やがてスターリングにと
って大きな決断の時がやってきまし
た。 

１３０６３ 

トム・ソーヤの冒険 

（世界名作劇場） 
バリアフリー版有 

幼児 
小学 

９０ １５ １５ 

アメリカ開拓時代。ミシシッピー川沿
いの小さな村で、大自然をかけ回るト
ム・ソーヤ。トムは、みんなの人気者。
今日も親友のハックと大冒険の計画
を立てて、大人たちを驚かせます。あ
る夜、化け物屋敷を探検しようとしたト
ムとハックは、恐ろしい出来事を目撃
してしまうのでした。 

１３０６４ 

南の虹のルーシー 

（世界名作劇場） 
バリアフリー版有 

幼児 
小学 

９０ １５ １５ 

ポップル一家は、農場を持つ夢をかな
えるため、イギリスから開拓が始まっ
て間もない南オーストラリアへやって
きました。家は小屋というほどの小さ
な規模ですが、ケイトとルーシーにと
って、珍しい生き物のいるこの場所
は、毎日が楽しいことばかり。しかし、
土地はなかなか手に入らず、３年の
月日が流れ、一家の夢はまだ叶わず
にいました。 

１３０６５ 

母をたずねて三千里 

（世界名作劇場） 
バリアフリー版有 

幼児 
小学 

９０ １５ １５ 

アルゼンチンに出かせぎに行ったま
ま、連絡のとだえたお母さんをたずねよ
うと、少年はたったひとりでイタリアのジ
ェノバを旅立ちます。わずかな手がかり
を頼りにお母さんを探し続けるマルコ。
はたしてマルコはお母さんに会うことが
できるのでしょうか。 

１３０６６ 

私のあしながおじさん 

（世界名作劇場） 
バリアフリー有 

幼児 
小学 

９０ １５ １５ 

ある紳士の援助により、ハイスクール
に進学するジュディ。ジュディはその
紳士を親しみ込めて「あしながおじさ
ん」と呼ぶのでした。 

１３０６７ 生きてます１５歳 
小学 
～ 
一般 

２２ １５ １５ 

我が子の自立を想い、厳しく育てる
母。そんな母に反発しながらも美由紀
は明るくたくましく成長していく。僅か５
００グラムで生まれ、未熟児網膜症の
ために失明してしまった井上美由紀さ
んとお母さんの心の交流と成長を描い
た著書作品です。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０６８ みんなで跳んだ 
小学 
～ 
一般 

２８ １５ １５ 

運動会でのクラス対抗大縄跳び。２年
１組では優勝を目指し練習を始める
が、軽い障害のある矢部ちゃんが引
っかかってしまい。うまく飛ぶことがで
きない。勝つために矢部ちゃんを抜い
て跳ぶことを選ぶのか、それともクラ
スの和を一番に全員で跳ぶことを選
ぶのか。クラスのみんなは葛藤し、話
し合い、ひとつの選択をした。そして、
みんなは何かを跳び越えた。実話を
アニメ化したものです。 

１３０７０ １ばんワル 小学 １３ １４ １５ 

１ねん１くみの元気でいたずらなくろさ
わくんと、それに振り回されながらも
友情を育てていく感動で心に残る物
語です。 

１３０７１ 字のないはがき 
小学 
～ 
一般 

１７ １５ １５ 

終戦の年の３月、東京大空襲で家族
は命からがらの目にあった。父は一
家全滅するよりはと、幼い妹を学童疎
開に出す決心をする。出発が決まっ
た妹に父は「元気な日は、これにマル
を書いて、毎日一枚ずつポストに入れ
なさい。」とおびただしい葉書を渡し
た。一週間ほどで、１枚目の葉書が届
いた。赤鉛筆で大きく書かれたマルに
安心する家族だったが、次の日から
マルは急に小さくなり、やがてバツに
変わった。そしてついにバツの葉書も
届かなくなってしまった・・・。 

１３０４２ 長くつ下のピッピ 
幼児 
小学 

７６  １４ 

嵐の中、海賊の父は船から投げ出さ
れ行方不明になり、ピッピは船を降り
おんぼろ洋館に一人で暮らすことにな
りました。ところが、ピッピの金貨を狙
った泥棒や、おせっかいなプリップ夫
人など大騒動が次々に巻き起こりま
す。 

１３０４３ だるまちゃんとだいこくちゃん 
幼児 
小学 

１８ １４ １４ 

もうすぐ春。そんなある日、だるまちゃ
んとだるまこちゃんはうさぎちゃん達と
遊んでいました。すると、聞きなれな
い声が・・・。声のするほうに行ってみ
ると、そこにはふしぎな親子がいまし
た。 

１３０４５ 海のコウモリ 一般 ２８ ７ １４ 

物語は１９５０年（昭和２５年）の夏、瀬
戸内海の島を舞台に展開します。人間
にかみつく「ハナクイ」ではないかとう
わさされる口の不自由な男ヒデヤス、
仲間からのけ者にされることを恐れて
大きな過ちを犯す主人公アキラの心
の起伏と成長の姿を通して、人々の心
の中に潜む偏見や差別意識について
具体的に考え、みんなが分け隔てなく
一人の人間として認め合うことの大切
さを訴えます。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０４６ 
猫の事務所 

バリアフリー有 

小学 
～ 
一般 

２２ ８ １４ 

猫の歴史と地理を調べる猫の第六事
務所で働くかま猫は、三匹の先輩猫に
冷たくされ悲しい思いをしていた。友達
の山猫が先輩たちを怒鳴った時、かま
猫は、獅子に変身し、壁をこわし山へ
消えてしまいました。 

１３０４７ おばけ煙突のうた 小学 ４４ ５ １４ 

東京下町で「おばけ煙突」と呼ばれた
発電所の巨大煙突。昭和１９年夏、小
６の頑太は同級生の勝平にその煙突
にロープを張って空中を渡るという夢
を話す。しかし、戦争が激しさを増し、
子供たちも疎開する。翌年３月に戻っ
て来た彼らを温かく迎える「おばけ煙
突」。３月１０日、東京の空をＢ２９
が・・・。 

１３０４８ おしん（サンリオ） 小学 １２０ ５９ １４ 

貧しい農家に生まれたおしんは、口べ
らしのため、数え年７歳で奉公にでる。
奉公先で辛い目にあっても耐え続ける
が、盗人の濡れ衣を着せられ、祖母の
くれた大切な五十銭銀貨を取り上げら
れると、たまらず店を逃げ出してしまう。
悲しみをこらえ、おしんの新たな奉公が
始まるのです。「おしん」の少女時代が
描かれています。 

１３０４９ 
親子ねずみの不思議な旅 

（サンリオ） 
小学 ８５ ５３ １４ 

ネジ巻きでしか動けないおもちゃの親
子ねずみが、暖かい家族を求めて放
浪の旅に出ます。はじめて知る外の
世界では、優しさや親切に触れること
もあれば、命にかかわる危険にさらさ
れることもありました。そうした冒険の
末に、２人は象のお母さんとアザラシ
のお姉さんという素晴らしい家族を得
ることが出来たのです。 

１３０５０ 
キタキツネ物語 

（サンリオ） 
小学 １１７ ５３ １４ 

流氷の彼方からやってきた一匹の雄
ギツネ・フレップ。彼は美しい雌ギツ
ネ・レイラと愛し合い、春の始めには５
匹の子供が生まれました。しかし短い
夏が終わり、北の地に秋が訪れる
頃、「子別れ」の儀式が始まります。親
ギツネの計り知れない愛情の中で育
った子ギツネたちが、力の限りを尽く
して生きていきます。 

１３０５１ 
くるみ割り人形 

（サンリオ） 

幼児 
小学 

９４ ３ １４ 

「みにくい人形」けれどクララにとっては
いのちだった。人を信じてゆく優しい心
とおもいやり、そして愛とは一体何かと
言うことを問いかける美しい人形アニメ
ーションです。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０５２ 
シリウスの伝説 

（サンリオ） 
小学 １０８  １４ 

水の王子シリウスはタブーの水域リリ
カの岬で火の女神の娘マルタと恋に
落ちます。しかし、火と水は敵同士、
絶対に許されない恋でした。制作３
年、８万枚の動画を全てハンドトレス
手法のフルアニメーションです。 

１３０５３ 
ちいさなジャンボ 

（サンリオ） 

幼児 
小学 

２８  １４ 

ちいさい平和な“紅バラ島”でいろいろ
な曲芸をしてみせる子象のジャンボと
少年バルー。そんなある日、両隣の
大きな島が戦争を始めました。襲いか
かる戦雲の下、ジャンボとバルーがつ
づる愛と感動の物語です。 

１３０５４ 
チリンの鈴 

（サンリオ） 

幼児 
小学 

４６  １４ 

オオカミにやさしい母をころされたた
子ひつじのチリンは、オオカミにまけ
ない強いひつじになるため、母のかた
き、オオカミのウォーのもとできびしい
しゅぎょうを始めます。強いとは、そし
て、本当の幸せとはなんなのでしょう
か・・・。 

１３０５５ 
星のオルフェウス 

（サンリオ） 
小学 ８０  １４ 

神は愛し合う恋人たちを空にはなち、
星にした～妖精たちが森を飛び交
い、太陽の神アポロンが炎の馬車で
空を駆ける。うしなった愛する人を追
ったオルフェウスは地獄の底へ・・・。
ギリシャ神話の愛とロマンを華麗なる
感動で綴ったアニメーションです。 

１３０５６ 
ユニコ ～黒い雲と白い羽 

（短編）（サンリオ） 

幼児 
小学 

２６  １４ 

太陽の光さえ射さない「公害の町」。
突然大きなフクロウに襲いかかられ
排水溝に逃げ込むユニコ。そこには
ネズミの親子が暮らしていました。お
父さんネズミと親しくなったユニコは、
チコという少女を紹介されます。この
町に住むうち、チコは病気にかかって
しまい、ベッドで寝たきりの生活をして
いました。この町に青い空が戻らない
限り、チコの病気はもっと悪くなってゆ
く。それを知ったユニコは・・・。 

１３０５７ 
ユニコ① 

（サンリオ） 

幼児 
小学 

９０  １４ 

人びとをやさしく、明るくしてしまう不
思議な力の白い角を持つユニコ。人
びとが神々の代わりにユニコを大事
にしたので、神々はユニコをねたみ、
忘却の丘の果てに追放してしまいま
す。西風の精によって見知らぬ土地
に運ばれたユニコは、悪魔くんや、猫
のチャオといった仲間と出会います。
ユニコは「人間になりたい」というチャ
オの願いを、角の力でかなえてあげ
ます。かわいい女の子に変身したチャ
オは、ゴースト男爵に気に入られ、お
城へ連れて行かれます。ところが、男
爵の正体は人間ではなかったので
す。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０５８ 
ユニコ② ～魔法の島へ～ 

（サンリオ） 

幼児 
小学 

９１  １４ 

西風に運ばれ、見知らぬ島にやってき
たユニコ。いじわるな山猫に追われた
ところを助けてくれた、チェリーという女
の子と友だちになります。そんな時、チ
ェリーの家を飛び出したままだった兄
のトルビーが、三年ぶりに帰ってきま
す。ところが、トルビーは恐ろしい魔法
使いククルックルの弟子になっていた
のです。人間を恨んでいるククルックル
は、村中の人たちを魔法で「生き人形」
に変え、島へ連れ去ってしまいます。
ユニコとチェリーは、みんなを元の姿に
戻そうと魔法の島へ向かいます。 

１３０５９ 
妖精 フローレンス 

（サンリオ） 
小学 ９２  １４ 

小さな花の中にある限りなく美しい宇
宙で、恋の物語が始まった・・・花の好
きな音楽学院の生徒マイケルは、あ
る日、花の妖精フローレンスと出会
い、花の妖精の国へ旅立ちます。美し
さと不気味さ、音楽と危険が入り乱れ
る花の国でいつしか２人は恋に落ちる
のですが・・・・。 

１３０７２ 
ねずみくんのチョッキ 

(英語版） 

幼児 
小学 

１９  １４ 

第１話 ねずみくんのチョッキ 第２話 
りんごがたべたいねずみくん 第３話 
コップをわったねずみくん ボクねず
みくん、おかあさんがあんでくれたチョ
ッキがじまんです。ヨロシクッ！ボクの
なかまは、ゾウさんにサルくん、キリン
さんにライオンくん、アシカくんでし
ょ・・・。みんなボクよりおおきいけれ
ど、とってもなかよしなのだ。それか
ら、ガールフレンドのねみちゃんは―
とみんながあつまれば、もうおおさわ
ぎ！たのしいことばかりさ。 

１３０３２ はだしのゲン① 
小学 
中学 

８６ ５８ １３ 

原爆が投下された広島市を背景に、
ゲンがさまざまな困難や苦しみにめ
げず生きぬいてゆく様を、ときには笑
い、ときには熱い涙をまじえて感動的
に描かれています。 

１３０３３ はだしのゲン② 
小学 
中学 

８０ ５８ １３ 

原爆が投下された広島市を背景に、
ゲンがさまざまな困難や苦しみにめ
げず生きぬいてゆく様を、ときには笑
い、ときには熱い涙をまじえて感動的
に描かれています。 

１３０３４ 美女と野獣 小学 ２４ ８ １３ 

森の奥にすむ野獣の正体は呪いをか
けられた王子でした。呪いを解くに
は、結婚してくれる人をみつけなけれ
ばならないのです。 

１３０３５ ヘンゼルとグレーテル 小学 ２４ ８ １３ 

ヘンゼルとグレーテルは森の中で、お
菓子でできた家をみつけました。けれ
どもそこは恐ろしい魔女の家だったの
です。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０３６ 白雪姫 小学 ２４ ８ １３ 
雪のように美しく、やさしい心を持った
白雪姫や森の妖精や王子様が登場
する素敵なファンタジーです。 

１３０３７ 眠れる森の美女 小学 ２４ ８ １３ 
妖精に呪いをかけられて深い深い眠
りにおちたお姫様のそれから百年後、
ある国の王子様があらわれて・・・。 

１３０３８ アリババと４０人の盗賊 小学 ２４ ８ １３ 
盗賊の隠した宝物をみつけたアリババ
が、盗賊たちを相手に知恵と勇気で大
活躍。 

１３０３９ 三銃士 小学 ２４ ８ １３ 
夢と冒険と恋をもとめてパリにやって
きたダルタニアンは３人のすばらしい
仲間と出会いました。 

１３０４０ 人魚姫 小学 ２４ ８ １３ 
地上に住む王子様に恋をしてしまった
人魚のお姫様。人間になって王子様
のもとへ行こうとするのですが。 

１３０４１ ハイジ 小学 ２４ ８ １３ 
美しいアルプスに暮らすハイジは、と
ても心のやさしい、かわいい女の子。
ハイジの心あたたまる物語です。 

１３００４ 赤ずきんちゃん 
幼児 
小学 

２４ ８ １２ 

おばあちゃんの家にお使いに行くことに
なった赤ずきんちゃん。オオカミのいる
森を通って無事にたどりつけるのでしょ
うか。 

１３００６ おおかみと７匹の子やぎ 
幼児 
小学 

２４ ８ １２ 

お母さんやぎの留守中にやってきた、
ずるがしこくて恐いオオカミ。７匹の子
やぎは力を合わせておおかみをやっつ
けます。 

１３００７ おやゆび姫 
幼児 
小学 

２４ ８ １２ 

チューリップの中から生まれた小さな
女の子。子どものなかった夫婦はおや
ゆび姫と名付けて大切に育てていまし
たが、ある日…。 

１３００９ 金のがちょう 
幼児 
小学 

２４ ８ １２ 

森のなかで小人のおじいさんに食べ
物を分けてあげたやさしい青年。おじ
いさんはお礼に金のガチョウをくれま
した。 

１３０１８ 
忍たま乱太郎のがんばるしか
ないさ ・ よいとおもうことをお
こなう 

幼児 
小学 

１０ １１ １２ 

野外学習で公園にでかけた忍たま３
人組が、困っている人を助け、行列で
のマナー、ゴミ捨てのルールなどを体
験しながら学んでいきます。 

１３０２４ 不思議の国のアリス 
幼児 
小学 

２４ ８ １２ 
しゃべるウサギ、トランプの女王様。こ
の不思議な国からアリスは帰って来
ることができるのでしょうか。 

１３００５ オズの魔法使い 
幼児 
小学 

２４ ７ １２ 
よわむしライオン、麦わらのカカシ、ブ
リキの人形と一緒に、小さな女の子ド
ロシーが魔法の世界を冒険します。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０１０ 三匹の子ぶた 
幼児 
小学 

２４ ７ １１ 
三匹の子ぶたのなかよし兄弟がそれ
ぞれちがった家をたてました。そこへ
恐ろしいオオカミがやってきて…。 

１３０１３ しらんぷり 小学 ２１ １１ １１ 

いじめと対峙した少年の心の葛藤のド
ラマをリアルに描かれています。。特
に、少年の心の叫びが爆発するラスト
シーンは胸を打ちます。親子で、クラス
で観てください。話し合ってください。 

１３０２０ はとよひろしまの空を 
小学 
中学 

２１ １１ １１ 

焼け野原となった町を必死で生き抜こ
うとした鳩の姿を通して、あらためて、
命とは、平和とは何かと問いかけま
す。 

１３０２６ ポウさんと秋風 
幼児 
小学 

８ １０ １１ 
元気な男の子ポウさんを中心とした、
モグラ家族のやさしさと、勇気と楽しさ
で綴られた、秋の物語です。 

１３０２７ ポウさんの雪だるま 
幼児 
小学 

８ １０ １１ 
元気な男の子ポウさんを中心とした、
モグラ家族のやさしさと、勇気と楽しさ
で綴られた、冬の物語です。 

１３０２８ マッチ売りの少女 小学 ２４ ７ １１ 
寒い街角に立つマッチ売りの少女、道
ゆく人にマッチを売っています。アンデ
ルセンの童話アニメです。 

１３００２ アラジンと魔法のランプ 
幼児 
小学 

２４ ８ １０ 

岩穴の宝物を見たため、魔法使いに
穴の中に閉じ込められてしまったアラ
ジン、しかし魔法のランプから大男が
現われて何でも願いをかなえてくれる
のです。 

１３００３ 赤毛のアン 
小学 
中学 

４２ ３ １０ 

世界中の子どもに愛読されている赤
毛のアン。みなし子でもすこしもいじけ
ず夢を追い、ひとりの少女が成長して
いく過程を描かれています。 

１３００８ ガリバー旅行記 
幼児 
小学 

２４ ８ １０ 
船が遭難して見知らぬ国に流れ着い
たガリバーは目覚めてびっくり、そこ
は小人の国だったのです。 

１３０１２ シンドバッドの冒険 
幼児 
小学 

２４ ８ １０ 
燃える勇気とあふれる力を持った船
乗りのシンドバッド。夢と冒険をもとめ
て未知の世界へ旅立ちます。 

１３０１４ セロひきのゴーシュ 
幼児 
小学 

２０ １０ １０ 

人々にばかにされながらも努力しつ
づけるゴーシュの姿によって、なにご
とをするにも熱心に続けることの大切
さを訴えます。 

１３０１９ はだかの王様 
幼児 
小学 

２４ ８ １０ 

おしゃれ好きな王様は新しい服を着て
いい気分、けれどもまわりの人々に
は、どこから見ても裸にしか見えない
のです。 

１３０２１ ピノキオ 
幼児 
小学 

２４ ８ １０ 

子どものいないおじいさんが心を込め
て作った木の人形、神様に願いがと
どき、人形は元気な男の子になりまし
た。 
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アニメ （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１３０２２ ブレーメンの音楽隊 
幼児 
小学 

２４ ８ １０ 

犬、猫、ロバ、にわとりの動物たちの
音楽隊が美しい音楽を奏でながらブ
レーメンをめざす、ゆかいな物語で
す。 

１３０２３ プーさんとはちみつ 
幼児 
小学 

３０  １０ 

ハチミツの大好きなプーさんは蜜蜂の
後をつけて巣のある木を見つけました
が、蜜蜂の大群にひどい目に遭いま
した。食事に招待されたプーさんは、
うさぎのハチミツをお腹いっぱい食べ
て穴から出られなくなり、さあ大変。 

１３０３０ ゆうかんな十人のきょうだい 
幼児 
小学 

２０ １０ １０ 

１０人の兄弟はそれぞれ不思議な特
徴を持っていました。この１０人が力を
合わせ、わがままな王様を懲らしめ村
の平和を守る痛快な話です。 

１３０３１ ロビンフット 
幼児 
小学 

２４ ８ １０ 

森の住人ロビンフッドは勇気あふれる
正義の味方です。困っている人々を
助けるために、弓矢を手に大活躍しま
す。 

１３０１１ シンデレラ 
幼児 
小学 

２４ ８ ９ 
世界の童話より、シンデレラのアニメ
ーション映画です。 

１３０１５ 長靴をはいた猫 
幼児 
小学 

２４ ８ ９ 
世界の童話より、長靴をはいた猫の
アニメーション映画です。 

１３０２５ 
僕はあの日を忘れない 
１月１７日阪神淡路大震災に  
学ぶ 

幼児
～ 
中学 

２４ ７ ９ 

阪神・淡路大震災を教訓に地震の恐
さを身近にします。そして、備えの必
要性と大切さを導き地震防災への関
心と習慣が育つようにアニメで描かれ
ています。 

１３０２９ 名犬物語 
幼児 
小学 

２０ ９ ９ 

椋鳩十の動物物語の中から「アルプ
スの猛犬」をアニメ化、山犬太郎と三
吉少年の心のつながりを涙と感動で
描かれています。 

１３００１ 愛華ちゃんの地球の秘密 
小学 
中学 

３７ ８ ８ 

小学６年（１２才）の少女坪田愛華さん
原作、環境マンガ「地球の秘密」のア
ニメ化。環境保護の大切さ、行動、実
践していくための「心」を育みます。 

生 活 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

９０２２ のりものにのろう 小学 １５ ４ ６ 

バスと電車を使って公園にでかけまし
た。先生もいっしょですが、できるだけ
自分たちでやってごらん、といわれる
ので少し不安です。さあ、どんな旅をし
たのか見てみましょう。 

９０１４ 
どうぶつとなかよしシリーズ 
げんきなざりがにさん 

小学 １０ ２ ４ 

ザリガニを教室で飼育しながら、ザリ
ガニの体の様子を観察し、食べ物や
習性などに気づき、ザリガニへの関心
を高めていきます。 
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生 活 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

９０１５ 
どうぶつとなかよしシリーズ 
おはようにわとりさん 

小学 １０ ２ ４ 

学校で飼われているニワトリの世話を
しながら、児童はいろいろなことに気
づいたり、発見したり、驚いたり、疑問
をもったりする。児童のニワトリに対す
る新鮮な感動が描かれています。 

９０１６ 
どうぶつとなかよしシリーズ 
ぴょんぴょんうさぎさん 

小学 １０ ２ ４ 

ウサギにじかにふれた児童の驚き、感
動、そして疑問を中心に、ウサギの体
の特徴や動作習性を観察する。さら
に、動物への親しみと、生命尊重の大
切さを描いています。 

９０１７ 
どうぶつとなかよしシリーズ 
リンリン虫さん 

小学 １０ ３ ４ 

廃品を材料に皆で工夫して作った虫
とり網や、虫かごを持って、バッタを追
いかける。夜、泣き声を頼りにコウロ
ギを捕まえ、ガラス水槽で飼いなが
ら、泣き方、餌の食べ方、体のつくり
などを観察します。 

９０１８ 
みんなのたんけんシリーズ 
おたよりを出そう 

小学 １０ ２ ４ 

春子さんのクラスで、転校した清君から
手紙がきました。その手紙がどのように
はこばれてきたのか郵便局をたずね
て、おじさんたちの努力や工夫を調べ
ます。 

９０１９ 
みんなのたんけんシリーズ 
買い物に行こう 

小学 １０ ３ ４ 

一男君たちのクラスで、みんなはどん
なお店に買い物に行くか、話し合いが
行われています。上手な買い物の仕
方や、スーパーと小売店の違いにつ
いて話し合います。 

９０２０ 
みんなのたんけんシリーズ 
バスにのろう 

小学 １０ ３ ４ 

今日はみんなで小さなバス旅行をしま
した。安全運転への努力はもちろんの
こと、終点での点検や料金精算など運
転手さんには運転以外にいろいろな仕
事があることを知ります。 

９０２１ 
みんなのたんけんシリーズ 
電車にのろう 

小学 １０ ３ ４ 

バスと電車を使って公園にでかけまし
た。先生もいっしょですが、できるだけ
自分たちでやってごらん、といわれる
ので少し不安です。さあ、どんな旅をし
たのか見てみましょう。 

９００６ 
おもちゃを作ろうシリーズ 
野山であそぼう 

小学 １０ ２ ４ 

野山に出かけ、草や木の実を集め
る。草、葉、実を利用して、やじろべ
え、首飾り、どんぐりこまなどのおもち
ゃを作り、野山の楽しさを知ります。 

９００７ 
おもちゃを作ろうシリーズ 
おもちゃを作ろう 

小学 １０ ２ ４ 

磁石を使ったおもちゃ、クリップ電車、
魚つり、筒形人形、おもりを使ったお
もちゃ、ティッシュペーパー空箱利用
のやじろべえ、転がるおもちゃを作り
みんなで遊びます。 

９００８ 
おもちゃを作ろうシリーズ 
風かっちゃん 

小学 １０ ２ ４ 
紙ひこうきや、たこを作って遊び、風で
動くおもちゃであそぶと、見えない風
が見えてきます。 
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生 活 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

９００９ 
おもちゃを作ろうシリーズ 
すてきなおくりもの 

小学 １０ ２ ４ 

何かくらしの役に立つものを作って、と
もだちにプレゼントしようということにな
る。より実用的な形を考え、装飾性を考
えて、えんぴつ立て、貯金箱などを作り
ます。 

９０１０ 
しょくぶつとなかよしシリーズ 
きれいなあさがおさん 

小学 １０ ３ ３ 

あさがおの種をまき、水をやり、芽が
出るのを待ち、大きく育ち花が咲く様
子を観察しながらみんなで育てまし
た。その半年間の様子を紹介してい
ます 

９０１１ 
しょくぶつとなかよしシリーズ 
ぐんぐんのびるひまわりさん 

小学 １０ ３ ３ 
ひまわりの種まきから、大きな花が咲く
まで、さらに種の収穫まで映像で観察
する。 

９０１２ 
しょくぶつとなかよしシリーズ 
かわいいミニトマトさん 

小学 １０ ３ ３ 

その過程においていろいろ人から教
わり、観察しながらみんなで育てま
した。その半年間の様子を紹介して
います 

９０１３ 
しょくぶつとなかよしシリーズ 
大きくなってね、さつまいもさん 

小学 １０ ３ ３ 
どんどん大きく育っていく様子や、や
がてさつまいもを収穫してみんなで食
べ観察します。 

９００１ 
いろいろなあそびシリーズ 
春とあそぼう 

小学 １０ ３ ３ 
ひなまつりなど春の行事を通して、ま
た自然の中で楽しく遊びながら春を探
します。 

９００２ 
いろいろなあそびシリーズ 
夏とあそぼう 

小学 １０ ３ ３ 
たなばたさまなどの伝承行事に参加
するなど、夏の自然の中で遊ぶ楽しさ
を学びます。 

９００３ 
いろいろなあそびシリーズ 
秋とあそぼう 

小学 １０ ３ ３ 
お祭りなどの年中行事などに参加し、
木や実や落ち葉を使って遊びながら、
秋を探します。 

９００４ 
いろいろなあそびシリーズ 
冬とあそぼう 

小学 １０ ３ ３ 
まわりの人から昔の遊びを教わり、戸
外で、室内で、みんなで遊ぶ楽しさを学
びます。 

９００５ うさぎとあそぼう 小学 １５ ２ ２ 

生活科の第一学年と第二学年の内容に
そって構成したものです。学習の対象と
してウサギを取り上げ、その観察や世
話を通して、体の特徴や習性の面白さ、
不思議さなどを発見させようとしていま
す。 

社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１４０２３ 
みるみる社会科Ⅱ 
①郵便局 

小学 ９ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人びとの様子を映像で紹介していき
ます。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１４０２４ 
みるみる社会科Ⅱ 
②ダムと取水ぜき 

小学 ９ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０２５ 
みるみる社会科Ⅱ 
③かんのリサイクル 

小学 １０ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０２６ 
みるみる社会科Ⅱ 
④びんのリサイクル 

小学 １０ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０２７ 
みるみる社会科Ⅱ 
⑤ペットボトルのリサイクル 

小学 ８ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０２８ 
みるみる社会科Ⅱ 
⑥酪農家の仕事 

小学 １０ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１４０２９ 
みるみる社会科Ⅱ 
⑦製鉄所 

小学 １０ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０３０ 
みるみる社会科Ⅱ 
⑧自動車工場 

小学 １０ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０３１ 
みるみる社会科Ⅱ 
⑨お菓子の工場 

小学 ８ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０３２ 
みるみる社会科Ⅱ 
⑩トラック輸送 

小学 １０ １７ １７ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０１３ 
みるみる社会科 
①スーパーマーケットを見てみ
よう 

小学 ９ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１４０１４ 
みるみる社会科 
②パン工場を見てみよう 

小学 ９ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０１５ 
みるみる社会科 
③市場を見てみよう 

小学 ９ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０１６ 
みるみる社会科 
④浄水場を見てみよう 

小学 ８ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０１７ 
みるみる社会科 
⑤火力発電所を見てみよう 

小学 １０ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０１８ 
みるみる社会科 
⑥清掃工場を見てみよう 

小学 ９ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１４０１９ 
みるみる社会科 
⑦下水処理場を見てみよう 

小学 ９ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０２０ 
みるみる社会科 
⑧消防署の仕事を見てみよう 

小学 １０ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０２１ 
みるみる社会科 
⑨警察の仕事を見てみよう 

小学 ９ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１４０２２ 
みるみる社会科 
⑩米をつくる農家の人びと 

小学 ９ １６ １６ 

社会科でも最も重要な学習活動の一
つである見学。しかし、学校の地理的
条件や、限られた時間数の中では思う
ような見学活動は難しいものです。見
ることのできないものを見るための映
像教材。いま一度この原点に立ち返
り、社会の中の様々な施設とそこに働
く人々の様子を映像で紹介していきま
す。 

１１１０１ 放送局ではたらく人びと 小学 １３ １４ １５ 

なかなか見学することのできないテレ
ビ局の内部。ニュース番組制作の現
場に密着取材した臨場感あふれる映
像で、そのようすを紹介します。テレビ
局内だけではなく外部での取材活動
や中継現場のようすもまじえ、テレビ
というメディアの特色を具体的に示し
ます。これに関連して、くらしと情報の
関わりにも気づかせます。 

１１０１０ 

日本の歴史  
江戸幕府の始まり 
（１）徳川家康と江戸幕府 
(２)江戸の町づくり 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

江戸時代。徳川家康をとりあげ、天下
人となって江戸に幕府を開いたこと、
豊臣氏が滅亡したことや江戸の人び
との生活の様子を扱います。（近世
編） 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０１１ 

日本の歴史 
江戸幕府の政治 
（１）大名行列と士農工商 
（２）鎖国と出島 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

江戸時代。徳川家光をとりあげ、参勤
交代の制度を設けたこと、鎖国を行っ
たことをとりあげ、キリスト教徒を抑
え、外国との交易は長崎の出島に限
って行ったことを扱います。（近世編） 

１１０１２ 

日本の歴史  
江戸時代の文化 
（１）歌舞伎 
（２）浮世絵 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

江戸時代。歌舞伎をとりあげ、近松門
左衛門が歌舞伎の代表的な作品を生
み出したことや、浮世絵をとりあげ、
歌川広重が浮世絵の代表的な作品を
残したことを扱います。（近世編） 

１１０１３ 

日本の歴史  
江戸時代の学問 
（１）国学 
（２）蘭学 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

江戸時代。国学をとりあげ、本居宣長
などを中心として我が国の古典を研
究する学問として起こったこと、蘭学
をとりあげ、杉田玄白などを中心とし
てオランダ語を通してヨーロッパの学
術・文化を研究する学問が起こったこ
と、天文学や測量学をとりあげた伊能
忠敬などを扱います。（近世編） 

１１０２４ 

日本の歴史  
鎌倉武士 
（１）鎌倉武士の生活 
（２）元との戦い 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

鎌倉時代。鎌倉武士をとりあげ、貴族
の世から武士の世に変わり、人びと
の生活や社会の様子が変わったこ
と、北条時宗をとりあげ元軍を退けた
ことを扱います。（中世編） 

１１０２５ 

日本の歴史  
開国 
（１）黒船の来航 
（２）攘夷から倒幕 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

江戸時代。ペリーをとりあげ、黒船の
来航をきっかけに我が国が開国した
こと、西郷隆盛、木戸孝充などをとり
あげ国内の政治が激動し、幕府が倒
れたことを扱います。（近世編） 

１１０３０ 

日本の歴史  
貴族の生活と国風文化 
（１)藤原道長と貴族の政治 
(２)国風文化 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

平安時代。藤原道長をとりあげ、京都
に都が置かれたころの政治の様子や
貴族を中心にした華やかな生活の様
子を扱うとともに、紫式部や清少納言
をとりあげます。（原始・古代編） 

１１０３１ 

日本の歴史 近代工業の発達
と国力の充実 
（１）近代工業の発達 
（２)化学や文化の発達に尽くし
た人びと 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

明治時代から大正時代。近代工業の
発展によって国力が次第に充実した
こと、野口英世などをとりあげ、科学
などの分野で世界的に注目される学
者が輩出したことを扱います。（近代・
現代編） 

１１０３５ 

日本の歴史  
源平の戦い 
(１)源氏と平氏 
（２)鎌倉 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

平安時代から鎌倉時代。平清盛を中
心にとりあげ、平氏一族が隆盛を極
めたこと、源義経をとりあげ源平の戦
いで源氏が勝利を収めたこと、源頼
朝をとりあげ鎌倉に幕府を開き、武家
政治を始めたことを扱います。（中世
編） 

１１０４１ 

日本の歴史  
国際舞台へ 
(１)第二次世界大戦と日本 
(２)世界の中の日本 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

昭和時代。日華事変、第二次世界大戦、
日本国憲法の制定、国際連合への加盟
などをとりあげ、我が国が民主国家とし
て出発し、国際舞台へ登場していく過程
を扱います。（近代・現代編） 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０６１ 

日本の歴史  
大陸文化の摂取 
(１)聖徳太子と法隆寺 
(２)中大兄皇子と大化の改新 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

飛鳥時代。法隆寺の創建や憲法十七
条の制定などの業績を残した聖徳太
子、最初の遣唐使である小野妹子、大
化の改新を行った中大兄皇子や中臣
鎌足をとりあげる。（原始・古代編） 

１１０６２ 

日本の歴史  
太閤秀吉 
(１)秀吉の天下統一 
(２)検地と刀狩 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

安土桃山時代。豊臣秀吉をとりあげ信長
の後を引き継ぎ、天下統一を達成したこ
と、政策として検地や刀狩、朝鮮出兵など
を行ったことを扱います。（中世編） 

１１０６３ 

日本の歴史  
大日本帝国憲法 
(１)自由民権運動 
(２)大日本帝国憲法の発布と
国会開設 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

明治時代。大隈重信、板垣退助などをと
りあげ自由民権運動を扱うとともに伊藤
博文などをとりあげ、明治政府が発足二
十年余りにして憲法を制定し、立憲政治
を確立したことを扱います。（近代・現代
編） 

１１０７２ 

日本の歴史  
奈良の都 
(１)聖武天皇と大仏造営 
(２)鑑真と遣唐使 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

奈良時代。大仏造営を国家的な大事業とし
て行った聖武天皇や行基、大陸文化の摂
取に重要な役割を果たした遣唐使や、我
が国の仏教の発展に貢献した鑑真をとり
あげます。（原始・古代編） 

１１０７６ 

日本の歴史  
日本のあけぼの 
(１)農耕の始まり 
(２)女王卑弥呼と邪馬台国 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

旧石器時代から古墳時代、農耕が始ま
ったころの代表的な遺跡や遺物を通じ
て、人びとの生活や社会の様子が変化
したこと、また、女王卑弥呼の邪馬台国
や大和朝廷による国土統一の過程をと
りあげます。（原始・古代編） 

１１０７７ 

日本の歴史  
日清日露戦争と条約改正 
(１)条約改正と日清戦争 
(２)日露戦争と講和条約 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

陸奥宗光、伊藤博文などをとりあげ、我
が国が厳しい国際環境の中で日清・日
露の戦争で勝利を収めたこと、小村寿
太郎、東郷平八郎などをとりあげ、不平
等な条約の改正に成功したことを扱い
ます。（近代・現代編） 

１１０７９ 

日本の歴史  
信長と鉄砲 
(１)鉄砲の伝来と織田信長 
(２)キリスト教の伝来と南蛮文
化 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

織田信長をとりあげ、天下統一が進め
られていくころの様子や、鉄砲の普及
が天下統一に重要な役割を果たしたこ
と、ザビエルなどの宣教師によってキリ
スト教や南蛮文化が伝来したことを扱
います。（中世編） 

１１０８４ 

日本の歴史  
文明開化 
(１)欧米文化の導入 
(２)生活様式の変化 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

福沢諭吉を中心にとりあげ、欧米の文
化を取入れながら、我が国の近代化が
進められたこと、鉄道の開通、郵便制
度の発足、ガス灯の普及などをとりあ
げ、人びとの生活に大きな変化がみら
れたことを扱います。（近代・現代編） 

１１０８７ 

日本の歴史  
室町の文化 
(１)金閣と銀閣 
(２)禅宗の文化と水墨画 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

室町時代足利義満によって創建された
金閣寺と足利義正によって創建された
銀閣寺、雪舟に代表される水墨画など
をとりあげます。（中世編） 



- 92 - 

 

社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０８９ 

日本の歴史  
明治維新 
(１)王政復古と江戸開城 
(２)明治維新の諸改革 

小学 
中学 

３０ ４ １２ 

明治時代。勝海舟や西郷隆盛などをと
りあげ、大政奉還、王政復古により明
治天皇を中心とした新政府が成立した
こと、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝
充などの指導のもとで廃藩置県、四民
平等などの諸改革が行われたことを扱
います。（近代・現代編） 

１１００５ 飛鳥時代の文化 
小学 
中学 

１５ ９ １１ 
飛鳥時代を中心として栄えた飛鳥時代
の文化を、仏教文化や歴史的背景を含
めてわかりやすく描かれています。 

１１００８ 
江戸時代の文化  
元禄文化 

小学 
中学 

１５ ９ １１ 

上方を中心に町人文化として花開いた
元禄文化。現在にも残る文芸や芸能の
世界を通して、日本文化成熟の時代を
紹介する。 

１１００９ 
江戸時代の文化 
化政文化 

小学 
中学 

１５ ９ １１ 

江戸を中心に栄えた民衆の文化、化政
文化、封建社会の崩壊など、歴史的背
景をもとに民衆の生活に密着した文化
の特徴などが描かれています。 

１１０２２ 鎌倉時代の文化 
小学 
中学 

１５ ９ １１ 

それまでの貴族中心の文化から武士
や民衆にも理解しやすい文化が発達し
た。その歴史的背景をもとに鎌倉文化
を解き明かします。 

１１０２３ 
乾燥した地域に住む人々の暮
らし・マリ 

小学 
中学 

１４ １１ １１ 

マリ共和国は西アフリカの内陸の国、
年間降雨量は少なく、北部及び東部は
砂漠気候。南部と西部は熱帯気候で雨
季と乾季に分かれていることなどが描
かれています。 

１１０４３ 
寒い地域に住む人々のくらし・ 
イヌイット 

中学 １３ １１ １１ 

北米大陸のカナダ連邦の北部、ヌナブト
準州が１９９３年３月に誕生した。この地
域は年間８ヶ月間も雪に覆われる。この
地に住むイヌイットのくらしのようすが描
かれています。 

１１０４４ 
山地に住む人々のくらし・ 
エクアドル 

小学 
中学 

１６ １１ １１ 

南アメリカ大陸の北西部アンデス山脈
を横切るように位置し、赤道直下の国
である、アンデス山脈付近の高地では
空気が薄く、気温も低目で安定した気
候である、高地に住む人々のくらしが描
かれています。 

１１０５４ 
世界の中の日本 
①アメリカ合衆国 

中学 １５ １０ １１ 

アメリカの文化と人々の生活①アメリカ
文化のひろがり②国際都市ニューヨーク
③子どもの生活④車中心の社会等が描
かれています。 

１１０５５ 
世界の中の日本 
②アメリカ合衆国 

中学 １５ １０ １１ 

アメリカの産業①日本のくらしの中のア
メリカ②アメリカの自然③農業④工業
⑤世界をリードする科学技術等が描か
れています。 

１１０５６ 
世界の中の日本 
①中華人民共和国 

中学 １５ １０ １１ 

中国の文化と人々の生活①日本に伝
わった中国の文化②中国の自然③
人々の生活④子どもの生活等が描か
れています。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０５７ 
世界の中の日本 
②中華人民共和国 

中学 １５ １０ １１ 
中国の産業・近年発展のめざましい中
国の産業を分野別に紹介します。①農
業②工業等 

１１０７１ 奈良時代の文化 
小学 
中学 

１５ ９ １１ 

シルクロードを経て伝わった、イラン、イ
ンド文化の影響や、遣唐使の影響を受
けた天平文化を歴史的背景と共にその
特色を描いています。 

１１０８２ 
フィリピンの農村と 
人々のくらし 

小学 
中学 

１４ １１ １１ 

フィリピンは東インド諸島の北端にあり
農業が盛んで水田におおわれた平野が
広がる。年間を通じて蒸し暑く、平均気
温は冬でも２０度を超す。フィリピンの農
村と人々のくらしの様子が描かれてい
ます。 

１１０８５ 平安時代の文化 
小学 
中学 

１５ ９ １１ 

生活や文化の日本化が進んだ平安時
代の文化について建築物や絵画、ま
た、かな文字の発明によって発達した
文学からその特色を探っていきます。 

１１０８６ 
室町時代－安土桃山時代の 
文化 

小学 
中学 

１５ ９ １１ 

貿易による外国文化の影響、民衆文化
の高まり等、新しく開放的なこの時代の
文化の誕生と生長を歴史的背景と他国
とのかかわりの中から理解していきま
す。 

１１０９０ モンゴルの草原と人々のくらし 中学 １６ １１ １１ 

モンゴルは中央アジアに位置し、内陸
の国である。冬は平均気温が氷点下に
なり、年間を通じて雨の量は少ない。モ
ンゴルの草原に住む人々のくらしが描
かれています。 

１１０１４ 
オーストラリアの小学生と家庭
生活 

小学 １９ １０ １０ 

大都市シドニーに暮らす小学生と、内
陸部のアリス・スプリングスで広大な牧
場を経営する一家の小学生たちの生
活を多角的に紹介します。 

１１０１５ 
オーストラリア大陸・ 
人々のくらしと産業 

中学 １９ １０ １０ 

独自の生活や文化を育んできたオース
トラリアの自然環境を紹介するととも
に、日本を含めアジア諸国との経済的
な結びつきを強める中で、新たな産業
構造を形成しつつある現状が描かれて
います。 

１１０６７ 中国の小学生と家庭生活 小学 ２０ ９ ９ 

小学校５年社会科「国際理解」日本と
歴史的に、そして今日では経済的にも
関わりの深い国「中国」、近年日本との
結びつきをますます深めている東南ア
ジアの国「タイ」子供たちに国際理解を
深めてもらうため、身近なこれらの国の
特色とそこに暮らす小学生の学校生活
や家庭生活が描かれています。 

１１０６８ 
中国大陸侵略 
太平洋戦争への道 

中学 ３０ ９ ９ 

中学校「第二次世界大戦と日本」なぜ
日本は太平洋戦争に突入していったの
か。ニュースフィルムや現存する中国
の風景、そして歴史の証言者たちのイ
ンタビュー等で描かれています。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０７０ 
東南アジアの国 
タイ 

小学 ２０ ９ ９ 

小学校５年社会科「国際理解」日本と
歴史的に、そして今日では経済的にも
関わりの深い国「中国」、近年日本との
結びつきをますます深めている東南ア
ジアの国「タイ」子供たちに国際理解を
深めてもらうため、身近なこれらの国
の特色とそこに暮らす小学生の学校生
活や家庭生活が描かれています。 

１１０９８ 

わたしたちのくらしと 
公害シリーズ 
 

水質汚染 

小学 ２０ ９ ９ 

小学校５年社会科「公害から健康や生
活環境を守る」従来の典型的な公害問
題から今日的な汚染問題までを取り上
げ、汚染を引き起こしているのは他なら
ぬ私たち人間であり、その害に苦しめら
れているのも人間であるという現実を直
視させます。 

１１０９９ 

わたしたちのくらしと 
公害シリーズ 
 

大気汚染 

小学 １９ ９ ９ 

小学校５年社会科「公害から健康や生
活環境を守る」従来の典型的な公害問
題から今日的な汚染問題までを取り上
げ、汚染を引き起こしているのは他なら
ぬ私たち人間であり、その害に苦しめら
れているのも人間であるという現実を直
視させます。 

１１１００ 

わたしたちのくらしと 
公害シリーズ 

 
地質汚染 

小学 ２０ ９ ９ 

小学校５年社会科「公害から健康や生
活環境を守る」従来の典型的な公害問
題から今日的な汚染問題までを取り上
げ、汚染を引き起こしているのは他なら
ぬ私たち人間であり、その害に苦しめら
れているのも人間であるという現実を直
視させます。 

１１０３４ くらしをささえる政治 小学 １４ ８ ８ 

「市民センター」のグループ見学を通し
て、政治と自分自身とのかかわりや、国
民生活と政治のつながりに気づかせま
す。 

１１０９４ 
わたしたちが行う政治 

選挙と国会 
小学 １６ ８ ８ 

選挙の過程や、国会議員の実際の仕事
の様子など、直接見学の困難な事柄を
具体的な映像で紹介します。 

１１０９５ わたしたちのくらしと憲法 小学 １４ ８ ８ 

国家の理想、天皇の地位、国民の権利
と義務など、国の政治がその日本国憲
法をよりどころとして、行われていること
が描かれています。 

１１０９６ 
わたしたちのくらしと水道水の 
しくみ 

小学 １５ ８ ８ 

私たちが毎日利用する水は、沢山の
施設とお金、多くの人々の努力があっ
て守られている事を、神奈川県相模原
市を例にみていきます。 

１１０９７ 
わたしたちのくらしと下水道の 
しくみ 

小学 １５ ８ ８ 

家庭や工場で使われた水は下水処理
場へ集められ、きれいな水にして、川
や海に戻される様子が描かれていま
す。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０２６ 
環境シリーズ 

身近な川 
小学 １４ １１ １２ 

川はいろんな形でわたしたち人間とか
かわっている。上流域では住んでいる
人はけっして多くないが人間生活とま
ったく無関係ではない。このビデオで取
り上げている情景はほんの一部であり
実際に川に行ってみるともっといろいろ
な疑問が生じていることが描かれてい
ます。 

１１０２７ 
環境シリーズ 

身のまわりの緑 
小学 １４ １１ １２ 

自然のままの緑も必要であるが現在の
人間生活の中では、人とかかわりの緑
が大変重要である。その緑を維持する
ためには、ただ利用するだけではなく、
環境や樹木の状態に合った手入れや
保護をしなければならないことに気付
かされます。 

１１０１７ 
環境シリーズ 

第２の自然環境 ・水田 

小学 
中学 

１６ ７ ７ 

水田が人類にもたらしてきたさまざまな
恩恵、その水田が今、色々な意味で危
機に瀕していること、そこから派生する
色々な弊害が描かれています。 

１１０１８ 
環境シリーズ 

森は海の恋人 
小学 
中学 

１６ ７ ７ 

森林資源の伐採によって山の機能が
喪失し、ひいては海の生物も育たなく
なるほど海を汚染してしまうという現実
を示し、環境保全の大切さを伝えま
す。 

１１０１９ 
環境シリーズ 

山の中の大煙突 
－公害克服への道－ 

小学 
中学 

１７ ７ ７ 

明治の昔、日立鉱山の経営者、久原
房之助が公害に苦しむ地域住民と共
に闘った感動的なエピソードを通して、
環境問題に取り組む姿勢を考えます。 

１１０２０ 

環境シリーズ 

新しい公害 
－産業型から都市・生活型へ
－ 

小学 
中学 

１６ ７ ７ 

最近、新しいタイプの公害が問題とな
っています。その中からヒートアイラン
ド現象と自動車交通公害に焦点を当
て、都市・生活型公害とはどういうもの
か、どうしたら防げるか、その現状と問
題解決の方向性を探ります。 

１１０２１ 
環境シリーズ 

江戸のリサイクルに学べ 
小学 
中学 

１６ ７ ７ 

江戸の昔の生活様式、当時の生活排
水や屎尿の処理、ゴミや日用品のリサ
イクル方法を描き、現代のそれと対比
しながらこれからの環境問題を考えま
す。 

１１０６０ 太平洋戦争と沖縄 中学 ３５ ６ ７ 

太平洋戦争中、唯一日本での地上戦
が展開された沖縄。多くの住民をも巻
き込んだ３ヶ月にわたるこの地獄の戦
場を、数々の証言と資料映像で描かれ
ています。 

１１０４０ 米作に生きる人びと 小学 ２０ ２ ６ 

米どころ庄内の一農家を中心に、最新
の稲作技術を紹介します。輸入自由化
などの問題を抱えながら深い愛情をもち
米作りに努力、工夫する農家の姿を描
いています。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０５１ 森林と私たち 小学 ２０ ３ ６ 

森林資源を保護育成している人々の努
力や工夫を描き、自然環境を保全するに
は、我々はどのようなことに気をつけた
らよいかを訴えます。 

１１０５３ 生活を支える通信 小学 ２０ ６ ６ 

通信のあゆみ、電話がつながるしく
み、移動体通信、国際通信、ファクシミ
リやデータ通信などと共に光ファイバー
によるこれからの通信を取り上げ、通
信を支えるために多くの人々の努力が
あることを理解させます。 

１１０６６ 
畜産に生きる人びと 
酪農を中心に 

小学 ２０ ２ ６ 

食生活の変化とともに畜産物の消費量
が多くなっている。九州の黒豚、愛知
の養鶏、北海道の酪農を中心にして、
畜産農家の工夫や努力、さらに農家の
かかえる問題を描いています。 

１１０８０ 
畑作に生きる人びと 
野菜と果物 

小学 ２０ ２ ６ 

南北に長い日本では、それぞれの土
地の風土に合わせて様々な畑作が営
まれている。関東の野菜、四国のみか
んを中心に種まきから収穫までの農家
の努力、工夫が描かれています。 

１１０９３ 
わたしたちのくらしとごみの   
しまつ 

小学 ２０ ２ ６ 

私たちが健康な生活ができるのは、ゴ
ミを始末してくれる人々の働きのお陰
です。その様子と工夫、悩みや問題点
を示し、ゴミを減らすにはどうしたらよい
か考えます。 

１１０３９ 子供たちのくらし 小学 １０ ４ ５ 

オーストラリアの内陸部にある小さな
町カウラに住む小学生の日常生活や
学校生活、子どもたちの遊び、さらに無
線通信教室などを紹介し、広大なオー
ストラリアに住む子どもたちの生活が
描かれています。 

１１０５９ 太平洋戦争と東南アジア 中学 ２９ ４ ５ 

従来見過ごされがちな東南アジア諸国
に対する侵略と収穫の事実を、マレー
シア、シンガポールでの長期取材に基
づき、太平洋戦争の真の姿を伝えま
す。 

１１０７５ 
日清日露戦争 
帝国主義への道 

中学 ２６ ４ ５ 

西欧列強のアジア進出に対すべく日本
は富国強兵を進め、日清日露戦争に
勝利、不平等条約を改正、国際的地位
を高めて行きます。 

１１００４ 
新しい学問を開いた人々 
杉田玄白と本居宣長 

小学 １８ ２ ３ 

江戸時代中頃から蘭学と国学という学
問が台頭して来た。そのわけや価値
を、杉田玄白・本居宣長という代表的
な人物の業績を通して説明していま
す。 

１１０１６ 貝塚を残した人々 小学 １０ ２ ３ 

縄文時代の人びとの様子を知る上で
重要な手がかりになる貝塚に焦点をあ
てる。千葉県の加曽利貝塚を舞台に、
発掘品や住居跡から大昔の人々のくら
しぶりを学びます。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０３８ 古墳と豪族 小学 １０ ２ ３ 

稲荷山古墳を舞台に、豪族が支配して
いた３世紀から６世紀にかけての世の
中の様子を考える。また、豪族を統一
していった大和朝廷の勢いと時代の流
れを探ります。 

１１０６４ 地域の歴史を探る 小学 １０ ３ ３ 

東京近郊にある川越市を舞台に、児童
たちが街の中に残された遺跡や文化
財などを調べて歩く姿を描きながら、歴
史学習への興味をわかせ、学習の仕
方などの手がかりを与えます。 

１１０９２ 吉野ヶ里遺跡を見る 小学 ２０ ２ ３ 

吉野ヶ里遺跡を中心に、登呂遺跡、板
付遺跡などを取り上げ、農耕がはじま
ったころの人びとの生活や、社会の様
子をとらえ学びます。 

１１００２ 飛鳥と奈良の都 小学 ２１ ５２ ２ 

仏教の伝来から聖徳太子の政治、唐の文
化の摂取など、国の仕組みが整い、国力
が発展した奈良時代とその前史飛鳥の頃
の時代的特色と、この時代の果たした役
割を学びます。 

１１００３ 
安全な生活を守る 
夜、はたらく人びと 

小学 ２０ １ ２ 

真夜中でも交通災害から人びとの安全
を守るために活動している警察官の働
きを通して、暮らしの安全を守るため
に、様々な協力体制が整っていること
を学びます。 

１１０２９ 清盛から頼朝へ 小学 ２２ ６１ ２ 

清盛と頼朝という源平の棟梁に焦点を
当て、逸話や史蹟、建造物、絵巻物など
を通して、武士が起こり、源平争乱を経
て、鎌倉幕府が成立するまでが描かれ
ています。 

１１０３６ 古墳のころ 小学 ２０ ５１ ２ 

古墳とその分布、出土品等から古代国
家成立期の有様や大和朝廷とその勢
力、古代人の生活、大陸文化との関係
をとらえ、具体的な時代像と古墳時代
の持つ意味を示します。 

１１０３７ 米づくりのさかんな地域 小学 ２２ ２ ２ 

日本の代表的稲作地域を訪ね、稲作
に従事する人が自然環境を生かしなが
ら機械化・共同化・品質改良など生産
技術や経営改善に努める姿を昔と対
比して説明しています。 

１１０４８ 城と城下町 小学 ２０ ５０ ２ 

室町時代に生まれ、大いに栄えた城下
町とはどのような都市か。その成立の
しくみや性格を描きながら、都市の発
達の中で城下町の果たした役割や意
義について考えます。 

１１０５０ 縄文時代の人々 小学 １６ ５８ ２ 

得られる限りの資料に基づいて当時の
生活を再現、食べ物を求めて住みかを
作ったこの時代の家造り、土器や石器
の作り方、食べ物等、具体的に描かれ
ています。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０５２ 
水産資源をもとめて 
これからの遠洋漁業 

小学 ２０ ６１ ２ 

日本は水産物の約半分を遠洋漁業で
まかなっている。その現状と、世界各
国と協力しながら水産資源を得ている
姿、今後の遠洋漁業の在り方を最新の
映像を通して描かれています。 

１１０５８ 
大名と大阪の商人 
細川と鴻池 

小学 ２０ ５７ ２ 

表面は立派に見えても内情は借金に
苦しんでいた大名の暮しと、商業に励
み、富と実力を蓄えた商人の様子を対
比的に示し、商人が台頭してきたわけ
を理解していきます。 

１１０６９ 登呂のむら 小学 ２０ ５０ ２ 

登呂の遺跡や出土品に想像図、ミニチ
ュア等を交えて当時の時代像を鮮明に
描き、米作の伝来と農耕、生活の変
化、むらの形成などを通して弥生時代
の意義を考えます。 

１１０７４ 
日本の川 

信濃川と水の利用 
小学 ２０ ５９ ２ 

川の総合利用の姿を日本の代表的な
信濃川を通して描き、新潟平野の農業
用水、電力、工業用水、生活用水など、
川が人々の生活や産業を支えている様
子を理解させます。 

１１０７８ 信長・秀吉・家康 小学 ２１ ５８ ２ 

信長・秀吉・家康という三人の戦国大名。
それぞれの人物の特色と業績を対比・関
連させながら、天下統一に至る時代の流
れを、人物の働きを通して興味深く描か
れています。 

１１０８１ 福沢諭吉と文明開化 小学 ２０ ５７ ２ 

文明開花―人の暮しや考え方が大きく
変わったが、その基礎を築く上で大き
な貢献をした福沢諭吉の人となりを描
きながら、明治初期の時代的特色を浮
き彫りにします。 

１１００１ 
あたたかい土地の人々のくら
し・沖縄島 

小学 ２０ ６１ １ 

気候の温暖な地域では人々はくらしの
上でどのような工夫をしているのか、ま
たその気候条件を農業などの生産活
動の面でどのように生かしているかを、
沖縄県を例に取り上げ分かりやすく説
明しています。 

１１００６ 
沿岸漁業のようす 
長崎県福江島 

小学 ２０ ５６ １ 

長崎県・五島列島の福江島の沿岸漁業
を取り上げ、沿岸漁業の現状と問題点、
養殖漁業や栽培漁業の様子から、漁業
技術の改善、漁場の保全、水産資源の
保護育成の努力の様子を描き、沿岸漁
業の発展の重要性について考えます。 

１１００７ 
江戸時代の身分制度 
武士と農民 

小学 ２０ １ １ 

武士が支配する世の中を支えていた
のは農民で士農工商という身分制度
は、武士が農民や町人を支配するのに
都合の良いしくみであったことを理解し
ていきます。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０２８ 金次郎の松 小学 ２１ １ １ 

文部省手引き書「郷土を愛する心を育
てる指導」に取りあげられている話題
の映画化。郷土のために尽くした尊徳
翁の大きな業績と、それを称える人々
の思いを映像化しています。 

１１０３２ くらしと商店街 小学 １０ ５５ １ 

家の近くにある商店と駅前の商店街の
店との働きのちがいをみながら、それ
ぞれの商店の販売の工夫と商店会の
協力の姿を描き、生活とのつながりを
具体的にとらえます。 

１１０３３ 
果物づくりのさかんな地域 

りんごとみかん 
小学 ２０ ６２ １ 

リンゴとミカンの産地を対比的に描き
人々が自然の条件を生かして生産の
向上に励むかたわら、質の良い果物を
作るために工夫や努力を重ねているこ
とを取り上げます。 

１１０４２ 
寒い土地の人々のくらし 

新潟県十日町市 
小学 １９ ６１ １ 

雪が多く気温の低い土地に住む人々
の長い冬と多雪という気候にそなえるく
らしの工夫や、克雪、利雪の姿を、新
潟県十日町市を例に分かりやすく説明
しています。 

１１０４５ 自然環境と人々の生活 小学 １８ ５８ １ 

生活向上のための産業活動などが自
然との調和を失って引きおこす災害
を、事例を追って考え、自然環境の保
全、開発、そして産業活動との調和の
大切さについて理解できるよう構成し
たものです。 

１１０４６ 
自動車生産のしくみと進んだ 
技術 

小学 ２１ ６１ １ 

日本の自動車工業を飛躍的に発展さ
せたものは何か。その何かを、３０年前
の工程と比較しながら、最新の技術と
それを支える人々の工夫と努力の様
子が具体的に描かれています。 

１１０４７ 人口のかたより 
小学 
中学 

２１ ５８ １ 

産業の進展に伴う人口のかたよりによっ
て、過密地域と過疎地域が生まれた。映
画では、双方の地域におこっている各々
の問題を具体的に示し、国土と産業や
生活、国土の有効な利用について考え
させます。 

１１０４９ 
自由民権と国会開設 
伊藤博文と板垣退助 

小学 ２０ １ １ 

板垣退助、伊藤博文、大隈重信等の動き
をたどりながら、自由民権運動がどのよ
うに高まり、国会開設に至ったか近代国
家への激動の歩みを実感的に理解させ
ます。 

１１０６５ 地域によってちがう気候 小学 ２０ ６２ １ 

南北に長くのびる日本は、地域によっ
て気候に大きなちがいがある。この映
画では、各地域の気候のちがいと気候
にあわせたいろいろなくらしの工夫に
ついて描かれています。 

１１０７３ 
日本の国土 
変化の多い地形 

小学 
中学 

２０ ５７ １ 

変化に富んだわが国の地形を、地図
模型や航空撮影、近接撮影と結びつけ
ながら具体的に示し、国土の自然、地
形の特徴とそこに生活する人々のくら
しが描かれています。 
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社 会 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１１０８８ 明治維新をめざした人々 小学 ２１ ６３ １ 

幕末から明治維新にかけて日本の近
代化に尽くした人々に視点をあて、彼
等がどう考え、そして何を目指し、どう
行動したか、その歴史的意義を実感的
に学べるよう描かれています。 

１１０９１ 源頼朝と武士の政治 
小学 
中学 

１９ ５４ １ 

武士の政治の中心として栄えた鎌倉、
頼朝の流人のころ、平氏の政治、頼朝
の挙兵、東国経営と武士の政治の確
立を頼朝の考え方や努力の様子を中
心に描かれています。 

１１０８３ 
武士のおこり 
鉄と馬から調べる 

小学 
中学 

２２ ５７ ０ 

平安時代後期、鉄と馬を利用して富と
力をたくわえていった武士と人々のくら
しを、発掘や調査による遺跡や資料を
中心に描き、武士の勢力が高まってき
たころの世の中がどのようであったか
を実感的に学べるように描かれていま
す。 

理 科 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１００１７ 川の自然と私たち 
小学 
中学 

１９ １０ １０ 

川は様々な生きものたちを育み私たち
の生活を支えています。その川の姿を
豊富な映像で紹介し私たちと地球環境
との関係に着目します。 

１００６８ 森の自然と私たち 
小学 
中学 

１９ １０ １０ 

日本の森の四季を詩情豊かに映像で
綴り様々な生き物たちが互いに関わり
合って生きる森が地球上に豊かな自然
を形成し私たち人間とも深く関わり合っ
ていることが描かれています。 

１００２７ ゲンジボタル 
小学 
一般 

１９ ５４ ９ 

小学校４年理科「生物とその環境」今で
は大変少なくなってしまったゲンジボタ
ル。その生態、生活条件、生活史を描
き、豊かな自然とは何かを考えます。 

１００２０ 
季節のうつり変わりと生き物た
ちのようす 

小学 ２１ ７ ７ 

植物の成長や動物の活動は温かい季
節、寒い季節など季節によって違いが
あることに気づかせます。春・夏・秋・冬
と一年を通して、定点観察や生きもの
の活動を対比的に取り上げ、生き物と
季節の関わりについて描かれていま
す。 

１００２１ 
季節と生き物シリーズ 

春のころ 
小学 １０ ７ ７ 

ネコヤナギ、タンポポ、桜など花の開く
様子や田の代かき、田植え、へちまの
苗植え、チャミノガとゴマダラチョウの
幼虫、ベニシジミ、モンシロチョウの誕
生、白鳥、ツバメなどの巣作りなどが描
かれています。 

１００２２ 
季節と生き物シリーズ 

夏のころ 
小学 ９ ７ ７ 

夏になると植物は盛んに成長し、昆虫な
どの活動も活発になる。野や山ではど
んな動物や植物が見られるか、校庭の
桜、児童が植えた稲やへちまの変化と
共に描かれています。 



- 101 - 

 

理 科 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１００２３ 
季節と生き物シリーズ 

秋のころ 
小学 ９ ７ ７ 

稲の実り、稲刈り、へちまの実り、取入
れ、オオカマキリの産卵、オオカマキリ
は卵で、モンシロチョウは蛹で、ミノムシ
は幼虫で冬越しの用意をする様子が描
かれています。 

１００２４ 
季節と生き物シリーズ 

冬のころ 
小学 ９ ７ ７ 

ロゼット状で冬を越すオオマツヨイグサ
やタンポポ、桜、クヌギ、アジサイ、イチ
ョウ、トチの冬芽、ガマガエル、ゴマダラ
チョウ、キタテハオビカレハなどの冬越
し、収穫したモチ米で餅つきをし、あん
ころ餅を作る様子が描かれています。 

１０００５ 赤ちゃんがうまれるまで 小学 １０ ３ ６ 

人間もはじめは小さな卵、お母さんから
酸素や栄養をもらいながら成長してい
きます。そして出産。ここまでの変化を
最新の医療機器による観察やアニメー
ション、他の動物の胎児との比較を通
して描かれています。 

１０００４ 
新しい地球の科学 
日本列島の誕生 

中学 ３０ ４ ５ 

日本列島はどのように誕生したのか、
四万十帯の地層の重なり方や、南海ト
ラフの堆積物などを手がかりに、その
謎にせまります。最新の地球科学の成
果を科学的思考と実証の方法を含めて
わかりやすく提示した科学ロマンです。 

１０００８ 
いのちのつながり 
人の発生と成長 

小学 １５ ３ ５ 

昆虫の交尾、オシベとメシベによる植物
の受粉、更にニワトリの精子と卵子の結
合メカニズムを示しながら、人の発生と
成長の様子を特殊撮影も駆使して描か
れています。 

１００１５ 
岩石をしらべる 
白い石と黒い石 

小学 ２０ ５ ５ 

川原で見つけた白い石と黒い石、二種
類の石はどこから流れて来たのか川を
上流へとさかのぼり岩石に手を触れ観
察することを通して岩石の様子や成因
の違いが描かれています。 

１００１６ 
カブトガニ 

地球の主 
中学 ３４ ５ ５ 

生きている化石、カブトガニの生態を主
にアメリカで取材、絶滅に瀕している日
本での保護育成の努力を共に描き、環
境保護の大切さを訴えます。 

１００３５ 
水生昆虫の世界 
滅びゆく生物たち 

中学 ２０ ５ ５ 

近年、池や沼、湿原、河川など自然環
境が急速に変化し、そこに生息する生
物の生活がおびやかされている。今も
わずかな生息地で懸命に生きる水生
昆虫の生存のドラマをつぶさに描き、
人間と生物が共存する必要があること
を強く訴えます。 

１００４１ タンポポや虫たちの一日 小学 １９ ５ ５ 

身近な植物の運動や動物の活動の観察
を通して、それらが１日２４時間の時刻
や天気に関係していること、私たち人間
と同じように環境の変化に適応しながら
一定のリズムを保って生活していること
が描かれています。 
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理 科 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１００４２ 男女のからだ 小学 ９ ２ ５ 

人は男女によって体の形にちがいがあ
り、成長するに伴ってそのちがいが一層
はっきりすること、そのちがいは子どもを
生み、育て、子孫を残して行くために必
要な変化だということを、事例を通して理
解させる。 

１００６５ 
メダカとグッピー 
誕生のひみつ 

小学 ２９ ５ ５ 

メダカとグッピーを飼育する中で、メダカ
の卵をかえした喜び。グッピーから赤ち
ゃんが産まれた驚き、飼育を通して児
童が得た感動が描かれています。 

１００４０ 
太陽・月・惑星  
ガリレオが見たもの 

中学 １９ ４ ４ 

この作品では、地動説そのものには深
入りせず、主にガリレオが、地動説を確
信するまでの考え方に重点を置いて描
かれています。 

１０００７ 遺伝の法則をたしかめる 中学 ２４ ２ ４ 

メンデルの法則、親の形質が子孫に伝
わる時の規則性をエンドウ豆及び、ショ
ウジョウバエの交配実験を通して確かめ
ます。 

１００４８ 動物の体温、脈拍、呼吸数 小学 １０ ３ ３ 
さまざまな動物を観察し、動物は種類や
体の大きさによって、体温や脈拍に違い
があることを明らかにする。 

１００４９ トンボがかたる自然環境 中学 ２６ ３ ３ 

種類によって住む場所を異にするトン
ボは、自然環境の変化の良否を知る重
要な指標である。トンボを通して河川・
湖沼・森林のあるべきかたちを示す。 

１０００６ 一日の変化とそのリズム 小学 １０ ３ ３ 

１年間にわたる継続的な観察結果をふ
りかえり、私たちは日々、身長や体重
が変化しているが、それらは徐々に増
加していたことを明らかにする。 

１０００９ 
運動による体温・脈拍呼吸数
の変化 

小学 １０ ３ ３ 

人と動物との比較を通して、体温や脈
拍は測定するときの時間・体調・運動の
有無などで変化することを、観察や実
験を通して明らかにします。 

１００１３ 
体を動かす 
骨と筋肉のはなし 

小学 １０ １ ３ 
映像により私たちの体や、いろいろな動
物の体を調べながら骨と筋肉の働きに
注目させ、体の動くわけを理解させる。 

１００１４ 
カマキリのカムフラージュ 
生態を進化の考えで見る 

中学 １８ ３ ３ 

カマキリを主な素材として取り上げ、彼
らの興味深い形態や行動を克明に観
察し、同時に住む場所と形態との関
連、動物実験などを手掛りに進化の考
え方を示します。 

１００１８ 聞く・耳のはなし 小学 １０ １ ３ 

兎がピンと耳を立てるのはどんな時か
な？片方の耳を塞ぐと音はどのように聞
こえるだろうか？ゾウの耳はどうしてあ
んなに大きいのだろう？このような疑問
や問題を一つ一つ映像で確かめていく。 
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理 科 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１００１９ 季節の変化と私たちのからだ 小学 １０ ３ ３ 
観察や実験を通して、私たちの体温や脈
拍はいつも変化しているが、一定の範囲
にとどまっていることを明らかにします。 

１００３１ さわる・皮ふのはなし 小学 １０ １ ３ 

熱い、冷たい、ざらざらしている、つるつ
るしていると感じるのは、体のどの部分
でも同じだろうか。皮膚感覚についての
素朴な疑問や問題について描かれてい
ます。 

１００６１ 見る・目のはなし 小学 １０ １ ３ 

目についての素朴な疑問や問題をとり
あげ、映像効果を十分考慮しながら、子
供達と一緒に考えることが出来るような
展開にする。 

１００２９ 
コンピューターを生かす 
数学・理科での活用 

教師
用 

２０ ２ ２ 

一斉指導や、個別学習、グループ学習
などそれぞれの学習におけるコンピュ
ーターの活用例や、コンピューターと他
のメディアを組み合わせた活用例を算
数や理科の学習を事例に説明していま
す。 

１００３４ 自然の中の水の変化 小学 １８ ２ ２ 

水は常温でも蒸発して空気中に含まれ
ていること、また空気中の水蒸気は雲や
雨、霧や雪などに変化しながら循環して
いることを示します。 

１００３９ 
太陽が沈まない 

地軸の傾き 
中学 ５ ２ ２ 

実際に夏の南極大陸で撮影された沈ま
ない太陽という、日本の生徒にとっては
非日常的な映像を敢えて使うことによっ
て、強い問題意識を持ってもらうことを
ねらっている。 

１００４７ 
積み重なった空気 

高度と気圧 
中学 ５ ２ ２ 

山のふもとから頂までの気圧の変化
を、水銀柱を用いて実際に測定し、気
圧とは積み重なった空気の重さに外な
らないことを、映像を通して実感させ
る。 

１００５３ 光電池のはたらき 小学 ２０ ２ ２ 

光電池のさまざまな実用例を紹介し、
光電池が太陽の光を電気に変え私たち
の生活に役立っている様子や光電池で
動くおもちゃづくりを通し、光の量や強さ
とモーターの回り方の変化などを描か
れています。 

１０００１ 秋の虫 小学 １３ ６０ １ 

秋の野原で見られるバッタやスズムシ・
コオロギなど数種類の昆虫を取り上
げ、住む場所、食べ物など鳴く虫を中心
に見ていき虫への興味・関心を高め虫
との出会いの場を広げることをねらいと
して作られたものです。 

１０００２ あさがおをそだてる 小学 ２１ ６０ １ 

種まきから発芽・成長・開花・結実とア
サガオを世話した子どもの目を通して
その一生を描き自然の不思議さと共
に、生きものへの興味と関心を育てま
す。 
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理 科 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１０００３ アブラムシの生態 小学 １９ ５９ １ 

アブラムシ（アリマキ）は、環境の変化
に合わせて生活のし方を変えながら生
きている。アブラムシの体のつくりや生
活をくわしく観察し、生物と環境との密
接な関係を示す。 

１００１０ 音を調べる 小学 １９ ５９ １ 

振動している発音体のエネルギー(音)が
空気や水、固体などを伝わっていくことを
工夫された実験で、また、児童の体験を
通して楽しくわかりやすく描いた作品で
す。 

１００１１ 花粉の働き 小学 １８ ５５ １ 

いろいろな花の花粉を顕微鏡で調べ、
様々な形をしていることを見たり、オシベ
の花粉がメシベの柱頭につくと、実や種
子ができたりすることを、袋かけ実験な
どで確かめます。 

１００１２ 川の生物と環境 中学 ２１ ５９ １ 

川の水はきれいか汚れているか。その
程度を川の生物は教えてくれる。その
様子。川の生物分布と水質との関係を
調べ、川の汚れ具合と指標生物につい
て明らかにします。 

１００２５ 血管のひろがりと血液 小学 １５ ６０ １ 

人体に細かく張りめぐらされている血管
は、酸素や栄養分、また、不要物の輸送
網です。これらの血管の拡がりを資料性
豊かに描き、同時に、血液の働きを明ら
かにします。 

１００２６ 血液の循環とはたらき 中学 １８ ６０ １ 

血液はなぜ必要で、絶えず循環する必
要があるのか。血液の成分と働き、循
環のしくみや役割を細胞、小腸・肝臓・
腎臓・肺等の各器官での事例を通して
描かれています。。 

１００２８ コウロギのそだちかた 小学 １５ ５７ １ 

えさのとり方、鳴く様子、産卵などの成虫
の活動を示したり、地中で冬越しした卵
のふ化、繰り返される脱皮などをとらえ
たりして、コオロギの一生を興味深く解説
します。 

１００３０ 
細胞と成長 
カエルの卵の変化を追って 

中学 １６ ６１ １ 

固体を構成する細胞という視点で、ヒキ
ガエルの卵発生を観察し、細胞・細胞
分裂そして、成長に関する概念を作り
上げさせるユニークな作品です。 

１００３２ 四季の星座 小学 １９ ６１ １ 

四季の代表的星座を中心に、一年にわた
る星の動きを微速度、追尾撮影でとらえ
た貴重な映像。星座の様子や星の動き、
明るさ、色の違いをハッキリと示します。 

１００３３ 四季はどうしておこるか 中学 １５ ５１ １ 

季節の移り変わりが太陽に対する地球の
運動と地軸の傾きによって生ずることを、
太陽の運動、南中高度が年周的に変化
することをもとに、実験によって解らせよ
うとするものです。モデルの実験でその
修正が繰り返され、考えながら一緒に探
求して結論に到達する方法がとられてい
ます。 



- 105 - 

 

理 科 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１００３６ たいせき岩のできるまで 中学 １８ ６０ １ 

堆積岩が、どのようにして固くなるのか
を、アニメーションやモデル実験でわか
り易く視覚化しました。各地の興味深い
露頭も、資料性豊かに描かれていま
す。 

１００３７ 太陽と月を観察する 小学 １７ ５４ １ 

１日の太陽の動き方、満月から満月ま
での１ヶ月間の満ち欠け、そして月の動
き方を、特殊技術を駆使して撮影したも
の。前編実写で通した画期的な作品で
す。 

１００３８ 太陽の高さと気温の変化 小学 ２０ ６１ １ 

季節による太陽の高さの変化。日照時間
の長さが、気温や地温の変化と密接に
関連していることを、一年にわたる連続
観察の記録を通して、わかりやすく示し
ています。 

１００４３ 地そうのなりたち 小学 ２０ ６３ １ 

群馬県子持村、千葉県印旛村の川辺
の崖に現れた地層に焦点を当て、その
構成物から風成層と水成層があること
に気づかせ、大地の成り立ちに興味と
関心を持たせます。 

１００４４ 地かくの変動 中学 １９ ６２ １ 

しゅう曲や断層などが形作られた時の
力の加わり方をモデル実験で示すと同
時に、その力の由来や、地かくの変動
が今なお続いていることをわかりやすく
解説した作品です。 

１００４５ 地層を調べる 小学 １９ ５５ １ 

雨水がしみこんで地下水になることを発見
した児童が、次々と露頭を観察しながら、
地層の構造や、地層の大きな広がりに気
づいていく姿を描いたユニークな作品で
す。 

１００４６ 月の動きと形をしらべる 小学 １９ １ １ 

月は東から出て西に入るまで刻々と見
える位置が変わり、日によって形を変え
て行くが、１日の動きは似ているという
天体の規則性を、微速度撮影を駆使し
て理解させます。 

１００５０ 
花から実へ 

トウモロコシのひみつ 
小学 ２１ ５９ １ 

児童にはとても花とは思えないようなト
ウモロコシの花とヒゲに焦点を当て、興
味と関心を喚起しながら、花から実がで
きる時の様子、受粉と結実の関係を理
解させます。 

１００５１ パスツールの実験  中学 １４ ４５ １ 

生物の自然発生説にとどめを刺す有名
なパスツールの実験。その中に読みと
れる科学の方法の好例を、人形とアニ
メーションを組み合わせた斬新な手法
で興味深く描かれています。 

１００５２ 
パレオパラドキシア 
よみがえる謎の化石動物 

中学 ２６ １ １ 

第三紀新世、日本の海辺に生きていた
大型哺乳動物パレオパラドキシア。世
界に五体という貴重な化石を手がかり
に、地質時代の大地と生物の変遷につ
いて考えます。 
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理 科 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１００５４ 冬のこん虫 小学 １５ ５９ １ 

寒くなると、昆虫の姿が見えなくなりま
す。この作品は、冬を過ごすさまざまな
昆虫の姿を観察し、昆虫の活動と温度
との関係を、また、冬という季節の特徴
を明らかにします。 

１００５５ へちまのかんさつ 小学 １７ ５５ １ 

たねまきから収穫までの児童の活動を
記録したもの。その間、野外の植物の生
育する様子を度々観察することによっ
て、季節と植物の生長の関係を考えさせ
る作品です。 

１００５６ 骨と筋肉 小学 １５ ５３ １ 

私たちのからだは状況に応じて、力強
く、あるいは滑らかに動くことができる。
その動きの構造を、映像技法を駆使し
て描き、骨と筋肉の構造に興味を抱く
よう意図した作品です。 

１００５７ ぼくのかたつむり 小学 １３ ５４ １ 

水槽で飼ったり、庭の植え込みに放して
観察したりしながら、餌の食べかた、体
のつくり、行動の特徴などに気づく。カタ
ツムリに親しみを持つようになる楽しい
作品です。 

１００５８ ミジンコの生殖 中学 １５ ６０ １ 

ミジンコは、環境状況の違いによって２
つの生殖方式（単為生殖・両性生殖）を
とる事が知られています。この教材で
は、この２つの生殖方式のしくみの順を
追って説明し、ミジンコが、環境の変化
の中で自然とたくみに調和する姿を紹
介しています。 

１００５９ 身近な生物の観察 中学 ２４ ５９ １ 

ごく身近な生物の観察を手がかりに、生
物の多様性、環境と生物との関係、生物
相互のかかわり合いなどを示唆する中学
生理科、特に生物領域のオリエンテーシ
ョンとなる教材です。 

１００６０ 耳のつくりとはたらき 小学 １８ ６ １ 

感覚器が感覚細胞を通して刺激を受け
取る巧妙なしくみを、感覚器の中から耳
を選んで解説。耳から音やからだの動き
を感じ、刺激を電気信号に換えて脳に伝
えるようすを示します。 

１００６２ 虫の冬ごし 小学 ５ ５９ １ 

寒い冬でも、虫たちは卵や幼虫、成虫
と、様々な姿で冬を越している。その様
子を描きながら、生物は冬でも生き続
けていることを理解させます。 

１００６３ 虫の一生  小学 １８ ６０ １ 

昆虫が一生の間に、卵・幼虫・さなぎ・
成虫の順序で姿をかえながら成長する
ものが多く、この全段階を経るものを完
全変態の昆虫と呼んでいる。しかし、昆
虫によって途中の段階を欠いたり（不
完全変態）、変態をしなかったりするも
のもある。昆虫のこのような変態の様
子をじっくり観察し、それぞれの変体の
特徴を理解させるとともに、そのことが
虫の活動する場所や時期の違いに関
係していることに気づかせます。 
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理 科 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

１００６４ メダカのたまごの育ちかた 小学 １８ ５３ １ 

小学生たちが、メダカの卵の変化する
様子を観察・記録し、その結果を整理・
検討して、結論を導き出す姿を描かれ
ています。、科学的なものの見方を育
てるユニークな作品です。 

１００６７ モンシロチョウの生活 小学 １９ ５４ １ 

卵・幼虫・蛹・成虫という完全変態の順
序を詳しく説明し、さらに、このライフサ
イクルをくり返すことによって種の生命
が連続することに気づかせる作品で
す。 

１００６６ 
もんしろちょう、 

行動の実験的観察 
中学 ２７ ４３ １ 

モンシロチョウの雄と雌は一見同じような
のに、雄はなぜ雌をみわけることができ
るのでしょう。また、なにを手掛りとして蜜
のある花をみつけるのでしょうか。映画
はこれらの問題をフリッシュの方法を利
用して実験的に追求し、雌を見つける鍵
は、形や動作や匂いではなく、雌の羽裏
の色によっており、また花をみつけるの
も色を手掛りにしていることを示します。 

８００７ どうして起こるの？感染症 中学 １７ ０ １８ 

感染症を予防するには、感染症を正し
く理解することが重要です。感染症の
発生原因や感染経路などを丁寧に解
説し、予防することの大切さを伝えま
す。また近年問題になっている新興感
染症や再興感染症など新たな問題も取
り上げます。 

保健体育 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

８００１ むし歯と歯肉の病気 小学 １５ ４ ５ 
虫歯と歯肉炎を取り上げ、原因と特徴
を明らかにしながら、歯の病気は自己
検診できることを教えます。 

８００２ じょうずな歯のみがき方 小学 １６ ４ ５ 

歯と歯ぐきの病気の予防法は、具体的
にはプラークの除去が大切で、そのため
の歯の磨き方の基本を示し、自分に合っ
た方法を発見する大切さを教えます。 

８００３ 
危機しのびよるエイズ 

正しい知識と予防 

中学 
高校 

２０ ５ ５ 

どういう点に注意すれば感染しないか、
具定例を通してエイズの正しい知識と予
防法を示します。厚生省エイズサーベイ
ランス委員会委員長監修。 

国 語 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

６００５ 

言葉の力をはぐくむ 

シリーズ 

第５巻 言葉を磨く  

洗練された日本語表現 

 

小学

（高

学

年） 

・ 

中学 

２６  ２２ 

美しい、洗練された日本語表現はどの
ようなものなのか。美しいリズムを感じ
させる近代詩や和歌・俳句などを取り
上げ、言葉のイメージを広げる比喩や
慣用句の具体的な使用場面を見せ、
古典から生まれた故事成語を取り上
げ、言葉を磨くことの必要性を考えま
す。 
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国 語 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

６００２ 
方言発見シリーズ 
味わおう！いろいろな方言 

小学 ２０ １７ １７ 

日本各地のいろいろな方言を紹介し、
その魅力と暖かさを味わいます。現地
の取材の映像を中心にしながら、暮ら
しの中に生きる方言の素晴らしさを再
発見していきます。 

６００３ 
方言発見シリーズ 
調べて伝えよう！ 
わたしたちの方言 

小学 ２０ １７ １７ 

自分たちの住んでいる地域の方言を調
べ、いろいろな形で表現していく過程を
追いながら、方言を使った発表事例や
交流活動の様子を紹介します。 

６００４ 
方言発見シリーズ 
やってみよう！ 
遊びと方言 

小学 ２０ １７ １７ 

遊びの中に生きる方言や、方言を使っ
た言葉遊びなど、子供たちにとって最も
身近な「遊び」を通して、方言の持って
いる言葉の力、言葉の楽しさを体験し
ます。 

６００１ こうして書けばいいんだね 小学 ２０ ４ ６ 

新しい作文指導では、目的や意図に応
じて適切に表現する能力の育成が重視
されている。この映像教材は文章の過
程に沿って具体的に映像化しながら、
楽しく書きまとめることを身に付けてい
きます。 

算 数 （ビデオソフト） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

７００１ およその考え方を生かそう 小学 １９ ７ ７ 

数量や図形で「およその考え」を生か
す。小５のグループが地域子ども会の
買い物を通して問題を考え、解決して
いく過程で「およその考え」を身につけ
ます。 
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１６ミリフィルム 
一般向け教育 （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２００３ 愛し いとしの花子さん 
高齢
者 

３３ ９ １０ 

「人を愛することに年齢が問われては
ならない」という根源的なテーマを、家
族や地域の人々との温かいふれあい
の中で描かれています。、涙と笑いの
シルバー人情喜劇です。 

２００７ おじいちゃん出発進行 
高齢
者 

３０ ７ ７ 

老人らしくというレッテルからはみ出し
てでもいきいきと生きていたいと願う一
人の男、この老人らしく生きることに反
発する一人の男の姿を通して老後の生
き方について考えます。 

２０１２ 心の叫びがきこえますか 一般 ３５ ７ ７ 

いじめにあった２人の中学生の両親の
痛恨の思いを通し、いじめが人権侵害
であり、決して許されない犯罪であると
いうことを検証する。早い段階での親の
あり方を具体的に提示し、家庭、学校、
地域が力を合わせ取り組むことの大切
さを訴えます。 

２００６ 親と子の小さな旅 一般 ３０ ６ ６ 

日々の生活の中で埋没している家族、
家庭、子育てのあり方を再発見し、そ
の持つ意味をある一家の一日の体験
を通して考えます。 

２０１１ 子どもの本音聞こえてますか 一般 ２８ ６ ６ 

親の理想を押しつけられ、その価値観
の違いに戸惑い、苦しみ、反発し、やが
て家族の中に居場所を見失う子どもた
ち。彼らの訴えを通して、親子の信頼の
きずなを築きあげるためには、日常どう
あるべきかが描かれています。 

２０２０ わが子の長所みえてますか 一般 ３０ ５ ６ 

子どもの将来を思いやるばっかりに、
かえって子どもの短所ばかりが見えて
しまうのは親の宿命かも知れないが、
近所の子どもを３日ほど預かった良子
の目を通して、長所を見つけ、励まして
やることこそ子どもを伸ばす王道なの
だということを示します。 

２００８ 気づいたときが変えるとき 一般 ３１ ３ ５ 

子育ては試行錯誤の繰り返しです。親
は自らの誤りに気づいた時、改める努
力をすべきです。子どもは親のそうした
努力や真摯な姿にこそ愛情や信頼を感
じとります。気づいた時が変わる時、そ
のことをある主婦の子育ての日々を通
して描かれています。 

２０１７ 反抗・少年非行を考える 一般 ３０ ５ ５ 

恐喝暴行傷害事件で検挙された中学
生、彼が次第に追い詰められて行った
深層心理を浮き彫りにし、何故このよう
な事件を起こすに至ったか等、奇跡を解
明しながら少年非行防止対策を訴えま
す。 
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一般向け教育 （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２０１９ 私たちのくらしと環境汚染 
中学
～ 
一般 

３１ ４ ５ 

地球規模で広がる環境破壊と汚染は
その原因のほとんどが我々の日常生
活の中から発生している。こうした環境
の危機を直視し、環境破壊や汚染をく
い止めるために私たちは今、何をしな
ければならないかを考えます。 

２０１４ 空高く夫婦とんぼ 
高齢
者 

３０ ４ ４ 

夫の病気がきっかけに老夫人が様々な
発見をしていく。夫婦の在り方、親と子、
祖父母と孫のかかわり、高齢化社会の
中で美しく老いることの意味を考えます。 

２０１５ 
どこか変だぞ 

子どものからだ 
一般 ３２ ３ ４ 

背筋力や背骨の弱い子、アレルギーの
増加など子どもの体が蝕まれていると
いう報告が教師や医師から多数寄せら
れているという。その原因や子どもの心
身の健康を守るためにどうしたらよい
かを探ります。 

２００４ 
おじいちゃんが階段をおりると
き 

一般 ３９ ３ ３ 

高齢化社会の中で、真に長寿を喜びあ
える社会にして行くには、私達が高齢
者と共に生きようとする心が大切なの
ではないでしょうか。そうするために、
高齢者が何を求めているのか。私達は
どうしたらよいかを描いています。 

２００５ 親父が街に帰ってきた 一般 ３１ ３ ３ 

仕事にかまけ、子育ての責任を放棄し、
会社以外に存在の場を持たない父親が
自己の役割に目覚め、青少年の育成に
積極的に取り組んでいく過程と、地域社
会のかかわりにと、その意義について描
かれています。 

２０１６ NO と言うのも親の愛 一般 ３０ ２ ３ 

三遊亭円楽の辛口家庭教育論をベース
に、子どもの真の幸せとは何か、立派に
育てるために親は何をすべきか、本当
の意味の親の愛情とは何かを問いかけ
ます。 

２００１ 悪徳商法手口集 一般 ３０ １ １ 

今まであった事例及び将来おこりうるケ
ースも含め、悪徳商法の具体的手口を
ドラマで描き巧妙なセールステクニック
なのか悪徳商法なのか、その実態を解
り易く解明します。 

２００２ 今、百年の時を越えて 一般 ３３ １ １ 
甲府市制１００周年を記念して実施した
１９の記念行事の記録です。 

２００９ 健康な老後の秘訣  
高齢
者 

２９ １ １ 

自らの健康管理、増進に励んでいるお
年寄りの生活や日常活動事例を通して
高齢期の健康づくりに役立つ実践知識
や心得が描かれています。。 

２０１０ 
甲府の歴史 

古代から現在まで 

小学
～ 
一般 

２５ １ １ 
甲府の古代から現代までの歴史を綴っ
た記録です。 
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一般向け教育 （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

２０１３ 祖母、母そして子どもたち 一般 ３２ １ １ 

今、私たちは未曾有の高齢化社会を迎
えようとしています。これは当事者とそ
の家族にとって大変な生活課題であ
る。それに対処するにはどうしたらよい
か、精神的、経済的側面から長期の生
活設計の大切さを考えます。 

２０１８ 
もうすぐ一年生 

新入学にそなえて 
一般 ２４ １ １ 

親は子どもが入学する前に読み書き、
計算が出来るようにしておけば良いと
考えがちですが、家庭生活で大切なの
は基本的な生活習慣のしつけ、友達と
仲良く遊べること。いかにすれば学校
になじめるか、具体的に描かれていま
す。 

劇映画 （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

３０１２ 泥棒と殿様 一般 ６０ ８ １３ 

幽閉された若殿様の屋敷に初仕事の
泥棒が忍び込む。二人は身分を越えた
友情を感じ奇妙な連帯感さえ持つよう
になる。だが人それぞれの立場は、互
いがともに生きることを許さなかった。 

３００５ お母さん・ぼく泣かへんで 小学 ４１ １１ １１ 

大阪在住の北岡克子さんの「ぼくって弱
虫」を原作にした作品です。小学生、やす
おの不登校をめぐる両親や担任の先生
の努力と地元の大人たちとの交流、そし
て、やすおを心にかける同級生たちが描
かれています。 

３００４ おじいちゃん元気になってね 
小学
～ 
一般 

４７ ３ ９ 

本当のやさしさとは、思いやりとは、世
代を越えた友情を、動物好きの少年と頑
固じいさんとの心のふれあいを明るい笑
いと涙で綴ります。 

３００７ がんばれまあちゃん 
小学 
中学 

４８ ７ ７ 

生まれつき耳が聞こえなくて、話もでき
ない５歳のまあちゃんが、障害にぶつか
りながら、温かな家庭に見守られて成
長していく姿を、姉かよの目を通して描
かれています。 

３０１１ 腕白たちの宝もの 
小学 
中学 

４８ ６ ６ 

少年たちが、親たちの生き方から愛情
を、友だちとのつきあいから友情の大切
さを、そして地域の人たちから人情を学
び、大きく成長していく姿と、人々とのつ
ながりの大切さが描かれています。 

３０１０ 八重ちゃんのフライパン日記 
小学 
中学 

５３ ５ ５ 

母親のいない３人の家族が、力を合わ
せて明るく生きぬく姿を通して、今最も
必要とされている家族の結びつきの大
切さが描かれています。 

３００２ あの雲に歌おう 
小学 
中学 

４９ ２ ４ 

丹沢の山ふところにある山村に生まれ
育ったおばあさんと、彼女の大自然に対
する熱き思いと愛情をしっかり受けつい
でいこうとする子どもたちとの、心温まる
交流が描かれています。 
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劇映画 （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

３００３ エミリーがやってきた 
小学 
中学 

４３ ３ ４ 

日系三世のアメリカ人少女エミリー。彼女
と日本の子供達の友情を描き、その中で
現代日本の子供達が失いつつある礼儀
や年長者を敬う心、自立心、生活モラル
などが描かれています。 

３００６ 帰っておいでチェリー 
小学 
中学 

５４ ３ ３ 

盲導犬の一生と人々の交流が描かれ
ています。。使用者に仕えたのち、老後
を小犬の時代に引き続き飼育奉仕の
人達に見守られて、その生涯を終える
様子などが描かれています。 

３００１ アフリカ友情物語 
小学 
中学 

５４ ２ ２ 

キリマンジャロ山麓の大自然をバックに
くりひろげられるアフリカの子どもたちと
の出会いと別れ、友情のドラマ。国際的
な連帯の素晴らしさを描いた大型児童劇
映画です。 

３００８ 
小さな家族 ・おばあちゃんが
いてぼくがいた 

小学 
中学 

５５ ２ ２ 

交通事故で両親を失った少年昭彦（小
４）は祖母小春に引き取られて郊外の
家から都心の古びたアパートへ。生活
環境の変化に内気な昭彦は戸惑うが、
祖母小春との生活を通して成長して行
く姿が描かれています。 

３００９ 父ちゃんと僕たちのスクラム 
小学 
中学 

４８ １ １ 

世の中を生きて行くには、逆行にめげず
に歩んで行けるような強い人間にならな
くてはならない。しかし、ただ強いだけで
はなく、他人の痛みも分かるような人間
になってほしい。そうした父親の願いを力
強く描かれています。 

交通安全 （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４０４２ 悟空の交通安全 
幼児 
小学 

１５ ６３ １ 
ドラゴンボールの愉快なキャラクターに
よって交通ルールを守ることなど交通
安全の大切さが描かれています。 

４０５１ 
スーパーマリオの 

交通安全 

幼児 
小学 

１４ ６３ １ 
ファミコンで子どもたちに人気のあるス
ーパーマリオに登場してもらい、正しい
交通安全の大切さが描かれています。 

１００２ 
ミラクル太郎の自転車安全教
室 

小学 ２０ ３ ０ 

子どもの自転車事故で、特に多い「飛
び出し」や急な進路変更、「交差点での
危険」などに焦点を当て、事故に合わ
ない、危険な目に合わないためにどう
すればよいかが描かれています。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４１１２ ねずみくんのチョッキ３ 
幼児 
小学 

２０ １２ １６ 

ボクねずみくん。じまんのあかいチョッ
キがまたまたのびちゃった。グスン。ボ
クがおちこんでいたら、ガールフレンド
のねみちゃんがあかいぼうしをつくって
くれたよ。やさしいよね、ねみちゃんっ
て。それから、ゾウさんやサルくん、ペ
ンギンさんたちとおんがくかいをひらい
たんだ。ボクはトランペットをふくはずだ
ったんだけど・・・ 第７話 またまた！ね
ずみくんのチョッキ 第８話 ねずみくん
とおんがくかい 第９話 ぞうさんとねず
みくん  

４１１３ ちびねこコビとおともだち 
幼児 
小学 

２０ １０ １６ 

いたずらっこだったチョビがお母さんに
なり、４匹の子どもが生まれました。末
っ子のコビはけんかが大好きで、いつも
いたずらばかり。ところがある日、宅急
便の箱に飛び込んだコビはそのまま見
知らぬ町に運ばれ、迷子になってしま
います。そんな時コビを助けて友達にな
ってくれたのは、優しくて大きなイヌちゃ
ん。コビはお家に帰れるのでしょうか？ 

４１１４ 
ぞくぞく村のオバケたち  

雨ぼうずピッチャン 

幼児 
小学 

２０ １３ １６ 

びしょびしょ丘に住む雨ぼうずのピッチ
ャンは、イタズラが大好き。ひさしぶりに
大暴れしたくなったピッチャンは、相棒
のくもすけとぞくぞく村でイタズラ三昧。
ところが、怒った魔女のオバタンやグ
ー・スー・ピーがピッチャンの頭のアンテ
ナをオンブオバケガムで封じてしまいピ
ッチャン大ピンチ。 

４１１５ １０＋１ぴきのかえる 
幼児 
小学 

２０ １２ １６ 

ひょうたん沼に夏がやってきました。あ
まりの暑さにぐったりするかえるたち
は、夕立が降ってきて大ハシャギ。する
と遠くの方から、はすの葉のボートに乗
ったかえるの少女・ケロコちゃんが流さ
れてきました。「私は帰ることができる
のかしら・・・」といって泣くケロコちゃん。
１０ぴきのかえるは、迷子になったケロ
コちゃんの家探しの旅に出発！です。 

４１１１ チョッちゃん物語 
小学 
中学 

８０ ８ １４ 

激動の時代を、妻として、母として、夫を
愛し子供たちの健やかな成長を願い、ど
んな困難な時でも家族のきずなを大切に
し、明るく、たくましく生きてきた黒柳朝さ
んの生き方をモチーフに「平和の大切さ」
「生命の尊さ」を感動的に描かれていま
す。 

４０２２ 
おじゃる丸ちいちゃいものの大
きなちから 

幼児 
小学 

１１ ４ １２ 

この作品は、特に道徳的なテーマを扱
っています。「ちっちゃいものクラブ」の
仲間たちとおじゃる丸が、月光町で助け
合いの大切さを学んでいくアニメーショ
ン映画です。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４０６５ 
ドナルドダックのゆかいな   
農夫さん 

幼児 
小学 

８ １０ １２ 

ここはドナルドダックの牧場です。牧場
にはたくさんの動物がいます。ディズニ
ーアニメのキャラクタードナルドダックと
動物たちとのてんやわんやの大騒動を
ゆかいに描いています。 

４０９８ ミッキーマウスの思いやり 
幼児 
小学 

８ １２ １２ 

わたしたちは集団生活の中で生きてい
ます。そのために大切なこと、それは
「思いやり」をもって人と接することで
す。ではその「思いやり」とはどういうこ
とかをアニメのキャラクターが子どもた
ちに理解できるようやさしく描かれてい
ます。 

４０５７ 
ちびまる子ちゃん ・まる子花輪
君に英会話を習う 

小学 ２８ ３ １１ 

まる子は、国際人をめざして花輪君に
英会話を習おうと決心する。クラスメ
イトたちを巻き込んで、またまた家族
をも巻き込んでのまる子の英会話修
行が始まったのです。 

４０７１ 
忍たま乱太郎 ・食堂とられた
の段・温泉だーの段 

幼児 
小学 

２５ ３ １１ 

女性漫画家、尼子騒兵衛作による落第
忍者乱太郎をアニメ化したものです。時
代物でありながら現代の子ども達の気
持ちをうまくつかみ、厳しい特訓、修行
ありの学園ドラマです。 

４０７２ 
忍たま乱太郎 ・父のかたきの
段・夏休みがなくなるの段 

幼児 
小学 

２５ ３ １１ 

女性漫画家、尼子騒兵衛作による落第
忍者乱太郎をアニメ化したものです。時
代物でありながら現代の子ども達の気
持ちをうまくつかみ、厳しい特訓、修行
ありの学園ドラマです。 

４０１５ 海からぶたがやってきた 
児 
小学 

４５ ９ ９ 

終戦後、沖縄の復興に貢献したハワイ在
住の沖縄人の活躍実話に基づいてアニメ
化。戦争で失われてしまった黒豚のかわ
りにアメリカの白豚を送り届けたボランテ
ィア活動を感動的に描かれています。 

４０１６ 絵からとびだしたねこ 
幼児 
小学 

１５ ８ ９ 

木暮正夫・原ゆたか原作「日本のおば
け話・わらい話」より、面白くて、楽しく
て、ちょっぴり怖い、ほのぼのとしたスト
ーリーで描かれています。おばけのお
話です。 

４０７０ 
忍たま乱太郎の 

地震用心火の用心 

幼児 
小学 

１１ ７ ９ 

忍たま乱太郎と仲間たちに登場して貰
い、ふだんから心がけたい火の用心の
大切さ、忘れてはならない地震のときの
防災の備えをわかりやすく描かれてい
ます。 

４０８３ 百目のあずきとぎ 
幼児 
小学 

１５ ８ ９ 

木暮正夫・原ゆたか原作「日本のおば
け話・わらい話」より、面白くて、楽しく
て、ちょっぴり怖い、ほのぼのとしたスト
ーリーで描かれているおばけのお話で
す。 

４１０８ 
ロトの紋章 

・ドラゴンクエスト列伝 

小学 
中学 

４５ ８ ９ 

原作の「ドラゴンクエストより」アルス少
年が、妖精たちの頼みによりマンイー
ターを倒し、妖精の里に平和な生活を
甦らせた奮闘物語です。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４００５ アリババと４０人の盗賊 
幼児 
～ 
中学 

２４ ８ ８ 
盗賊の隠した宝物をみつけたアリババ
が、盗賊たちを相手に知恵と勇気で大活
躍です。 

４０２９ 風の又三郎 
小学 
中学 

３０ １ ８ 
叙情豊かな宮澤賢治の童話の世界、
風の又三郎をアニメで描いています。 

４０３６ きもだめしのばん 
小学 
中学 

１５ １ ８ 
日本のおばけ話シリーズ。せすじゾクゾ
クようかいのお話です。 

４０６９ 人魚姫 
小学 
中学 

２４ ８ ８ 
地上に住む王子様に恋をしてしまった
人魚のお姫様、人間になって王子様の
もとへいこうとする人魚のお話です。 

４０７３ のっぺらぼう 
小学 
中学 

１５ １ ８ 
日本のおばけ話シリーズ。せすじゾクゾ
クようかいのお話です。 

４０８２ 氷河ねずみの毛皮 
小学 
中学 

２４ ８ ８ 
生かし、生かされる生命の大切さを詩う
宮澤賢治の童話をアニメで描かれていま
す。 

４０４３ こぎつねのおくりもの 小学 ３０ ５ ７ 

お地蔵様に化けたらおだんごが貰えるこ
とを覚えた三匹の子狐とおばあさんとの
心のふれあいを描いた感動のアニメで
す。 

４０５６ 注文の多い料理店 
小学 
中学 

２３ ４ ７ 

山奥にやってきた２人のハンターが山猫
軒という西洋料理店に迷い込み、数々の
不思議な出来事に遭遇する。自然の中
に無遠慮に踏み込んだ人間が仕返しを
受ける宮澤賢治原作の童話をアニメ化
です。 

４０６４ どすこい！わんぱく土俵 
小学 
中学 

５７ ５ ７ 

いままでスポーツとは程遠い生活をして
いた少年、勝治はしだいに、相撲という
スポーツに惹かれていく。どんな困難で
あってもめげず、それを乗り越えていく強
さ、責任感を、勝治は相撲を通して学ん
でいきます。 

４０３５ 金色のクジラ 小学 ２５ ６ ６ 

白血病の弟のために、自分の骨髄をさ
し出した兄。骨髄移植をテーマにした岸
川悦子原作のアニメ化作品です。兄弟
愛と勇気、家族愛と友情の物語です。 

４０８１ ヒロシマに一番電車が走った 小学 ３０ ６ ６ 

原爆投下のわずか３日後、広島の街に
路面電車が走り出した。戦争に行った
男たちに代わって車掌を務める少女た
ち、昭和２０年のあの夏を生きぬいた一
少女の体験記です。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４０８９ へんてこなボランティア 小学 ４６ ５ ６ 

三人の中学生から文字を教わったお陰
で老婆の生活に生き甲斐が生まれた。
念願の孫との手紙のやりとりも出来るよ
うになったからだ。彼等三人はふれあい
過程でボランティアの本質を学んでいき
ます。 

４０９４ ぼくへそまでまんが 小学 ２５ ６ ６ 
ぼくは畠山則安、そういつも失敗ばかり
している１０円やすさ。則安はなんでも
まんがに書いてゆくのだが・・・・・・。 

４０９７ 湖が吠えた日 小学 ２５ ６ ６ 

この物語は、不思議がいっぱいつまっ
たコロックル島に住む小さな双子のお
話です。今日はカヌーに乗ってお出か
け、リトルツインズをめぐって面白くて楽
しい心温まる物語です。 

４０４９ 白い馬 馬頭琴 小学 ２１ ５ ５ 

羊飼いの少年スーホーと白い馬との美
しい愛情物語です。少年と子馬の悲劇
をとおして子どもたちに欠かすことので
きない権利や自由のあることを訴えま
す。 

４０９２ 星の子 小学 ３１ ５ ５ 

オスカーワイルドの「星の子」をもとに、
人間の「ごう慢さ」「残酷さ」をいましめ、
「やさしさ」「思いやり」の大切さを親子の
愛情物語を通して感動的に描かれてい
ます。 

４０９３ ぼくときどきぶた 小学 ２５ ５ ５ 

則安が作った紙芝居、突然まおうがと
び出してゆびさきからレザー光線のよう
な光をはっしゃした。光があたり、皆ぶ
たになった。そして・・・・・・。矢玉四郎原
作「ぼくときどきぶた」のアニメ映画。 

４１１０ わすれるもんか 小学 ４０ ５ ５ 

目の不自由な正彦の精一杯生きている
姿が周りの人たちに感動を与え、感動を
受けた人が、その感動から行動を始め、
それがまた、周りの人を変えていくという
人間の変革と連帯を爽やかに描かれて
います。 

４０１１ いじわる狐ランボーの勇気 
幼児 
小学 

１５ ４ ４ 

暴れ者の狼ドラゴンと狐のランボーを通
して悪いことは悪いと、はっきり言える
勇気をもつことの重要性が描かれてい
ます。。 

４０５４ 太郎ケ池の夏まつり 小学 ３０ ４ ４ 
心の豊かさ、自立の心、人と自然とのつ
きあいの大切さを感動的に描かれていま
す。 

４０８０ 一つの花 小学 １５ ４ ４ 
小４年国語科教科書に載っている、今
西祐行原作のアニメ化、平和の尊さを
訴えます。 

４１０７ よわむし太郎 
幼児 
小学 

１５ ５９ ４ 

よわむし太郎と呼ばれる主人公の行為
を通して、自分の正しいと信じたことは
勇気をもってやり抜こうとすることの大
切さが描かれています。 



- 117 - 

 

アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４０３４ 金色の足あと 小学 ２８ ４ ４ 

子ギツネを救い出そうと、あの手この手
を駆使して挑戦するキツネの親子愛と、
少年との交情を感動的に描かれていま
す。 

４０５５ 
小さなバイキングビッケ 

大きな木馬の贈り物 
小学 ２３ ３ ３ 

あの手この手で攻め込んだもののビッ
ケのとんちで痛い目にあってしまったブ
ルーレッドたち。とうとう降参した彼ら
は、ビッケたちの前にやってきた。ブル＾
レッドは、降参の印として大きな木馬を
ブッケたちにプレゼントするが・・・。 

４０７７ 
バーニング・ビレッジ 

－あほう鳥じっちゃんの話－ 

幼児 
小学 

１３ ３ ３ 
年をとって、うまく魚のとれない漁師のじ
っちゃんが、命がけで大きなカジキに立
ちむかうお話です。 

４０９９ ムーミン・ぼくは王様だ 小学 ２５ ３ ３ 

ムーミンがとつぜんいばりだしました。
まるで世界でいちばんえらくなったみた
い。どうやらそれは、倉庫を掃除してい
たムーミンがみつけたメガネのせいらし
いのです。 

４１０３ 木龍うるし 小学 ２０ ３ ３ 
小学校５年国語科の教科書にも採用さ
れている。木下順二の名作、木龍うるし
をアニメでほのぼのと描かれています。 

４０１０ いじわる狐ランボーのなみだ 
幼児 
小学 

１５ １ ２ 

やっかい者扱いにされているランボーを
森の仲間たちが七夕祭に招待します。
しかし彼は「皆で俺をだます気だな」と
警戒するのであるが・・・意地っ張りのラ
ンボーが生まれて初めて見せた涙の秘
密を感動的に描かれています。 

４０４７ さようならカバくん 
幼児 
小学 

２５ １ ２ 

昭和１８年、上野動物園で多くの猛獣が
殺されたが、その難をのがれた二頭の
カバさんも同じ運命をたどることになっ
た。当時の少年がアニメを通じて現代
の少年少女に訴えます。反戦争アニメ
映画。 

４０４８ 新ちゃんがないた  小学 ３６ ２ ２ 

佐藤州男原作「新ちゃんがないた」を素
材に映画化したもので、四肢マヒという
障害をもつ少年がたくましく生きていく
姿をアニメーションで描いています。 

４０５２ 
せんすい艦に恋をした 

クジラの話 

幼児 
小学 

１５ １ ２ 

野坂昭如著「戦争童話集」におさめられ
ている「小さな潜水艦に恋をしたでかす
ぎるクジラの話」という物語をアニメーシ
ョンで描いています。 

４０６３ とべないホタル 小学 １７ ２ ２ 

羽がちぢんで生まれた為に、とべないホ
タルがいました。彼を励まし、助ける仲
間のホタルたち。足の不自由な妹の為
に、ホタル取りにやってきた姉と弟。ホタ
ルと子どもたちとのふれあいを通して、
やさしさと、思いやりの大切さを描いて
います。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４１０９ わたしおてつだいねこ 
幼児 
小学 

１９ ２ ２ 

お手伝いの大好きな「ねこさん」が引きお
こす失敗の数々と、それをやさしく見守る
周囲の親切な人との心の交流が描かれ
ています。 

４００８ いっすんぼうし 
幼児 
小学 

１２ １ １ 
小さな、小さなスーパーヒーローいっす
んぼうしの大冒険のお話です。。 

４００９ 一休さん 
幼児 
小学 

１２ １ １ 
とんちの一休さん。今日も得意のとんち
で大活躍。 

４０１３ うしわかまる 
幼児 
小学 

１２ １ １ 
日本一の武将、源義経の子どものころ
のおはなしです。 

４０１４ 海ひこ山ひこ 
幼児 
小学 

１２ １ １ 

昔、むかし、はるか昔の物語。釣りが上
手な海ひこと、狩りが上手な山ひことい
う兄弟がいました。古事記からのお話で
す。 

４０２０ おむすびころりん 
幼児 
小学 

１２ １ １ 
コロコロ、コロコロ、コロコロとおむすび
はどんどんころがっていきました。 

４０２１ おばけうんどうかい 
幼児 
小学 

２５ ６３ １ 

おかしなおばけたちの、楽しい動きとミ
ュージカルのテンポの良さがくわわり、
とてもゆかいな、ミュージカルアニメーシ
ョンで描かれています。 

４０３２ きんたろう  
幼児 
小学 

１２ １ １ 
気はやさしくて力持ち、足柄山のきんた
ろうのお話です。 

４０３３ 吉四六どん 
幼児 
小学 

１９ １ １ 

九州大分の民話「吉四六話」は多くの
人々に親しまれ小学校の国語の教科書
にも取り上げられています。そうした吉四
六どんのトンチの面白さを楽しく描かれて
います。 

４０４０ 虔十公園林 
幼児 
小学 

１８ ６１ １ 

小学校国語５年の副読本にもなってい
る。宮澤賢治の名作童話「虔十公園林」
のアニメドラマです。原作のもつ、いくつ
かの主張、人のつらさへの共感、自然
へのいつくしみ、多くの人につくすことの
喜びが描かれています。 

４０４６ さるかにがっせん 
幼児 
小学 

１２ １ １ 
いじわるサルをやっつけろ、子ガニたち
が大活躍のお話です。 

４０７６ はちかづき姫 
幼児 
小学 

１２ １ １ 
はちをかぶったお姫さまの不思議なふ
しぎなお話です。 

４１０２ ももたろう 
幼児 
小学 

１２ １ １ 
桃から生まれたももたろうがきびだんご
パワーで鬼退治をするお話です。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４００４ 愛華ちゃんの地球 小学 ３３ ５ ０ 

国連から「グローバル５００」賞まで受け
た環境マンガ「地球の秘密」を、愛華ちゃ
んが創り出すまでの短い生涯を描いた
感動のアニメです。 

４０１２ 牛女 小学 ２３ ６３ ６３ 
口が不自由だがとても力が強く、優し
く、働き者の女性が描かれています。 
小川未明原作、牛女のアニメ映画。 

４０２４ 風の母子 小学 ２３ ６３ ６３ 
昔々、高い雲の上にとても仲の良い風
の母子が住んでいました。 原作 石森
延男のアニメ映画。 

４０２５ 
がんばれバニー  

ぼくらの森を守れ 

幼児 
小学 

１０ ６３ ６３ 
森の平和をおびやかすキツネの夫婦
を、ウサギのバニーが森の動物たちの
助けをかりこらしめるお話です。 

４０２６ 神様がくれたクリスマスツリー 
幼児 
小学 

１２ ６３ ６３ 
クリスマスにまつわる心温まる物語を通
して、真心の美しさを描いています。 

４０２７ 蛙のお姫様 小学 ２０ ６３ ６３ 
王様が三人の王子に矢を射たせ、その矢
を拾った娘をそれぞれの后にしました。イ
ワン王子の矢を拾ったのは蛙でした。 

４０２８ かさこ地ぞう 
幼児 
小学 

１３ ６３ ６３ 
心温まる昔話を、民話的なアニメーショ
ンで描き親切、いたわりの心という道徳
的心情を培ってくれます。 

４０４１ こぎつねコンとこだぬきポン 
幼児 
小学 

２１ ６３ ６３ 

友だちのいなかった子ぎつねのコンと子
だぬきのポンは仲のよい友だちとなり、
友だちを持つことの楽しさが描かれてい
ます。 

４０５０ スーパーロボサモデルキン 
幼児 
小学 

１０ ６３ ６３ 
ロボットのサモデルキンが潜水艦に乗っ
て海底でタコ大王と戦い、活躍することな
どが描かれています。 

４０５３ 
七夕さま 

おりひめとひこぼし 

幼児 
小学 

１０ ６３ ６３ 
七夕にまつわる織姫と彦星の、夢のある
話を通して行事や祭りの持つ意味が描か
れています。 

４０７５ 腹ぺこ童子 小学 ２０ ６３ ６３ 

物の大切さを教え、欲しいものを手に入
れるためには、自分で精一杯の努力を
しなければならないことが描かれていま
す。 

４０７９ 羊と狼の知恵くらべ 
幼児 
小学 

１０ ６３ ６３ 
羊軍団と狼軍団の厳しい訓練や追いつ追
われつする決戦の様子をゆかいに描か
れています。 

４０８８ 福は内鬼は外 
幼児 
小学 

１１ ６３ ６３ 

なぜ、節分に豆をまくか知っています
か。楽しく、夢のある話を通してその行
事や祭りの持つ意味が描かれていま
す。 

４０９６ 見捨てられた仔犬 小学 ２３ ６３ ６３ 

幸吉は七つの時に大工の家に奉公に出
されました。そんな時出会った仔犬のチビ
は幸吉の唯一の心の支えだったが・・・。
原作下村千秋のアニメ映画。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４１０１ 
森のクリスマス 

サンタになれなかった狼 
小学 １８ ６３ ６３ 

間もなくやってくるクリスマスに悪賢いオ
オカミとカラスは共謀し大好物の子ウサ
ギをさらう計画をたてていました。さて計
画とは・・・。 

４１０６ よいこのたのしいクリスマス 小学 ２５ ６３ ６３ 
誰でも知っているクリスマスソングをミュ
ージックアニメーションで描かれていま
す。 

４００７ いじわる狐ランボー 
幼児 
小学 

１５ ６２ ６２ 
いつも仲間はずれでいじわるばかりして
いる狐のランボー、ランボーと森の動物
たちのふれあいが描かれています。 

４０１９ お馬 小学 ２３ ６２ ６２ 

甚七は馬で走るのが大好きであった。
村で初めて機関車が走るというので、
血気盛んな甚七は馬で機関車と競争す
ることになったが、さて軍配は？ 

４０２３ がんばれスイミー 小学 ２６ ６２ ６２ 

スイミーの知恵で、小さな赤い魚たち
が、広い海の中を思いきり泳げるように
なった喜びと、事態に対応した工夫や、
考えることの大切さを描かれていま
す。。小学校２年生の教科書にも採用さ
れています。 

４０３９ くもの糸 
幼児 
小学 

１５ ６２ ６２ 
自分さえ良ければという心の問題を描
かれています。。原作・芥川龍之介の名
作をアニメで描かれています。 

４０５９ 天までとどけ 小学 ２３ ６２ ６２ 

母のない弥一は漁をしているおとうさん
の白い船を遠くから探すのが大きな楽し
みでした。ある夏の夜、嵐がやって来ま
した。あとうさんはまだ帰ってきません。
父と子のおはなしです。 

４０６７ なっちゃんの赤いてぶくろ 小学 １８ ６２ ６２ 
明るいアニメを通して戦争や原爆の悲惨
さを訴え、親子で平和の尊さを訴えます。 

４０７４ 母子星 小学 ２３ ６２ ６２ 

病気のために母思想いの太郎助は米
問屋に自分の身体を売って母の薬を買
うことにしたのです。北原白秋原作、母
子星のアニメ映画。 

４０８６ ふしぎな錦 小学 ２１ ６２ ６２ 

中国の昔話です。織り上げた錦を売り
ながら三人の男の子を育てている母の
姿と親を大切にするやさしい心が描か
れています。 

４０８７ ふしぎな窓 小学 ２３ ６２ ６２ 

印刷工場でなれない印刷用の活字ひろ
いの仕事をしているスラドンは、ある日
老人の古ぼけた窓を買わされて、その
夜窓をふいていると突然・・・。西条八十
原作 ふしぎな窓のアニメ映画です。 

４００２ 青い鳥  小学 ３２ ６１ ６１ 

メーテルリンクの名作。しあわせの青い
鳥をもとめて、様々な夢の国をさまよう
チルチルとミチルのファンタスティックな
冒険物語です。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４００３ アリとキリギリス 
幼児 
小学 

１２ ６１ ６１ 
遊んでばかりいると、いざという時に困
るということを教えているイソップ物語の
アニメ化です。 

４００６ 
田舎のネズミと 

都会のネズミ 

幼児 
小学 

１２ ６１ ６１ 

田舎の暮らしに飽きたネズミは都会の
暮らしに憧れて、都会に出て行く
が、・・・。イソップ物語のアニメ映画で
す。 

４０３８ 空気がなくなる日 小学 １８ ６１ ６１ 
すい星が地球に最も接近する時、地球
から空気がなくなるという。ハレーすい
星を題材にしたアニメーションです。 

４０６２ 
トム・ソーヤの冒険 

あこがれの蒸気船  
小学 ２７ ６１ ６１ 

マークトウェイン原作のトム・ソーヤの冒
険をアニメで描かれています。 

４０６６ 泣いた赤おに 
幼児 
小学 

１５ ６０ ６１ 

アニメならではの楽しさの中に、真の友
情を考える。赤鬼の望みをかなえてや
ろうと進んで悪者になる青鬼の心情を、
ごく自然な友達への思いやりとして描か
れています。 

４０７８ １００ばんめのサル救命 
小学
中学 

１７ ６１ ６１ 

野生ザルのイモ洗いの習慣が１００匹
目に伝わった時、それが海を隔てた他
のサルたちにも伝わったという事実をも
とに、反核、平和の意志も１００ばんめ
のヒトの出現で、世界中に広がるとい
う、国際平和記念映画です。 

４０８５ プカドン交響楽 小学 １２ ６１ ６１ 
金管楽器、木管楽器、弦楽器、打楽器の
はじまりと発達を楽しく描いたアニメ映画
です。 

４１００ 森のトントたち・白鳥の湖 小学 ２５ ６１ ６１ 
ケガで飛び立つことが出来ない白鳥を
介抱し、群にかえしてやるという動物愛
護アニメーションです。 

４０６８ 
ニルスの不思議な旅・ 

お天気魔女のいたずら 
小学 ２９ ６０ ６０ 

お天気魔女の気まぐれで急に強い風が
吹き荒れる。氷の張った湖の上を渡る
二人の子どもに危険が迫る。ニルスは
モルテンに乗って空から道案内をして
子どもたちを助けます。 

４０１８ おじいさんのランプ 小学 ２２ ６０ ６０ 

おじいさんがランプ屋を始め、自分なり
の「文明開花」を実践しますが、やがて
電気の時代となり、思いきってランプ屋
をやめて本屋を開業するまでのあゆみ
を、やさしさと、なつかしさをこめて描か
れています。。教科書にも載った新美南
吉の名作をアニメで描かれています。 

４０１７ おしゃれトンボ 
幼児 
小学 

１１ ５９ ５９ 

おしゃれなトンボが染物屋で羽にとても
美しく模様を描いてもらいます。それが目
立って鳥たちに狙われ、元の姿がいいこ
とを知ります。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４０３０ きつねの窓 
幼児 
小学 

１１ ５９ ５９ 
お花畑の染物屋さんで、指に藍色をぬ
って空にかざすとなつかしい人の姿が
浮かぶという幻想的な物語。 

４０３１ 金色の足あと 
幼児 
小学 

１１ ５９ ５９ 

山で捕らえられ、正太郎の家で飼われ
ている子狐に危険を冒し、乳を飲ませる
親狐の子に対する深い愛情に、正太郎
は強く心を打たれるのでした。 

４０３７ くずの葉ぎつね 小学 ２６ ５９ ５９ 

歌舞伎や浄瑠璃でも有名な、日本の古
い伝承（くずの葉）の物語をもとに親子、
夫婦の愛情をうたいあげる美しいアニメ
ーションです。 

４０４４ 三太子ネコ 
幼児 
小学 

１１ ５９ ５９ 
生まれたばかりの子猫をすてることの
できない三太は、近所のウサギ小屋に
入れた事から始まる大騒動。 

４０４５ 三太・チョビ助の病気 
幼児 
小学 

１１ ５９ ５９ 

愛犬チョビ助が病気になり、犬思いの
三太は病気に効く水を隣村まで貰いに
行った。この水の効めは凄く、たちまち
チョビ助は元気を取り戻します。 

４０６０ どじょっこ ・ふなっこ 
幼児 
小学 

１１ ５９ ５９ 
池の中の四季を描かれています。、わ
らべうた、どじょっこふなっこをアニメで
描かれています。 

４０６１ 杜子春 小学 ２１ ５９ ５９ 

芥川龍之介の名作童話を映画化。中国
の唐の都に住む若者。杜子春が、数々
の試練を経て、やがて「人間らしく」正直
に暮らしていくことの大切さに目覚めて
いく過程が描かれています。 

４０９１ ぽけっとの海 
幼児 
小学 

１１ ５９ ５９ 

海を見たいと言う病気の父に娘は吹雪
の中を行き、ひとかけらの氷をぽけっと
に入れてもどってきました。このひとか
けらの氷のお陰で父である漁師は、病
気から立ち直る事ができたという親子
の愛情が描かれています。 

４０９５ 魔法のじゅうたん 
幼児 
小学 

１０ ５８ ５９ 

「アラビアンナイト」より昔、インドの国に
王の後継ぎ問題を利用して、ひそかに
国の財宝をのっとろうとしていた大臣が
いました。王子（アーメッド）は、そのこと
に気づき魔法のじゅうたんに乗り悪だく
みをあばきます。 

４１０５ 幽霊屋敷 小学 ２０ ５８ ５９ 

イギリスで活躍した作家、オスカーワイル
ドの短編小説「カンタビルの幽霊」を子供
向けに構成した楽しいアニメーションで
す。 

４００１ あんじゅとずしおう  小学 ３１ ５８ ５８ 

森鴎外作「山椒太夫」より、安寿と厨子王
の悲しくも美しい伝説、母と子、姉と弟の
深い愛情を謳い上げるアニメーションで
す。 

４０８４ ブレーメンの音楽隊  
幼児 
小学 

１０ ５８ ５８ 
ロバ、犬、猫、鶏が泥棒達を追い出し、そ
こで毎日美しい音楽を奏でながら楽しく暮
らすグリム童話の作品です。 
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アニメ （１６ミリフィルム） 

資料 
番号 

題名 対象 
時間
(分) 

製作 
購入 
年 

内容 

４０９０ ぼくは子象の消防隊  
幼児 
小学 

１７ ５８ ５８ 

動物村の消防士、子象のポンプ君を中
心に森の動物たちが力をあわせて、村
や山の火事を防ぎます。防火教育アニ
メーションです。 

４１０４ 
ゆかいなリトルボーイ 

動物とちえくらべ 

幼児 
小学 

１１ ５８ ５８ 
６人のゆかいなリトルボーイが、色々な
活躍をする楽しいアニメーション。情操
教育にふさわしい明るい作品です。 

 


