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分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

101 101 作品の時代的背景や作者のおいたち、ひととなりは作品の鑑賞にあたっ
て非常に重要である。日本近代詩の分野に重要な地位を占める4人の
詩人のふるさと、との関係を描く。

詩人とふるさと－藤村・白秋・朔太郎・
光太郎－

中3

S54　　　22分

101 102 日本の自然と人生を見事に融合させ、独特の境地を開いた芭蕉を中心
に、西行、蕪村、一茶、子規など感情豊かな句境を美しい画面に再現し
ている。

日本人の心をもとめて－俳句の世界
－

中3

S54　　　25分

101 110 狂言にふれる機会の少ない人に古典芸能との出会いの場として「棒縛」
と「宗論」についてその魅力を解説し理解を深めることを目的とした鑑賞
入門のための作品。

狂言鑑賞入門棒縛・宗論をみる 中～一般

H9　　　33分

社会102

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

102 132 16世紀の中ごろ、種子島に漂着したポルトガル人によって日本に伝来し
た2丁の鉄砲が天下統一までの歴史の流れの中で果した役割を当時の
日本と世界の交流を混え描いたもの。

鉄砲の伝来 小6～中

S51　　　22分

102 133 幕末のころの幕政の動き、幕府の諸外国との交渉などに対応し、長州・
薩摩などの世界の情勢に目ざめた若い侍たちが新しい日本をつくろうと
して、しだいに尊王倒幕の方向へ動いて行く。近代日本の夜明け前のす
がたを生き生きと描き出している。

幕末から維新へ 小6～中

S52　　　20分

102 134 土地を仲だちにした主従関係でしっかりと結ばれた鎌倉時代の武家社
会、その武家社会を背景にした新仏教を中心とする個性的な鎌倉文化
の特徴を人物、舞台、社会などと関連させながら描いている。

武家社会と鎌倉文化 小6～中

S53　　　22分

102 135 復元された五色塚古墳を例に、古墳の大きさ、構造、増築工事のようす
などイラストをまじえてとらえるとともに、各地の古墳や出土品をとりあげな
がら、古墳のもつ意義について説明している。

古墳の時代 小6～中

S55　　　20分

102 136 炭素14を用いた年代測定の原理を線画をまじえて説明し、さらに縄文土
器による年代測定の事例、カリウムやリビジウムを用いた礫岩による億単
位の年代測定について説明している。

年代を測る 中・高

S55　　　16分

102 137 江戸幕府の基礎を固めるうえで、大きな役割を果たしたといわれる三代
将軍にスポットをあて、その制度や時代背景を、文化財として保存されて
いる建造物や史料をもとに描いている。

家光と江戸幕府 小6～中

S55　　　20分

102 138 歴史の大転換期ともいえる安土桃山時代の社会と文化の特色を、さまざ
まな文化遺産と歴史的景観などを交えながら解説している。

安土桃山の文化と社会 小6～中

S55　　　24分

102 139 明治維新後、近代国家への歩みの中で、西欧文明を着実にとり入れよう
とした当時の特色を、現存するかずかずの資料や代表的人物を配し、わ
かりやすく説明している。

文明開化 小6～中

S55　　　20分

102 146 東大寺、薬師寺、正倉院など現存する数多くの文化遺産を背景に、奈
良の都における政治や文化の様子について描いている。

奈良の都－平城京－ 小6～中

S52　　　22分

102 148 登呂遺跡を通し、当時の村の景観や人びとのようすを描くとともに、農作
業や米づくりに利用された農機具とその利用方法を具体的に再現し説
明している。

登呂の米づくり 小6

S59　　　21分

102 149 東大寺や平城京の遺跡を背景に、聖武天皇の頃における歴史的背景
についてとらえるとともに、その頃つくられた大仏建立の方法やそれにた
ずさわった人びとの苦労などを説明している。

聖武天皇と奈良の大仏 小6

S59　　　20分

102 151 昭和元年から昭和16年までの、いわゆる生活の近代化へと同時に、経
済恐怖や杜会不安の発生、軍部の干渉など暗い谷間の時代といわれる
16年間の日本の世相について描いている。

昭和時代の幕あけ 小6～中

S60　　　20分

102 152 昭和16年太平洋戦争への突入から、昭和20年戦争の終結まで、いわゆ
る太平洋戦争時代における日本の政治・経済・社会の状況など当時の
世相について描いている。

太平洋戦争の記録 小6～中

S60　　　20分

102 153 尾張の農家に生まれ、織田信長の家臣となり、やがて全国を統一し関白
の地位にまでのぼった豊臣秀吉の生涯をとらえながら、戦乱の時代の中
で、天下の統一が進められていった過程を説明している。

秀吉と天下の統一 小6

S61　　　20分
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102 154 昭和20年戦争の終結から、昭和26年サンフランシスコ講話会議を経て新
生日本の独立に至る6年間の、政治・経済・社会の状況など当時の世相
について描いている。

焦土からの復興 小6～中

S61　　　20分

102 213 兼六園や石川門をはじめとする藩政時代の文化、遺物産、九谷焼や加
賀友禅などの伝統に培われた美術工芸、安宅の関跡地の史跡など数々
の名所・旧跡や自然の特色を描き出す。

加賀 小3～5

S50　　　25分

102 214 遺跡もあり、美しい自然に恵まれた能登、そこに営まれている生活や民
族的行事。その伝統の中から営農や漁業にも新しい試みが見られ、静か
に能登は移り変りつつある。

能登(シネスコレンズが必要) 小3～5

S50　　　24分

102 215 京阪神を中心に変わりゆく近畿地方、神戸港、阪神工業地帯、琵琶湖
の用水と自然保護、古都の様子、紀伊半島の産業などその特色と問題
点を混じえながら描いている。

近畿地方－その特色と課題－ 中

S55　　　20分

102 227 寒い地方と暖かい地方の生産や暮らしを具体的に対比させながら描き、
各地の人々が困難な自然条件を克服するために様々な努力をしている
事実を理解させ、自分たちの郷土とくらべ、日常生活に絶えず工夫しよう
とする意欲を育成する。

気候と人びとのくらし 小4

S52　　　21分

102 235 茨城県の水郷地域、霞ケ浦沿岸とそれに続く台地を選び、低地の人々
が水の災害を克服し、農業・工業と生活向上に努力やくふうがなされ、台
地の人々は乾燥を克服し、施設栽培や養豚などを大規模に行っている
ようすを描く。

低地と台地のくらし 小4

S53　　　17分

102 236 高知県と沖縄県を例に、温暖な気候を生かした生産活動や、台風を防ぐ
ための工夫等気象条件に適応した生活の様子を描いている。

暖かくて雨の多い地方のくらし 小4

S56　　　20分

102 237 厳しい自然条件の中での、農業、鉱工業、水産業などの現状をとらえ、
人々の生活とのかかわりを描いている、,

北海道の産業と生活 中

S56　　　22分

102 239 群馬県嬬恋村を例に、高い土地に住む人びとの特色ある暮らしの様子
や、農業などにみられる生産の工夫や努力を、季節を追ってとらえてい
る,、

高い土地と人々のくらし 小4

S57　　　16分

102 240 有株山、桜島、霧島、富士山、三原山などの日本の代表的な火山を、航
空撮影により立体的にとらえ、それぞれのもつ火山の特性について説明
している。

空から見た日本の火山 小5～中

S57　　　30分

102 241 日本の気候が、南と北、太平洋側と日本海側で大きく違うことを比較でと
らえ、その違いがくらしや産業に大きな影響を与えていんことを説明して
いる。

日本の気候と自然のようす 小4

S58　　　20分

102 242 自然災害の実態とその対策の現状、又開発にともなう自然保護の問題な
どを具体的事例をあげ説明している。

国土の自然を守る 小5

S58　　　20分

102 243 温暖な東海地域の工業や農業、寒冷な中央高地と北陸の産業やくらし
に焦点をあて、中部地方における自然や気候の違いと、交通網の整備
などが、地域の産業の発展や人々の生活に大きく関わっていることを説
明している。

中部地方－自然と産業と人々の生活
－

中

S62　　　24分

102 244 東北新幹線や高速道路によって大きく変貌した東北地方。日本の穀倉
地帯、果樹栽培、三陸の水産業、伝統工業と新しい工業などに焦点をあ
て、その実情を描きます。

東北地方－自然と産業と人々の生活
－

中

S62　　　24分

102 245 地球儀と平面地図でみるそれぞれの国の位置、方位、面積の違いにつ
いて比較するとともに地球儀の正しい見方や使い方について説明してい
る。

地球はまるい 小6

S62　　　20分

102 246 石川県白峰村桑島が手取ダムの建設により湖底に沈むことになったのを
機会に美しい桑島の自然と人情を四季にわたって記録したものである。

桑島の四季 小・中

S63　　　38分

102 302 高温多湿で、水の増減も著しい自然条件の中で川を産業や交通・流通
に生かして、豊かな生活づくりに努力している様子をとらえている。

－熱帯のくらし－タイの生活とメナム
川

中

S55　　　18分

102 303 気温の変化がはげしく、乾燥の著しい中で、地下資源を開発師、その収
益で自然条件を克服し豊かな生活を気づく努力や工夫をしている地域
の様子から、自然と人間生活の関係を捉えさせる。

－乾燥地帯のくらし－石油資源をい
かすイラン

中

S52　　　18分

102 313 モスクワ北西の小さな沼に源を発し、ロシアの平野と森を抜け、大地を潤
し、はるか南のカスピ海まで、延々3,700kmに及ぶ、ボルガ全流域をとら
え、伝説やロシアの歴史、現在の様子などを紹介している。

母なる河ボルガ 中

S54　　　39分
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102 318 アメリカの農業、特に小麦生産に焦点をあてその機械化と大規模経営の
ようすや流通機構を描き、アメリカの農産物と日本や世界の国々とのかか
わりあいなどについて説明している。

アメリカ合衆国の産業　－農業の特
色－

中

S54　　　20分

102 323 華北の畑作、華中、華南の稲作の様子など、中国の特色ある農業や人
びとの生活を描いている。

中華人民共和国の農業 中

S56　　　21分

102 324 牧羊、鉄鉱、石炭などオーストラリアを代表する産業をとりあげ、その特色
をとらえるとともに、日本との違いや関係などについて説明している。

オーストラリアの産業 中

S58　　　20分

102 325 鉱産資源の開発や、熱帯雨林のひろがるアマゾン川流域の開発など、
広大な国土をもち未開発の状態にある資源の開発と、産業、経済の発展
に努力しているブラジルの様子をとらえている。

ブラジルの資源と開発 中

S59　　　20分

102 326 インドにおける農業の様子を、米づくり、とくに水との問題に焦点をあてて
とらえるとともに、農業生産向上のためのインドの農業がかかえる課題に
ついて説明している。

インドの農業　－水と米づくり－ 中

S59　　　20分

102 327 広大なアンデス山脈にひろがる高原地帯、その中で農業や、リャマ・アル
パカなどの牧畜を営み、きびしい自然条件を克服し生活している人々の
生活や、豊かな鉱山資源の開発の様子を描いている。

アンデスの人々の生活 中

S60　　　20分

102 328 大部分が寒帯というきびしい環境に位置するカナダの自然の様子を描く
とともに、森林や石油の開発など資源開発に重点をおく産業の現状を、
きびしい自然にたちむかう人々の姿を背景に説明している。

カナダの自然と資源の開発 中

S60　　　21分

102 329 タイ・メナム川流域の低湿地帯での稲作りの様子や、乾季には極端な水
不足に悩む北東部の稲作の様子をとらえるとともに、タイの人々の生活
を、米の集積地であるバンコクの様子を背景に描いている.

タイの米作りと人々の生活 中

S61　　　20分

102 330 西アフリカのギニア湾岸地方の国ガーナ、執帯の厳しい自扶を生かした
農業の特色や、人々の生活の様子を、海外青年協力隊や日本人医師
の活躍にもふれながら説明している。

ガーナの産業と人々の生活 中

S61　　　20分

102 331 ゴムや石油、茶なと豊かな天然資源をいかし、新しい国つくりを進めるイ
ンドネシアの姿を、多くの民族による多様な生活様式や伝統文化、歴史
的な背景などをふまえ説明している。

インドネシア　資源と産業 中

S61　　　19分

102 332 フィヨルドの美しいノルウェー、森と湖そして林業が盛んなフィンランドな
ど北ヨーロッパの自然の特色や、土地を開拓し改良を進めながら酪農国
として築きあげてきたデンマークの様子をとらえている。

北ヨーロッパ 中

S61　　　21分

102 333 黒海沿岸クリム半島のコルホーズにおける実状をもとに、ソピエト連邦に
おける農業生産の様子や、農村地帯における人々の生活の特色などに
ついて説明している。

ソビエト連邦の農業と生活 中

S61　　　20分

102 334 アラビア半島の一角に位置する国カタールをとりあげ描いたもので、石
油資源の開発による人々の生活の変化や、砂漠における水利用の工
夫、イスラム教との深いつながりなどを説明している.

西アジアの自然と生活 中

S62　　　20分

102 405 1日の人の動きを、駒落し画面など興味ある特殊撮影を駆使しながら、土
浦市に出入する人の動きを具体的に描き・自分達が住んでいる市が近く
の町や村と仕事や暮しを通じて、いかに緊密に結びついているかを考え
させる。

人の動きでみた町や村の結びつき 小3

S53　　　20分

102 408 小田原市の防火のための組織や消防署の活動を具体的に描きながら、
人々の安全を守るために公共機関が相互に連絡し合い働いていること
を説明している。

火事をふせぐ 小4

S54　　　20分

102 410 より便利で、より豊かな生活をという人々の願いは産業の発達を促進させ
てきた。それにともないいろいろな公害が広がってきて、今や世界的な問
題になってきた。今後どっしていったらよいのかを考えさせる。

産業の発達と公害 小5～中

S54　　　20分

102 411 たんに、ごみ処理の方法や清掃工場のつくりなどを紹介するだけでなく、
私たちが何気なく出しているごみの処理が地域社会や環境の汚染から
守るうえに重要な仕事であることに気づかせる。

ごみのゆくえ－きれいな町に－ 小4

S54　　　15分

102 412 小田原市における水道のしくみを例に生活に大切な水を計画的に確保
していることや、水道を守るために多くの人々が働いていることを説明し
ている。

わたしたちのくらしと水 小4

S55　　　20分

102 418 利根川架橋を例に、国や市町村の政治が、どのようにかかわりあい結び
あっているかを説明している。

政治のはたらき 小6

S56　　　20分

102 419 日米の貿易のようすを中心に、私達の生活が貿易を通じて・諸外国との
密接なつながりをもっていることと、国際理解の大切さについて説明して
いる。

国際社会の中の日本 小6

S57　　　20分
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102 420 憲法の三原則一国民主権、平和主義、基本的人権の尊重をイラストなど
で整理しながら考えさせる。日本国憲法の基本的な考え方を子どもの目
を通して具体的に探り・民主政治のあり方に目を開かせようとするもの。

憲法とわたしたちの生活 小6

S60　　　20分

102 518 鹿島工業地帯を例に、計画的に造成された重化学工業地域の特色を解
説。工業地域造成のために、とくにどんな条件をととのえようとしたか、そ
れがどのように活用されているかを描く。

工業地帯をさぐる－生活を支える条
件－

小5

S52　　　20分

102 519 自動車工業の盛んな豊田市を例に大工場を中心とする地域の工業生産
のようすをとらえながら、技術の開発、資源の有効利用、協力工場との関
係など生産を支える諸条件について説明している。

自動車工場のまち 小5

S53　　　21分

102 520 瀬戸の陶磁器が発達してきた背景と伝統芸術のすばらしさ、近代への歩
み等をとらえている。

日本の伝統工業－やきものの町－ 小5

S55　　　20分

102 521 自動化によるパンの製造工程をとらえながらそこで働く人たちは、安全や
衛生に留意するとともに、仕事の分担とお互いの協力によって決められ
た時間の中で合理的に働いていることを説明している。

パンこうじようではたらく人たち 小3

S55　　　19分

102 522 小田原のかまぼこづくりの特色ある生産活動とその由来、人びとの仕事
に対する工夫と努力や生産活動を通じての他地域との結びつきなどに
ついて描いている。

わたしたちのまちと工場 小3

S55　　　20分

102 526 伝統工芸の一つ、輪島漆器の工程をとらえながら、近代機械工業の生
産と異なる様子を説明している。

輪島市の漆器づくり 小5

S56　　　20分

102 527 その1.エネルギーと産業、その2.エネルギーの開発と利用の2編からな
り、石油エネルギーにかわる、天然ガス、原子力、石炭エネルギーにつ
いて説明している。

エネルギーと私達の生活 中

S58　　　40分

102 528 千葉県君津の製鉄所を例に、生産のしくみや生産に必要な工業用水、
電力、輸送、又地元とのつながり等、生産をささえる諸条件を説明してい
る。

君津の製鉄所 小5

S58　　　13分

102 608 米作の今後は、日本農業の基本問題として注目されているが・今後のあ
り方としての機械化、共同化、大規模経営などの実体も示す。

米作の機械化 小5

S50　　　20分

102 609 米作農家の一年を通しての生産活動や労働の特色、生産の実状などを
示し、日本の農業を進めていく上での問題点や今後の方向についても
考えさせる。

米作り農家の一年 小5

S51　　　24分

102 611 木材生産にたずさわる山の村の人たちの生活や仕事を追いながら、苗
木の育成や幼木の手入れ、伐採のようすや林業の機械化を描き、山の
人たちの仕事は私たちの生活と深いつながりがあることを知らせる。

山ではたらく人 小3

S59　　　19分

102 615 河川や海水の汚濁、乱獲などで水産資源が著しく減少してきている今
日、いかに水産資源を保護し、増養殖を進めているかを、水中や顕微鏡
撮影を駆使しながら描く。

水産資源の保護と育てる漁業 小5

S53　　　20分

102 619 変動する現在の貿易の実状の中で、産業をささえる貿易の基本的な観
点を示したもの。プラント輸出や在外商社の活躍など海外取材も収録し
ている。

産業をささえる貿易 小5～中

S54　　　20分

102 620 長崎県福江島で漁業を営むひとりの漁師の仕事を背景に、わが国の沿
岸漁業の現状や問題点を説明している。

沿岸漁業のようす－長崎県福江島－ 小5

S56　　　21分

102 621 殆んどの食料を外国からの輸入にたよっている日本の現状と食料供給
に果す農業の役割りや日本の農業がかかえる問題点を説明している。

日本の農業と食糧資源 小5

S58　　　19分

102 622 まぐろ船の出漁準備や漁場での仕事のようすなどをとらえながら、海の仕
事は天気などの自然条件に深い関係があることや災害を防ぐために、互
いに協力しあっているようすを描く,,

海ではたらく人たち 小3

S64　　　21分

102 703 駅や保線の仕事に従事する人々のようすを具体的に追いながら、これら
の人々や施設はすべて列車の安全・正確な運行という、ただ1つの目標
を目ざしていることを理解させる.

えきやほせんのおじさん 小3

S54　　　16分

102 706 郵便物がどのような経路で集配され、これに従事する人たちのどのような
働きで、早く確実に届けられているかを描き出す。

ゆうびんきょくのしごと 小3

S50　　　18分

102 710 江戸時代、最上川の船運やその河口港酒田を中心にした千石船の活躍
を中心に当時の物資輸送の仕方を描いている、,

－江戸時代の－川と海の交通 小6～中

S54　　　20分
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分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

104 121 電流・電圧・抵抗をモデル化して考え、実験し、予想し、修正し、確認し
ながら、電流は電子の流れであることを具体的に理解させていく.,モデル
で考える学習方法にも多くの示唆を与える.

モデルで考える電流 中2

S53　　　21分

104 122 実験により運動の速さや向きの変化の原因が力であることや、慣性の法
則、運動の相対性など運動には規則性があることを説明している.

いろいろな運動を観察する 中3

S55　　　20分

104 123 こども達の工夫により、紙のおもちゃが作られていく過程や、それらの作
品が風によってどのような動き方をするかを示しながら、おもちゃ作りのヒ
ントや方法を描いている。(生活科)

かぜでうごくおもちゃ 小1

S55　　　12分

104 125 熱気球による温度と体積の関係、対流の実験、金属による伝導の実験、
放射の実験など、物をあたためた時の変化や物のあたたまり方について
説明している。

物のあたたまり方 小4

S57　　　21分

104 126 放射線が一定の規則性をもって減少していくことを、霧箱の実験でとらえ
るとともに、炭素14の半減期を利用した年代測定の原理について説明し
ている。

放射線と半減期 高

S61　　　5分

104 206 ロケットや燃料電池など、水素をエネルギー源とした利用の現状や、酸
化チタン電極による水素の製造法をとらえ、これからのエネルギー源とし
ての水素の活用について説明している。

未来のエネルギー資源－水素－ 高

S61　　　5分

104 312 星はどのような動き方をするのか,オリオン座やカシオペア座の観測、微
速度撮影による実際の星の動き等を通して、規則的な星の動きを理解さ
せる。

星の動きをしらべる 小6～中1

S53　　　19分

104 327 雲はどんな原因で、どのような過程を経てできるのだろうか。断熱膨張、
上昇気流、凝結核などの問題について、実験やくふうされた動画、そし
て特殊撮影を駆使して明快に解説したもの。

雲のできかた 中2

S51　　　20分

104 328 前線と低気圧の観測や微速度撮影、モデル実験によって説明するととも
に、その前線の移動によって変化する気象現象を気象衛星写真と地上
天気図との対比、赤外線放射温度計によるデータ等を使って理解させ
る。

前線と天気の変化 中2

S52　　　21分

104 330 すじ雲、うろこ雲などいろいろな雲の形をとらえるとともに、雨を降らせる
雲のようすや、雨雲の上のようすを飛行機によりとらえ、さらに一日の天気
と雲の変化のようすを微速度撮影によりとらえ説明している。

雲と天気 小5

S60　　　18分

104 331 断熱圧縮・膨張による温度変化の現象や、雲の発生について実験により
示すとともに、過去、日本で最高気温を記録した山形市を例に、フェーン
現象のしくみについて説明している。

フェーン現象 中・高

S61　　　5分

104 332 太陽電池発電所、無人灯台、TV無人中継所、太陽熱発電所など太陽
エネルギー利用の現状をとらえるとともに、太陽エネルギーのもつ特性に
ついて説明している、、

太陽エネルギーの特性と利用 中・高

S61　　　5分

104 333 土星の表面の様子や、十星をとりまくリングの正体、タイタンを始め六つ
の衛星の様子などについて、ボイジャー1号による土星探査の記録をもと
に説明している.

土星 中・高

S61　　　25分

104 334 太陽と月の位置や月の形の変化について、子どもたちの実際の観察の
ようすを背景に描くとともに、観察の方法や注意すべき事項について具
体的に説明している.

太陽と月－形と動き－ 小5

S64　　　20分

104 335 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
かりやすく示します。

太陽の高さと気温の変化 小5

S64　　　20分

104 336 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る。

月の動きと形をしらべる 小5

S64　　　19分

104 337 謎に包まれたすい星の誕生と正体.そのなかでもハレーすい星を主役と
し、太陽系の歴史と人間の歴史をつないでいく説得力ある鮮やかな構成
によるアニメとタイアップして強い感動を呼ぶハレーファン必見の映画。

すい星 中～一般

H9　　　12分

104 423 地そうを観察し、その重なり方、各層を構成する物質の特性を気づか
せ、地そうが主に流水の働きによってできることを理解させる。

地層のでき方 小6～中

S60　　　15分

104 424 しゅう曲とはどんなことか。断層とはどんなものか。またそのいろいろを模
型実験と実際の場とを交互にみせてわかりやすく解説する。

地層－しゅう曲と断層－ 小6～中

S51　　　13分
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104 426 地層の様子やそこに含まれている色々な種類の化石を描いて、その種
類や地層の様子などから、化石の出来方、その化石が出来た当時と現
在の土地の様子の違い、気候の違いなどをどのように推考出来るかとい
う事を示す。

化石と地そう 小6～中

S62　　　19分

104 427 世界の代表的な火山の爆発時の状況をとらえながら、その火山のもつ特
徴などについて説明している。

地球は生きている－火山の驚異－ 中3

S54　　　30分

104 428 最近における伊豆半島地震、宮城県沖地震や過去における世界各地
での大地震の災害例をあげながら、地震に対する認識とその心がまえに
ついて描いている。

揺れ動く大地－地震の驚異－ 中3

S54　　　30分

104 429 火成岩のでき方の違いによって火山岩と深成岩に分けられることやそれ
ぞれの岩石の構造を観察や実験を通して説明している。

火山岩と深成岩 中3

S56　　　24分

104 430 露頭や、切通しに見られる、特徴ある地層とその観察のしかたについて
描いている。

地層をしらべる 小6

S56　　　18分

104 431 大増水時における川の様子を上流から下流までとらえ、激流による典型
的な水の三作用(削る・運ぶ・積らせる)を、平常時における川の様子と比
較し説明している。

川をしらべる 小4

S59　　　19分

104 432 日本列島における氷期の存在を、海進や海退、氷河地形、動植物やそ
の化石の分布などから立証するとともに、ウルム氷期の自然と人間の生
活を、長野県`野尻湖における発掘調査記録をもとに説明している。

氷河時代の日本 中・高

S59　　　32分

104 433 柔い地層と固い地層のでき方とその違い、れき岩、砂岩、泥岩など構成
している物質や粒度による堆石岩の分類などについて、実験や具体的
例をもとに説明している。

たいせき岩のできるまで 中3

S61　　　18分

104 529 花というものを機能的に解説し、花粉とめしべとの関係を明らかにし、受
粉という現象をとらえ、実になるまでの変化を内面と外面から説明してい
る。

花から実へ 小5

S62　　　19分

104 534 モミを苗代にまき、苗を田植えし、その後株わかれをしつつ成長して、花
がさき、実るまでのいわばイネの一生を特殊撮影をまじえて描く。イネを
通して植物の成長と一生を追う。

イネのかんさつ 小5・6

S51　　　14分

104 535 シダ類とコケ類のからだのつくり、ふえ方、その生活史などを特殊撮影に
よって花のさく植物と対比しながら観察し、その特徴を理解させるなか
で、水中生活から陸上生活への適応している概念を思考させる。

シダ類とコケ類のつくりとふえかた 中1

S51　　　19分

104 536 日あたり、土中の深さ、水中などによる種子の発芽のちがい、結実のちが
いなどを学校で栽培し、観察するようすを描く。

ひまわり 小3

S52　　　16分

104 537 厳冬期にも葉を落さない植物について、凍結の問題を細胞レベルで説
明している。また、昆虫について個体での実験だが、越冬形態の原理を
描き、低温環境下における生物の適応の様子を明らかにしている。

冬を越す生物のからだのしくみ 高

S53　　　20分

104 539 たねが発芽するには、どのような条件が必要か、たねのつくりはどうなっ
ているかを、豆を使って実験し観察の経過をとらえている。

たねの発芽 小5

S55　　　18分

104 540 稲のモミとインゲン豆を素材に、発芽のようすや、発芽のための環境条件
などを実験を通して説明している。

たねのめばえ 小5

S56　　　18分

104 541 じゃがいもの植えつけから収穫までの全過程を通して、その芽ばえ、茎
や葉の成長、いものでき方などを、観察や実験によって明らかにしてい
る。

じゃがいもの育ち方 小6

S57　　　16分

104 542 光合成のはたらきは、光に強さや温度の条件によって変化することを、
様々な実験を通し説明している。

光合成 中1

S57　　　5分

104 543 植物が育つ土には、水、空気など必要な条件が含まれており、それぞれ
がかかわりあって植物の成長を助けていることを実験をまじえ説明してい
る。

植物を育てる土 小6

S58　　　19分

104 544 根から取りこまれた水が、茎を通り葉の気孔からでていくまでを実験によ
り示すとともに、根や茎、葉など植物のつくりとはたらきについて説明して
いる。

植物のつくりとはたらき－水の通りみ
ち－

小6

S58　　　19分

104 545 冬芽で冬を越す木のようすや、枯れ草の下で越冬する虫のようすを取り
あげ、春、それらの生物が活動を始めるまでの移り変りを説明している。

草や木や虫たちの冬ごし 小3・4

S58　　　21分

104 546 細胞の半透性や原形質分離といった生物的な現象により、パーセント濃
度とモル濃度の違いや、溶液の濃度を表す方法としてのモル濃度につ
いて説明している。

細胞とモル濃度 高

S61　　　5分
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104 547 生活排水による湖沼の富栄養化現象をとりあげ、主な要因となっている
チッソやリンの除去の方法を、ホテイアオイを利用した実践活動の成果を
もとに説明している.

水質の保全－ホテイアオイの働き－ 高

S61　　　5分

104 548 太陽の紫外線で受けた遺伝子の傷を、光によって治すウニの光回復の
実験をとらえ、生命と環境の微妙な平衡が進化の一つの原因であること
を説明している。

紫外線と生命 高

S61　　　5分

104 549 草原で遊んでいた子どもたちが森の中で休んだときに森の外と中の温度
の差や、植物の育ち方の違いに気づき疑問を持つ。そして調査をくり返
し、検討しながら探究していく姿を描く。

森林の植物を調べてみると 小4

S64　　　20分

104 601 キリギリスの鳴き声をもとに、体の特徴、動き方、餌などについて気づか
せ、他の虫の鳴き方や鳴き声などを紹介している。

草むらの虫 －鳴く虫しらべ－ 小3

S56　　　21分

104 603 花に集まる虫のようすや、それぞれの花のしくみをとらえながら、受粉に
まつわる花と虫との結びつきを明らかにするとともに、風により受粉する
花などについてもとりあげ説明している。

花と虫たち 小3

S55　　　19分

104 640 池や小川の水生動物の活動の場所、活動のようす、採集かた、飼育のし
かた、飼育をとおしての観察など、基本的なことを見とらせ、日常観察で
は不可能に近いことも見せている、

池や小川のいきもの 小5

S50　　　16分

104 641 魚とりという経験を通して、水中の生物の食べ物、住んでいる場所、動き
などの違いを観察させながら自然に接する喜び、自然観察の大切さを感
じ取らせる。

小川でみつけたメダカやゲンゴロウた
ち

小5

S53　　　21分

104 642 メダカの産卵のようすや卵から稚魚がかえるまでのようすを、子どもたち
の観察の目を通して説明したもので、微速度撮影でとらえた卵の内部の
変化や生まれた稚魚の生活がわかりやすくとらえている。

メダカの卵の育ちかた 小5

S54　　　18分

104 643 潮がひいた磯辺の環境、潮だまりに住むさまざまな生物のようすと捕食
行動などをとらえながら、潮汐による極端な環境の変化に対応する生物
の生態について説明している,,

磯の動物と環境 中

S55　　　22分

104 644 土の中の動物や微生物が自然界の物質循環の中で果たしている役割を
採集・飼育・実験等を通して理解させようとしている

土の中の小さな生きものたち 中3

S55　　　21分

104 645 卵からかえったモンシロチョウの幼虫が、ヤドリバチなどの天敵や、雨・風
などから身を守りながら成虫になり産卵する。きびしい自然条件の中で生
きつづける姿をとらえている。

モンシロチョウ 小3

S58　　　18分

104 646 フリッシュの蜜蜂の研究実験をもとに映画化したもので、蜜蜂の色覚・嗅
覚・餌場に対する情報伝達の方法などについて、野外における具体的
な実験を示し説明している。

蜜蜂の行動をさぐる 中・高

S55　　　30分

104 647 イソギンチャクやナマコの食性、タツノオトシゴやタコの産卵のようす.巻貝
をめぐってヒトデやフグ・タコの争いなど、海にすむ生物の生存のきびしさ
をとらえている。

深海の謎 小～高

S55　　　30分

104 648 冬を越す虫の姿を追って雑木林や野原を探しテントウムシ、オオムラサ
キの幼虫、カマキリの卵、アゲハチョウのさなぎ等がいろいろな場所にい
ろいろな形で冬を越すようすをとらえている。

冬のころ－虫はどこにいるの－ 小3・4

S55　　　18分

104 649 アフリカの各国立公園、クルーガー、ツァボセレンゲティ、マニヤラ湖等の
動物保護区でみることのできるアフリカ野生動物の自然の姿をとらえてい
る。

野生の王国－アフリカ－ 小・中

S55　　　24分

104 650 セイロン島の密林は、ヒョウと野象が支配している人影のない世界であ
る。また、サイチョウや猿(ラングール)の群れ、夢中でアリを食うナマケグ
マもいる。海は湧いているような熱帯魚の乱舞でけんらん豪華である,,

ジャングルの動物たち 小・中

S48　　　30分

104 651 1年間の季節の変化を背景に、それぞれの季節に応じた事象の変化や、
その時期の特徴、動植物の成長や活動のようすなどについてとらえてい
る。

きせつといきもののようす 小4

S57　　　20分

104 652 土の中の落葉を食べる小動物のはたらきや、死んだ動植物を分解する
菌類のはたらきを描く

土の中の生物 中3

S57　　　5分

104 653 サケ、カエル、ヘビ等を例に、それぞれの類の動物のふえ方の特徴を、
環境条件との関連で具体的にとらえ説明している。

動物のふえ方 中2

S58　　　19分

104 654 生まれ育った川に戻り産卵の準備を始めるサケの様子や、産'卵そして
卵の成長とふ化、稚魚の成長の様子など、自然環境の中での魚の成長
過程を克明にとらえている。

魚のそだちかた－サケー 小5

S59　　　20分
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理科104

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

104 655 プランクトンを食べる生物、海草を食べる生物、肉食性の生物など海に
すむ生物の様子をとらえ、食性を通しての生物相互のつながりを説明し
ている.

食物と動物のつながり 中3

S59　　　12分

104 656 アブラムシの体のつくりや生活、ふえ方、アブラムシをとりまく昆虫、そし
て環境の変化にあわせた生活など、アブラムシの種類によって異なる様
子をまじえ克明にとらえている、,

アブラムシの生態 中3

S60　　　19分

104 657 バッタやトンボ、ハチなど昆虫の生活や体の特徴、飛び方、産卵のようす
などについて、児童の観察記録や昆虫のモデル制作の過程を背景に説
明している。

コンチュウのかんさつ 小3

S60　　　19分

104 658 体内で起る化学反応のエネルギーを巧みに利用し、外敵から身を守るゴ
ミムシ、そのゴミムシのガス発生のしくみを、実験やアニメにより説明した
もので、自然界における化学反応と発熱の事例として興味深くとらえてい
る。

ガスを出す虫 高

S60　　　5分

104 659 カエルの卵を素材に、1個の細胞である卵から始まって、オタマジャクシ
ヘ、そしてカエルヘと変化していく中で、細胞がどのように変化し成長し
ていくかをとらえている。

細胞と成長 中3

S61　　　15分

104 660 ミミズの体のつくりや、動きのしくみ、巣の構造、光に対する性質、餌のと
り方などその特徴を実験観察を通し説明している。

ミミズ－体のつくりと生活－ 中2

S61　　　24分

104 661 バッタやコオロギの飼育、観察を通し、住む場所や食性、鳴き方、活動の
ようす、産卵などの違いについてとらえるとともに、虫の飼育にあたり留意
すべきことなどについて説明している。

虫さがし－バツタやコオロギ－ 小3

S61　　　20分

104 711 心ぞうの基本的な役目であるポンプ作用は、どのようなしくみが、どう働い
ているのか、実物とモデルの対応で描く。

心ぞうのしくみ 小6～中2

S50　　　15分

104 713 人体の中でも、理解させにくいといわれている呼吸の概念と肺のしくみを
ユニークなモデルや実験を混えてわかりやすく描いたもの。

肺のしくみ 小6～中2

S51　　　15分

104 714 ヒトの血液について、その組成を解明しながら、それぞれの特徴的形態
を克明に描いている。さらに高度の技術を伴う動物実験や貴重な走査電
子顕微鏡写真を用いて、それらの働きについてもわかりやすく解説して
いる。

血液の成分とはたらき 小6～中2

S52　　　20分

104 715 血液中の不用物が腎臓のはたらきにより体外へ排出されるしくみを、カエ
ルの実験により説明している。

腎臓のはたらき 中2

S56　　　5分

104 716 でんぷんの消化、消化液のはたらき、養分の吸収などを、実験を通して
説明している。

消化のしくみ 小6

S56　　　15分

104 717 丈夫な骨を持った健康な子どもを育てるにはどうしたらよいか。この映画
では骨の機構と働き、骨と栄養の関係、そして運動とのかかわりあいを説
明している。

骨は生きている 小6～中2

S57　　　29分

104 718 神経系の中枢である脳とせきずいのつくりと働きを、カエルによる刺激反
応の実験や、猿による大脳の機能の実験などをまじえ説明している。

脳とせきずい 中2

S57　　　20分

104 719 胃や腸など食べ物の消化や吸収の働きをする消化管を、内視鏡やX線
撮影などによりとらえ、そのしくみを線画をまじえ説明するとともに、消化
にとって大事な胃液やだ液の働きを実験をまじえ説明している。

食べ物の消化 小6

S62　　　19分

音楽105

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

105 107 アニメによって音符をわかりやすく解説したもので、四分音符に変身した
「かえる」主人公に八分音符、休止音符などさまざまな音符「かえる」の
ユーモラスな動きによって理解させようとしている。

たのしいおんぷ 小1～3

S55　　　19分

図工・美術106

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

106 113 画家による人物の制作過程を追いながら、構図のとり方、明暗による絵と
しての表し方などを説明するとともに、風景画における表現の仕方につ
いてもふれている。

絵の楽しい見方とかき方 小・中

S55　　　20分
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保健体育107

保健体育107

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

107 104 年々増加していく骨折事故の原因を解明しながら、育ちざかりの子ども
たちが遊びの中から、基礎になる体力を身につけていくようすを動物実
験を交えながら科学的にわかりやすく描く。

育ちざかりの体づくり 父母(小)

S54　　　28分

107 126 歯の形やはたらき、乳歯と永久歯の抜けかわりなどをやさしく描き、正し
い歯のみがき方を導く。

よい歯! 小3～6

S51　　　18分

107 127 思春期における「性と健康」との相関について正しい認識を深め、この時
期の欲求や行動の特性、病気とその予防、健康な生活と心身の関連な
どについて描く。

性と健康 中3

S54　　　19分

107 129 身のまわりの細菌のようす、人間のからだに備わっている細菌防御機
構、腸内細菌のすみつく過程などを実験・模式図などにより説明してい

からだと細菌 中

S55　　　19分

107 130 女子の体の生理、その手当の方法、生理時における日常生活の過しか
たなどについて、わかりやすく描いている。

生理時の手当と女の子の生活 小3～6

S56　　　15分

107 131 むし歯のできる原因についてとらえるとともに、むし歯を予防するための
方法を、子供たちの生活習慣の中でとらえ説明している。

むし歯の予防 小1～4

S59　　　20分

107 132 性に対する十代の実態を、統計や事例をもとに説明するとともに、性に
対する正しいあり方とは何かについてとらえている。

十代と妊娠 中・高

S60　　　20分

107 133 女性の裸の写真に興味をもつ男の子を見、そして自らも初潮が始まり性
に対する嫌悪感を抱く女の子が、学校や、母親から性に関する話を聞
き、性とは何か、命の大切さや生命誕生のすばらしさについて感じとって
いく。

こどもたちへ－いのちと愛のメッセー
ジ－

小5～中1

S62　　　55分

107 134 植物のオシベとメシベの役割や、人間の男一女の体の違い、受精のしく
み、受精卵の成長そして新しい生命の誕生などを説明し生命の誕生に"
性"がいかに大切かを描く。

どうして生まれるの?かわいい赤ちゃ
ん

小3～6

H2　　　30分

107 135 歯の大切さや歯みがきの重要性について、人形劇で描く。ムシ歯城をやっつけろ－みんなハブ
ラシマンー

幼・小(低)

H2　　　14分

107 136 シンナーを吸う一人の中学生を主人公に、シンナー乱用が本人の心や
体をおかすだけでなく、家族や周囲の人たちまでも苦しみや悲しみにま
きこんでいくことを、ドラマ構成で描いている。

シンナーは君を滅ぼす 中

H4　　　24分

107 137 シンナーに手を出してしまう少女が人生をもう一度生き直すことになり、シ
ンナーを身近な問題として、これからの生き方を考えさせる作品である。

リフレイン 中～一般

H5　　　23分

107 138 ニホンザルの生態を通して、生命と性の関係をわかりやすく描いた作
品。大自然の中で育まれる子ザルたちの生命・オスとメスの体の違い・性
交・生命誕生のしくみ・出産等がイラストなどによりわかりやすく表現され
ている。

ゴンはオスでノンはメス～ニホンザル
の性～

小3～6

H9　　　31分

107 225 とび箱のとび越しの基本をふまえた上で手のつき方、ふみ切り方、空中
姿勢など、とび越すための重点を描き、腕立て開脚とびその他数種のと
び方が紹介されている。

とび箱 小3～6

S50　　　14分

107 226 児童のバスケットボールのゲームをとらえながら、基本となるパス、ドリプ
ル、シュートなどについてスローモーション撮影をまじえ解説している、,

小学生のバスケットボール 小5・6

S52　　　16分

107 227 4-6年の各学年における鉄棒運動の基本とその指導法について示したも
ので、技術ポイント、段階的な指導法、できない子どもに対する指導法な
ど事例をあげて説明している。

小学校の器械運動 小4～6

S54　　　19分

107 228 ボール操作、身体操作や対人操作など、動きの素早い各種の技能を高
速度撮影やストップモーションなどをつかって、わかりやすく説明してい
る。

ハンドボール 中

S54　　　20分

107 229 ひねり戻しの運動とその操作に適した基本姿勢のつくり方、正しい動き
の要領、軽快なリズムの3基本を柱に、V字型練習からパラレルの練習
ウェデルンまで一気に組立てられている。

スキーの基礎－回転技術編－ 小～高

S58　　　18分

107 230 スキーの装着・歩行・方向転換からはじまり、登行・直滑降・プルークボー
ゲンまでを描く。のばしプルーク・曲げプルーク・スライドプルークなど上
級動作へのつなげる基本技術を教えている。

スキーの基礎－基本技術編－ 小～高

S58　　　18分

107 231 創作ダンスの学習について、幼児から成人まで発達段階に応じて技能
の特性を概観しながら、舞踏文化へのつながりを描いている。

創作ダンスの指導法 小～高

S55　　　27分
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保健体育107

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

107 232 塔、竹、ゆうぜん、媒介……といろいろなテーマで演技がつづく。リズムと
動き、表現のしかたなど参考になる点が多い。

創作ダンスヘの招待 中・高

S55　　　28分

107 233 マット運動の基本とその方法について示したもので、技能のポイント、段
階的な指導法、出来ない子供に対する指導法など事例をあげて説明し
ている。

小学校の器械運動 小4～6

S55　　　16分

107 234 腕立開脚とび、腕立閉脚とび、台上前転など各学年における跳び箱運
動の基本とその方法を示したもので、技能のポイント段階的な指導法、
出来ない子供に対する指導法など事例をあげ説明している。

小学校の器械運動 小4～6

S55　　　20分

107 235 クロールのばた足、腕のかき方、呼吸法など初歩的な技術とその練習法
を描いている、,

楽しい水泳教室－初歩のクロール－ 小3～中

S56　　　14分

107 236 平泳ぎのかき手、かえる足、呼吸法など初歩的な技術とその練習法を描
いている。

楽しい水泳教室－初歩の平泳－ 小3～中

S56　　　14分

107 237 サッカーの基礎学習やゲームの進め方、ルールについて説明している。小学校のサッカー 小5・6

S56　　　20分

107 238 動きを工夫して楽しく踊る児童の姿を生き生きと描いている。友達や他の
グループと協力して動きを工夫する子供達の姿を通して情操豊かな感
受性や表現能力を培う作品。

楽しい表現運動 小3・4

S57　　　20分

107 239 バレーボールの基本的なプレーである、攻め方と守り方の要点について
説明するとともに効果的な練習法を具体的に説明している。

中学生のバレーボール(2) 中

S58　　　15分

107 240 輪を回す、とぶ、ころがすなどの運動の初歩的技術を、小学生による模
範演技を通して説明している。

わを使った運動 小3・4

S58　　　12分

107 241 伸しつ前転、とびこみ前転、後転倒立、側方倒立回転など、中学校にお
けるマット運動の基礎的技術や段階的な練習法について、中学校の実
技をもとに説明している。

マット運動 中

S59　　　15分

107 242 表現運動の中で、対立する感じの素材として海をとりあげ、荒海の波の
動きと船や岩の対立する感じを二つのグループにより表現されている過
程をとらえている。

表現運動 小6

S59　　　15分

107 243 80年代の新しいスキー指導法として改定されたスキー教程の内容につ
いて、トップスキーヤーによる模範演技により説明している。

日本スキー教程 一般

S60　　　30分

107 244 歩くスキーの基本的な技術とトレーニングの方法、初心者に必要なス
キー・ストック・靴などスキー用具の知識について具体的に説明してい

歩くスキー 一般

S60　　　15分

107 245 ボールリフティングやキック、トラッピングなどサッカーにおけるボール扱
いの基礎的技術や攻め方、守り方の基本について、中学生による実技
をもとに説明している。

中学生のサッカー(1) 中

S61　　　20分

107 246 ヘディング、ドリブル、タックル、シュート、ゴールキーピングなどサッカー
における基礎的技術や、攻め方、守り方の基本について、中学生による
実技をもとに説明している。

中学生のサッカー(2) 中

S61　　　21分

技術・家庭108

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

108 109 一般的な家事用電気機器を選びその上手な使い方、手入れと保管の仕
方、かんたんな故障の見付け方と修理法などを紹介し、暮らしを豊かに
するための電気エネルギーの使い方も考える。

家庭電気器具の上手な使い方－掃
除機・冷蔵庫・洗濯機－

中2・3

S56　　　20分

108 118 日常生活に不可欠な洗剤について、その分子の成り立ちや洗浄力、河
川の泡立ちと洗剤の因果関係、安全性の研究、台所洗剤の使用基準な
ど広い範囲にわたって解明し、消費者に正しい使い方をのぞんでいる。

合成洗剤の研究－安全性解明と正し
い使い方

中2～高

S56　　　21分

108 119 子供たちがおやつ・学用品・ゴミなどについて、実地の学習をし、生活の
"むだ"がたくさんあること。よい物とはどんな物で、それが自分に必要な
ものであるかどうかという価値判断を身につけていく。

小さな消費者 小6

S56　　　30分

108 120 5年生における袋物、6年生のカバーやエプロンの製作の学習'風景を追
いながら、縫うことの楽しみを感じとらせるとともに、繊維の種類や織り
方、縫い方の基本的な技能について説明している.

縫う－布と糸でつくる－ 小5・6

S55　　　20分

108 133 被服が体温の調節に果たす役割りを、実験をまじえ説明するとともに、気
温や季節の変化の中での被服の着かたについて描いている。

着る 小5

S57　　　20分

108 134 コンピュータの正体をつかむため、「学習用シュミレータ」を使って、コン
ピュータの働く原理を視覚化して説明する。

コンピュータの正体をつかまえよう 中～一般

H2　　　25分
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技術・家庭108

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

108 135 高度情報社会を迎えて、コンピュータと無縁ではいられなくなった今日、
コンピュータの基本的な働きを説明し、杜会で活躍するコンピュータシス
テムを紹介する。

コンピュータの利用を考えよう 中～一般

H2　　　23分

108 136 ［寄贈］病原体 一般

H21　　　15分

108 137 ［寄贈］ふきんの科学 一般

H21　　　22分

108 138 ［寄贈］食生活の知恵－調理の衛生－ 一般

H21　　　19分

108 139 ［寄贈］食中毒の話 一般

H21　　　20分

108 140 ［寄贈］暮らしの中から－食生活と生活－ 一般

H21　　　19分

108 141 ［寄贈］台所の衛生 一般

H21　　　20分

道徳110

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

110 115 算数はダメでも工作は上手、授業についていけない生徒に、放課後、級
友が手助けをしてやる。そこに真の友情が芽ばえてくるようになった。

竹とんぼの空 小3・4

S52　　　25分

110 116 鉄棒やとび箱など体育の時間を苦手とする児童が友人たちに励まされな
がら徐々にそれを克服していく姿を描く。

ぼくの変身－やりぬく心－ 小3～6

S53　　　30分

110 117 毎日テレビに振り回されているボク。そんな姿を冷ややかに見つめるボク
の分身との葛藤。同じような悩みを持つ友だちと「テレビ同盟」をつくるま
での話。

テレビに泣かされたボク 小3～6

S54　　　20分

110 118 男女交際における男女の性心理の違いや交際のエチケットなど、中学
生年代における望ましい男女交際のあり方について描いている.

中学生の男女交際を考える 中

S59　　　19分

110 119 毎朝のように集団登校時間に遅れ、理由もきかれず罰としてみんなのか
ばんをもたされる児童をめぐって、仲間たちが、そんな行為を反省し助け
あっていく様子を描いている。

かばん持ち 小3・4

S59　　　20分

110 120 いつもクラスの子にいじめられているやえちゃん、やえちゃんに同情し親
しくしようと思うが周囲の眼が気になりいじめの側にいる真由美、そんな
二人のなかで、次第に真由美の心が・わけへだてのない心を持つことの
大切さを悟っていく。

やえちゃんとわたし－わけへだてのな
い心－

小3・4

S60　　　31分

110 121 道徳指導資料に記載されている作品を素材に映画化したもので、お母さ
んが作ってくれたエピソードを通して、主人公が、父母の深い愛情にめざ
めていく様子をとらえている。

お母さんの卵焼き 小5・6

S61　　　20分

110 122 あいさつができないゆきちゃんが、雲の上の少年とのかかわりあいのなか
で、次第に、あいさつのできる子に変容していく様子を、民話調アニメで
描いたもので、多くの人と接するうえであいさつのもつ大切さを感じとらせ
ている.

ゆきちゃんのこんにちは 小1・2

S61　　　19分

110 123 太宰治原作「走れメロス」を素材に映画化したもので、メロスは一日という
約束で自分のために身代りになり牢に入っている友のため走り続け、無
事約束を果すという物語。友情と信頼をテーマにして、さらに勇気をもっ
て行動することの大切さを描いている。(アニメ)

走れメロス 小5～中2

S64　　　20分

110 124 原爆で大きな傷を受けながらも強く生きていたエノキの老木、そのエノキ
が台風のため倒れてしまい枯れそうになるが、地域の子供たちの懸命な
努力で再び生命をとりもどす。生命と平和の尊さを伝える教材である。(ア
ニメ)

ひろしまのエノキ 小3～6

S64　　　24分

110 125 本の返却をめぐり友達と気まずくなった健一は、父の転勤で田舎の学校
へ転校するが、偶然、返したと思った本を見つけ、自分の非を反省し友
情の大切さに気づく。(アニメ）

雪国からのたより 小3～6

H2　　　24分

110 126 向こう見ずの双子の「うりっ子兄弟」が、失敗したり、友だちに助けられた
り、母の愛情を感じたりしながら、自分の力で、基本的な生活習慣を身に
つけていく様子をアニメで描く。

いのしし「うりっ子」のぼうけん 幼・小(低)

H5　　　22分
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道徳110

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

110 127 3月9日の東京大空襲によって、心に深い傷を負ったおじさんとお手伝い
のみいちゃんの心の葛藤や感情のもつれを、戦争で傷ついた手を通し
て語るアニメ作品である。

みいちゃんのてのひら 小3～6

H5　　　22分

110 128 広島の平和公園の少女の像を題材に、子どもたちに、核兵器や放射能
の恐ろしさと、平和活動へ自ら参加することの大切さを訴えている。

つるにのって 小3～6

H5　　　30分

110 129 東京都中野区で現実にあった話を基に制作された。子どもたちが楽しみ
ながら緑の大切さ、樹木を大切に愛する心を育てる願いが込められてい
る。

なっちゃんのケヤキ 小(中)～一

般H5　　　30分

110 130 戦争中の学童疎開を題材に、疎開先の生活を紹介しながら、疎開先で
火災になり、焼死した16人の子供たちが、もう一つの戦争の犠牲者として
描かれている。(アニメ)

十六地蔵物語戦争の犠牲になった子
どもたち

小(高)～中

H6　　　26分

110 131 被爆した少女ヒロ子が、17歳の8月6日に初めて自分の生い立ちを聞かさ
れる。それでもヒロ子は力強く生きていく。感動の作品。(アニメ)

ヒロシマのうた 小(高)～中

H6　　　26分

110 132 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は、傷つきながらも、生き
残った人々のために電車に乗り込んだ。(アニメ)

ヒロシマに一番電車が走った(平和教
育)

小・中

H6　　　30分

110 133 東京の下町に実在したおばけ煙突を題材に、戦時下でありながら夢を持
ち続け逞しく生きる子どもたちの姿を描き、戦争の悲惨さを浮かび上がら
せている。煙突は今もすべり台となって小学校の校庭に生き続けてい
る。(アニメ)

おばけ煙突のうた(平和教育) 小

H7　　　44分

110 134 アニメ・キャラクターをガイド役に、原子被爆が投下されてまもない広島市
と長崎市の様子を、当時のカラーフィルムにより被爆の状況や被害内容
とあわせて克明に紹介し、平和の大切さを訴えた作品である。(アニメ)

ポッポチャンとクリチャンヒロシマ・ナガ
サキのたび(平和教育)

小・中

H7　　　59分

110 135 美しい自然に囲まれた静かな村に住む少年ジャックは「銀色のシカ」を見
たことを信じてもらえず、村人からうそつきとつまはじきになっている。人を
信じることを忘れた村人の前に、ジャックが銀色のシカと表れた。それを
見た村人は……。(アニメ)

銀色のシカ 小

H8　　　21分

110 136 戦争中は子供のおもちゃでも鉄製品は国のために拠出しなければなら
ない。そんな折、しんちゃんは夢にまで見た三輪車を出征前のおじさん
からもらい大喜びだった。8月6日の朝、大好きな三輪車に乗って遊んで
いたしんちゃんは……。(アニメ)

しんちゃんのさんりんしゃ(平和教育) 小

H8　　　24分

110 137 昭和20年、大阪に住んでいた人びとも無差別空襲によって多くの尊い生
命を失いました。平和な現在の大阪、お花見の一家。お母さんは子供た
ちに自分の子供のときの悲しい話をし、今の幸せ「平和」のすばらしさを
語る。(アニメ)

火の海大阪(平和教育) 小

H8　　　20分

110 138 お花畑に石炭自動車がやってきた。真っ黒な排気ガスで花がしおれてし
まう。コオロギ君はバイオリンの音色で石炭自動車を止めようとする。ナ
レーションの代わりに、登場人物に応じた音楽で情景描写がなされる。
(アニメ)

めいわくをかけないで 幼・小(低)

H9　　　6分

110 139 小さな生き物から自然の大切さを学ぶ昆虫大好き少女の実話。本州最
南端に近い和歌山県古座川町に住む辻かおるちゃん(12才)は6,000匹
の昆虫を採集し町の昆虫博士になるという夢に向かって歩む本人が出
演している。

かおるちゃんの昆虫日記 小3～6

H9　　　35分

110 140 どんなにつらくとも、生きることをあきらめない!難病と闘う少年の心からの
叫びが、命の尊さ一大切さを訴える。(アニメ)

ぼくの青空 小

H10　　　26分

特活111

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

111 104 家族生活の中で果す父親の役わりを、会社員と木工所を営むおとうさん
を中心にとり上げて、父親の働いているようすや意味などを具体的にわ
かりやすく描いている。

おとうさんのしごと 小1

S50　　　20分

111 115 小さい頃から交通安全の知識を身につけるため、子どもたちが親しみを
もって交通のきまりなどを理解できるように作った交通マンガ映画。

パンダちゃんのこうつうあんぜん 幼・小(低)

S57　　　14分

111 116 学校における避難訓練のようすを背景に火災や地震などの緊急時にお
ける避難のし方や、危険防止について具体的に説明している。

避難訓練 小3・4

S57　　　15分

111 117 住宅火災出火原因について事例をあげ説明し、さらに火災発出と初期
消火のあり方や、避難方法など火災に対する対応の仕方について描い
ている。

火災から命を守るために 一般

S58　　　18分

12 / 4516ミリフィルム



特活111

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

111 118 山火事で母さんを失った象君は、動物消防隊に入り母さん象に負けず
に大活躍するという物語をアニメで描いている。

ぼくは子象の消防隊 幼・小(1～

3)S58　　　17分

111 119 高校入試にも面接が重視され始めたが、それはどんな目的や形式で行
なわれ、どんな質問が出るのか、望ましい受け方や態度・言葉づかいな
ど、雰囲気と共に描きます。

高校入試面接のうけ方 中3

S62　　　19分

111 120 狼に車で連れ去られようとしたウサギさん。その車に偶然乗っていたポン
太君が、ウサギさんが誘拐されたことに気付き、助けるため大活躍すると
いう物語。(アニメ)

ポン太くんのおてがら 幼・小(低)

S64　　　10分

111 121 原爆ドームの誕生から現在に至るまでを物語形式により、原爆被害の惨
状を織り込みながら、ドームが見つめてきた戦争と平和を描く。(アニメ)

原爆ドーム物語 小(高)～一

般H2　　　15分

111 122 空しゅうでお母さんとお兄ちゃんにはぐれ、つかれきったちいちゃんが一
人でかげおくりをしているといつの間にかお父さん、お母さん、お兄ちゃ
んの白いかげがうつり家族全員のかげがそろったところでちいちゃんの
命が空に消えていくという話。(アニメ)

ちいちゃんのかげおくり 小1～4

H3　　　17分

111 123 今西祐行原作「一つの花」を題材に戦争のむごさ、悲しさを描いている
が、太平洋戦争の現実、食糧難による飢餓感をわかりやすく伝えるた
め、原作にない周囲の隣人や動物を登場させている。(アニメ)

一つの花 小3～6

H3　　　23分

111 124 反核アニメ.1965年12月5日に起こった沖縄沖水爆水没事故の実話を元
に、汚染されつつある海の危機的状況を描く。(アニメ)

タイコンデロンガのいる海 小3～6

H3　　　25分

111 125 テレピゲームの世界の中で悪者一味に誘拐され、無事救出された夢を
見たユミちゃんは、実際に誘拐されそうになったとき、夢の中の教訓を生
かし難を逃れる様子を描く。(アニメ)

ユミちゃんあぶないよ！－小学生の
誘拐防止－

小1～4

H3　　　15分

111 126 めまぐるしく変化する中学時代に机の上では学べないボランティア学習
に関心がもてるよう3つの中学校のボランティア学習の様子を紹介してい
る。

中学生のボランティア入門 中

H4　　　28分

111 127 学校行事、授業やクラブ活動の中でのさまざまなボランティア活動を二
つの学校と一つのグループを取り上げ、小学生にもできるボランティア活
動を紹介する。

小学生のボランテイア入門 小3～6

H5　　　28分

111 128 子どもたちに広く親しまれている動物たちを擬人化して、「万引きはドロボ
ウ」であることをわかりやすく教える。（アニメ）

それいけ！モン平 幼・小(低)

H5　　　10分

111 129 暑い夏の日、中学2年生の文江と美幸は、草刈りをしていて倒れたおば
あさんを助けます。二人はおばあさんの話を聞いて驚きました。部落差
別で学校へも行けず、読み書きができないというのです。翌日から、二人
は…`(人権アニメ作品)

へんてこなボランティア 小(高)～中

H6　　　46分

111 130 子供が事故に遭いやすいいくつかの例を、子リスのリンちゃんを主人公
としたアニメで描き、幼児向に交通ルールを守ることの大切さを訴えた作
品である。(アニメ)

リンちゃんのこうつうあんぜん 幼・小(低)

H7　　　11分

111 131 地震体験をもたない子どもに、アニメを通して災害状況を理解させ、日頃
の対応準備の大切さに気づかせる。非常の場合の心構えや非常用品の
準備の必要性などを具体的に描いている。安全・防災教育に最適。(ア
ニメ)

ぼくのじしんえにっき 小

H7　　　23分

111 132 サッカーに打ち込む小学生たちの友情をテーマに、同和問題に対する
正しい理解と認識の深まりをねらいとして、少年向に作られたアニメであ
る。(アニメ)

友情のキックオフ(同和教育) 小(高)～一

般H7　　　27分

111 133 生き生きとボランティア活動に取り組んでいる若者たちを取り上げ、活動
をとおして彼ら自身が豊かになっていく姿を紹介した作品である。

輝きたい～ヤングエイジのボランティ
ア活動～

小(高)～一

般
H7　　　20分

111 134 元気なおばあちゃんとパパとママ、イチローにユリ。そんな一家に宇宙人
のロンとルンの親子が住みこんでいます。そこで、おこる火事や地震。日
頃の用心といざという時にどうしたら良いかなど防災の大切さを親子で楽
しく学ぶ。(アニメ)

親子で学ぶ火事の用心・地震の用心 幼・小(低)

H8　　　11分

111 135 中学3年生の裕子、正一、彰、慎吾は仲の良いサイクリング仲間。有力者
を父に持つ早川の正一へのいやがらせに親がからみ友情も壊れそうに
なる。友情を通して差別に負けまいと行動することの大切さを描き、人権
問題を考えさせる作品である。

友情ヘラン! 中～一般

H8　　　45分

111 136 いたずらな3匹のこぎつねが火の恐ろしさを知り、峠を火事から守るため
に消防隊員になって大活躍!!　幼児向に火の恐ろしさを訴える、(アニメ)

こぎつねの消防隊 幼・小(低)

H10　　　17分
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特活111

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

111 137 恐怖と悲しみのどん底に突き落とされた子ども達が、学校の友達と助け
合い励まし合い、明るさと勇気を取り戻しがんばる姿を描いた貴重な作
品である。

大好きな友だちそして学校～阪神大
震災と子どもたち～

小

H10　　　43分

111 138 ［寄贈］ＵＦＯ国の交通安全

H20　　　分

111 139 ［寄贈］自転車の交通法規

H20　　　24分

111 140 ［寄贈］ムーミンと交通安全

H20　　　分

111 141 ［寄贈］交通安全だよドラエもん

H20　　　分

111 142 ［寄贈］交通安全は家庭から

H20　　　分

111 143 ［寄贈］女性ドライバーへの警告ミニバイク

H20　　　分

111 144 ［寄贈］あられちゃんの交通安全

H20　　　分

111 145 ［寄贈］生と死の記録 一般

H20　　　28分

111 146 ［寄贈］交通安全でござる　忍者ハットリくん

H20　　　16分

111 147 ［寄贈］コアラちゃんの交通安全

H20　　　分

111 148 ［寄贈］お年寄りと車社会 一般

H20　　　20分

111 149 ［寄贈］ドキュメント交通事故 一般

H20　　　分

111 150 ［寄贈］長生きは交通安全から 一般

H20　　　分

111 151 ［寄贈］交通安全だよパート2ドラエもん

H20　　　分

111 152 ［寄贈］交通事故その要因を抉る 一般

H20　　　28分

111 153 ［寄贈］ストップザ自転車事故 一般

H20　　　分

111 154 ［寄贈］ピカッ太君の交通安全

H20　　　分

111 155 ［寄贈］がんばれ小象の交通安全パトロール
隊

H20　　　17分

111 156 ［寄贈］内海桂子好江お年寄りの交通安全 一般

H20　　　分

111 157 ［寄贈］重なる悲劇 一般

H20　　　28分

111 158 ［寄贈］キョンシーキョン太の交通安全

H20　　　15分
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特活111

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

111 159 ［寄贈］せんだみつおのお年寄りの交通安全

H20　　　分

111 160 ［寄贈］活かせ300の危険予知信号 一般

H20　　　25分

111 161 ［寄贈］カミナリ坊やピカッタ君の自転車教室

H20　　　分

111 162 ［寄贈］オール阪神巨人のお年寄りの交通安
全

一般

H20　　　分

111 163 ［寄贈］ドキュメント事故原因はこれだ！！ 一般

H20　　　分

111 164 ［寄贈］ハーイあっこです

H20　　　14分

111 165 ［寄贈］大助・花子のお年寄りの交通安全 一般

H20　　　分

111 166 ［寄贈］さらば路上の恐怖 一般

H20　　　27分

111 167 ［寄贈］路上の惨事 一般

H20　　　27分

111 168 ［寄贈］いくよ・くるよのお年寄りの交通安全 一般

H20　　　分

111 169 ［寄贈］コボちゃんの交通安全　小さないのち

H20　　　14分

111 170 ［寄贈］新運転の知恵 一般

H20　　　分

111 171 ［寄贈］ころばぬ先の交通安全 一般

H20　　　18分

111 172 ［寄贈］みかんの交通安全

H20　　　分

111 173 ［寄贈］より確かな安全運転のために 一般

H20　　　分

111 174 ［寄贈］マリーベルの交通安全

H20　　　分

111 175 ［寄贈］お年寄りの愉快な交通安全 一般

H20　　　27分

111 176 ［寄贈］しまじろうの交通安全

H20　　　分

111 177 ［寄贈］家族そろって安全ウオッチング 一般

H20　　　分

111 178 ［寄贈］危険を読む自転車の乗り方 一般

H20　　　分

111 179 ［寄贈］はれときどきぶた　のりやすくんの交
通安全

H20　　　分

111 180 ［寄贈］ダチョウ倶楽部お年寄りの交通安全 一般

H20　　　分

15 / 4516ミリフィルム



特活111

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

111 181 ［寄贈］安全運転のチェックポイント 一般

H20　　　分

111 182 ［寄贈］水戸黄門のお年寄りの交通安全 一般

H20　　　25分

111 183 ［寄贈］ちびまる子ちゃんの交通安全

H20　　　13分

111 184 ［寄贈］見る運転ヨム運転 一般

H20　　　27分

111 185 ［寄贈］こぎつねの交通安全

H20　　　17分

111 186 ［寄贈］恐怖の教訓　多発する交通事故現場
に学ぶ

一般

H20　　　25分

111 187 ［寄贈］交通死ゼロの決め手　だろう運転の
追放とシートベルト

一般

H20　　　28分

教養娯楽113

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

113 101 ときには憎みあいけんかもし、かばいあい相手を認めあったりしながら成
長していく中学1年の兄と小学4年の弟の姿を、美しい佐渡の自然を背景
に描いている。

きょうだい 小4～中

S55　　　40分

113 102 勉強も運動もダメ、忘れ物はする……などからお荷物ケンちゃんとアダ
名をつけられ、やる気を失いかけた少年が、やはり自信を失いかけたお
相撲さんと知りあいになり、励ましあい、発憤していく姿を描く.,

お兄ちゃんとぼくの七転八起 小4～6

S55　　　43分

113 103 「みんな仲良く」をクラスのモットーにしている6年2組のクラスメートの心の
交流を、心臓手術という出来ごとを軸に美しく描いている。

わたんべとすばらしい仲間 小4～6

S55　　　40分

113 113 掃除はサボるし、態度も大きい女子転入生に、なぜか心をひかれていく
班長の直子,、そういうなかで、行きつ戻りつしながら進行する友情の尊さ
を明るく描き出す。

友情ばんざい 小3～6

S50　　　43分

113 121 家庭内のトラブルが原因で家出する老人とそのおじいちゃんを呼び戻そ
うとする少年との情愛を描いた作品である。

故郷は心の中に 小3～6

S56　　　51分

113 122 母が病気のため田舎で生活している兄妹と、村のガキ大将の少年が、村
で発生する羊殺し事件を解決すべく探偵団をつくり、いろいろな冒険を
しながら事件を解決する物語。

ぼくら秘密探偵団 小1～6

S57　　　65分

113 123 鹿児島から続く西南七島に伝わる物語、原始的なサメ狩りで命をとられ
た漁師の少年2人が協力して海の魔王白いサメを退治する。（アニメ）

白いサメ 小3～6

S58　　　25分

113 124 森鴎外作「山椒太夫」を素材に作られたもので、無実の罪で九州へと追
われた父を訪ねる途中、悪者にだまされ母とも別れた安寿と厨子王の物
語。(アニメ)

あんじゅとずしおう 小3～6

S58　　　31分

113 125 おば捨伝説をもとに映画化されたもので、殿様の命令でこの国の老人は
すべて島流し。与助は、命令に背き年老いた母をかくまっているが、その
母の力で隣国からの難問を次々と解決し、国の苦境を救うという物語。
（アニメ）

おば捨て山の月 小1～4

S59　　　21分

113 126 村の子どもたちから"よわむし太郎"と呼ばれている若者が、白鳥を射と
めようとする殿様の前に立ち、命をかけ白鳥を助けてやるという物語。（ア
ニメ）

よわむし太郎 小1～6

S60　　　15分

113 127 ケガをした白鳥を助けてやった森のトントたち、それから1年、その白鳥が
仲間とともに再び森のトントたちが住んでいる湖に飛来し、トントたちを喜
ばすという物語をアニメーシヨンで描いている。

白鳥の湖 小1～6

S61　　　25分

113 128 働き者の織姫と彦星の2人が、天帝の命令を忘れ、遊びに夢中になり仕
事をおろそかにしたため、罰として1年に1回七夕の日だけしか逢えなくな
るという物語。（アニメ）

七夕ものがたり 小1～6

S61　　　20分

16 / 4516ミリフィルム



教養娯楽113

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

113 129 1728年、鹿児島から大阪への航海の途中、嵐に遭遇し、ロシアのカム
チャッカ半島にたどりついたゴンザとソウザが、ロシアの地で様々な苦難
を乗り越え、世界最初の「露日辞典」を作りあげた様子をアニメで描いて
いる。

ゴンザとソウザ 小1～6

S61　　　24分

113 130 東北地方に伝わる民話をもとに映画化したもので、命令にそむき年老い
た父をかくまった若者が、隣の国からだされた難問を、父の知恵を借り解
決し殿様を助けるという物語を、アニメで描いている。

親捨山 小3～6

S62　　　20分

113 131 椋鳩十原作「大造じいさんと雁」を素材に映画化したもので、仲間の危険
を身をもって防いだ雁のリーダーと、それを見守る大造じいさんの物語。
（アニメ）

大造じいさんとガン 小3～6

S62　　　23分

113 132 水神様に子供が欲しいと願った夫婦のもとに、小さな、たにしの息子が生
まれる。大切に育てられたたにしの息子は、やがて村の長者の娘を嫁に
もらい、一家が幸せになるという物語をアニメで描いている。

たにし長者 小1～4

S62　　　20分

113 133 わずか一本のわらをひろったことから次々に"大人の世界"との対話を重
ねる主人公"乙丸"の成長を明るく人形劇で表現している。

わらしべ長者 小1～4

S62　　　18分

113 134 奴隷解放のために力をつくしたリンカーンの物語を、とくに青少年時代に
焦点をあて描いたもので、リンカーンの生いたちや奴隷制度への疑問、
そして解放のために戦う姿を描いている。（アニメ）

リンカーン物語 小3～6

S63　　　20分

113 135 野口英世の生涯を、特に少年期に焦点をあてとらえたもので、幼い頃、
大火傷で左手の自由を失った英世が、そのハンディにもめげず勉強に
はげみ、力強く生きていく様子を描いている。（アニメ）

野口英世物語 小3～6

S63　　　20分

113 136 ウィーダ原作「フランダースの犬」をアニメで感動的に表現しています。少
年と老人と犬の間の愛情と交流を中心に動物愛護、友情、そして美への
あこがれなど、児童の情操を高める内容をもりこんでいる。

フランダースの犬 小3～6

S63　　　35分

113 137 聴覚障害をもつ少女が、祖父の涙ぐましい努力と深い愛情で障害を乗り
こえ、耐える力の尊さや友情の大切さを感じとっていくが、突然の祖父の
死を悲しみ、おじいちゃんに捧げる歌を友達の協力で作りあげていく様
子を美しい海の景観をバックにとらえている。

おじいちゃんの海 小3～一般

S63　　　50分

113 138 大切な食べものを荒す鬼たちに困り果てる村の人たちは、鬼は大豆が大
嫌いということを知り、豆で鬼たちをこらしめるという物語。（アニメ）

福は内、鬼は外 幼・小(低)

S63　　　10分

113 139 看護婦として、クリミア戦争で仲間たちとともに傷ついた兵士を助け、天
使と慕われたナイチンゲールの物語を、アニメで描いている。

ナイチンゲール物語 小3～6

S63　　　26分

113 140 ガリレオ・ガリレイが、当時信じられていた天動説を否定し、地動説を訴え
たため人々から非難され、宗教裁判にかけられるまでの歴史物語を、ア
ニメで描いている。

それでも地球は 小3～6

S63　　　25分

113 141 自然を知らない都会の少女と、自然そのもののような海辺の少年との出
会いと別れの物語の中で、自然保護や生命の大切さ、環境の問題を訴
える。ハデなドラマ展開ではないが、じっくり考えさせる内容と詩情豊かな
画面、叙情的音楽は一見の価値がある作品である。(児童劇)

干潟の詩 小3～6

S64　　　31分

113 142 ラジウムなどを発見し、二度もノーベル賞を受賞した、ポーランド生まれ
のキュリー夫人の生涯を、主に、貧しさの中で苦闘した少女期から学生
時代を中心にして、家族愛の尊さや、一つの目的にむかって努力を続け
ることの大切さを描いている。(アニメ)

キュリー夫人物語 小3～中

S64　　　20分

113 143 今から百数十'年も昔、アメリカのライト兄弟が、何回も失敗を重ねなが
ら、不屈の精神で、ついにエンジン付の飛行機を完成させるまでを描き
ます、,そして、自分の夢を実現するには、周到な準備や、失敗に負けな
い根性、他の人々との一致協力などが必要なことを感じさせてくれます。
(アニメ)

ライト兄弟物語 小3～中

S64　　　20分

113 144 上級生におどかされ万引きをした少年が、その行為を反省し、万引きを
した店に勇気をもって謝りにいくまでの様子を、一人の老人とのかかわり
の中で描き、子どもたちに心の大切さを訴えます。(児童劇)

ぼくたちの勇気 小3～6

S64　　　31分

113 145 昔、ある所に「腹ぺこ童子」と呼ばれた人一倍体が大きく人の十倍も大食
いの少年がいた。友だちとも遊ばず、寝てばかりの毎日。困った母親の
願いに村の天狗の御告げは「旅に出せ!!」…欲しい物を手に入れるには
自分で精一杯の努力が必要なことを教える道徳教材としても扱える作品
(アニメ)

腹ぺこ童子 幼・小(1～

4)S64　　　20分

113 146 小4の少年が母親の入院、重病の友人の死などに直面して、生命がいか
に尊いものであるかを心に深く感じとっていく感動的なドラマとして描く。
(児童劇)

明日へ輝け 小3～6

S64　　　39分
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分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

113 147 くまのゴン太くん、りすのチョロ松くん、うさぎのピョン子ちゃん、きつねの
コン吉くんの仲良し四人組が、しかのおじさんに頼んで「虹の広場」へ渡
れるつり橋を作ってもらおうと一生懸命働き、貯金をしていたところ、大変
なことが起った…。(アニﾒ)

みんなでつくった虹のつり橋 幼・小(1～

3)S64　　　21分

113 148 新美南吉の原作の映画化。手が冷たいといって町に手袋を買いに行く
子ぎつねに、母ぎつねが人間の子どもの手に変えていかないと危ない、
と教えてやる。しかも店ではうっかりきつねの手のままの方を見せてしまう
が、無事に手袋を買ってくるという楽しい内容。(アニメ)

手ぶくろを買いに 幼・小(低)

S64　　　15分

113 149 NHKラジオ第2放送「お話しでてこい」の情緒あふれる語りと音楽に、美し
い絵を入れてほのぼのと描いている。(アニメ)

おむすびころりん 幼・小(低)

H2　　　15分

113 150 お手伝いの大好きな「ねこさん」が、手伝い先の家で引き起こす失敗の
数々と、それをやさしく見守る周囲の人々との交流の姿を描く。(アニメ)

わたしおてつだいねこ 幼・小(中)

H2　　　19分

113 151 ねずみのチャップが、くろ猫を追い払うために、物置小屋に積んであるが
らくた物を使って狼を作り上げ、くろ猫を追い回すという物語。(アニメ)

ねずみのチャップ 幼・小(低)

H2　　　10分

113 152 絵本で親しんできたイギリスの民話を美しいアニメで贈る。(アニメ)ジャックとまめの木 幼・小(低)

H2　　　12分

113 153 羽がちぢれて飛ぶことができないホタルと、そんなホタルを助けようとする
元気なホタル達との協力し合う様子を描く。(アニメ)

とべないホタル 小1～4

H2　　　18分

113 154 車道のすぐそばに落ちていた白いぼうしが引き起こすファンタジックな物
語。(アニメ)

白いぼうし 幼・小(中)

H2　　　12分

113 155 四肢マヒの新ちゃんはふつう小学校に転入することができた。彼の不屈
の頑張りと幼なじみの友情で様々の障害を乗り越えていく感動の物語。
(アニメ)

新ちゃんがないた！ 小3～6

H2　　　36分

113 156 捨て犬「平治」は立派に成長し、九重連山のガイド犬となり、風雪に耐え
ながら多くの登山者の命を守り、人々に親しまれながら14年間の生涯をと
じる。(アニメ)

山に輝くガイド犬　平治号 小3～5

H2　　　28分

113 157 杉みき子原作「わらぐつの中の神様」を素材に映画化したもので、貧しい
家の少女が、雪げたを買いたく、せっせとわらぐつを作り町へ売りに行く
という物語。(アニメ)

わらぐつの中の神様 小3～6

H2　　　23分

113 158 世界の発明王として親しまれたエジソンの物語を、彼の少年時代を中心
に、ふとした発明の動機、素晴らしい成功を導き出すための努力と探究
心の大切さを描く。(アニメ)

エジソン物語 小3～6

H2　　　19分

113 159 木下順二の人形劇をアニメで描く。心の曲がった権八と気立ての良い藤
六の2人の木コリが、深いフチに沈むウルシの塊を取り出す話から心の大
切さを訴える。(アニメ)

木龍うるし 幼・小(中)

H2　　　20分

113 160 クレオ原作「母をたずねて≡千里」を素材に映画化したもので、イタリア
からアルゼンチンまで、母をたずね長い旅を続けたマルコ少年の様々な
エピソードを描く。(アニメ)

母をたずねて三千里 小

H2　　　29分

113 161 イワナ釣りに谷川に入った親子が、自分の危険をかえりみずに子熊を助
ける親熊の心にうたれ、子熊を生け捕りにしようとした自分を恥ずかしく
思ったという、椋鳩十原作「月の輪グマ」のアニメ化。(アニメ)

月の輪グマ 小3～6

H2　　　23分

113 162 壼井栄原作「二十四の瞳」を素材に映画化したもので、昭和の初めから
終戦までの20年にわたる、1人の教師と12人の子供たちとの愛の物語を
アニメと実写で描く。

二十四の瞳 小～一般

H2　　　71分

113 163 ケガをしたオオムラサキを助けた親子が・産み落とした卵を大切に保護
する様子から、保護委員会の人々の手によりチョウが誕生するまでの様
子を感動的に描く。(児童劇)

翔ベオオムラサキ 小3～6

H2　　　49分

113 164 父を交通事故でなくし、母の屋台ラーメンを手伝う小学4年生の少年と、
学校へ、塾へと追われるクラスメートとのかかわりの姿をとらえ、友達とし
て励まし合い、助け合うことの大切さを考えさせる。(児童劇)

すてき坂 小～一般

H2　　　52分

113 165 いじめっ子3人組に立ち向かう程の勇気のない少年が、森の妖精コロ
ボックルから勇気のでるボタンをプレゼントされる夢を見たのをきっかけ
に、たくましい少年に変身していく様子を描く。(児童劇)

コロボックルのすてきなおくりもの 小3～6

H2　　　41分

113 166 砂田弘原作「二死満塁」を素材に映画化したもので、少年野球チームで
がんばるチビ六少年の力強い勇気と、彼をとりまくチーム全員との友情の
姿を明るく描く。(児童劇)

チビ六二死満塁 小3～6

H2　　　48分
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113 167 浅川かよ子原作「木曽のばあちゃん騎手」を素材にしたもので、貧しい家
のくらしを助けるため奉公にでた少女が、つらい仕事にもめげず奉公先
にいる木曽馬とともに、明るくたくましく生きていく様子を描く。(児童劇)

がんばれたえちゃん－木曽馬と少女
－　

小(高)～中

H2　　　45分

113 168 交通事故で両親を失い祖母の家で暮らすこととなった少年と、いつも淋
しそうな孫をはげまし、力強くいきることの大切さを身をもって教える祖母
との心の通いあう姿を、ほほえましく描いている。ドイツ児童文学名作の
日本での映画化。

小さな家族(児童劇)おばあちゃんが
いてぼくがいた

小～一般

H2　　　55分

113 169 獣医として赴任した父のあとを追ってタンザニアに来た少女が、現地で
の子供達やその家族との交流の中で、友情と国際的な連帯の素晴らしさ
を感じとっていく姿を描く。(児童劇)

アフリカ友情物語 小3～6

H2　　　54分

113 170 自分自身で気づきながらも妹につらくあたる小学6年生の姉と、ふとした
ことで祖母の耳にケガをさせ苦しむ1年生の妹との日常のかかわり合いの
姿をとらえ、相手の立場を考え、思いやりやいたわりあうことの大切さを訴
える。(児童劇)

妹と私 小3～6

H2　　　44分

113 171 午を飼う村の子、福児と農耕を営む村の子、弓彦が盗賊と戦っため協力
していく中で、二つの村同士のつき合いが始まり、助け合って仲良く暮ら
すようになる。(アニメ)

福児と弓彦 小3～6

H2　　　20分

113 172 鶴見正雄作「五つのはなのえき」を素材に映画化したもので、町から山
奥の駅までのさびしい五つの駅に、ふとしたことから、いつも美しい花が
咲くようになり、人々を喜ばせているという話。(アニメ)

五つのはなのえき 幼・小(低)

H3　　　10分

113 173 あまんじゃくといういたずらものの子どもの鬼と村人らとの交流をやわらか
に描いている.(アニメ)

いたずらあまんじゃく 幼・小(低)

H3　　　23分

113 174 カラスは、主人から餌をもらいのんびり暮らしているハトをうらやましく思
い、白いペンキでごまかしハトの家に入り込むという物語。(アニメ)

－イソツプ物語－白いカラス 幼・小(低)

H3　　　12分

113 175 危険な目にあっているハトを助けた兄弟アリが、そのハトのお蔭で危うい
所を助けてもらうという物語。(アニメ)

－イソツプ物語－アリとハト 幼・小(低)

H3　　　12分

113 176 日本昔ばなし「鉢かづき姫」をアニメにし、いじめと差別の中で、苦境にも
めげず力強く生きた「初瀬」のようすを描く。(アニメ)

－日本昔ばなし－鉢かづき姫 小3～6

H3　　　34分

113 177 モンゴメリ作「赤毛のアン」をアニメ化した作品で、身なし子でも少しもいじ
けず、夢を追い、時には決断力と実行力をみせたり時にはかんしゃくを
爆発させたり友情や愛情を感じたりしながらひとりの少女が成長していく
過程を描いている。(アニメ)

赤毛のアン 小(高)～中

H3　　　42分

113 178 金森三千雄原作「くまのおいしゃさん」を素材に映画化したもので、くまの
おいしゃさんの家族と、森にすむ動物たちとの心温まる交流を描く。(アニ
メ)

くまのおいしゃさん 幼・小(低)

H3　　　23分

113 179 山奥の駅の駅長さんが、駅が廃止になるため最後のお客さまとして・い
つも仲良くしている山の動物達を招待するというお話。(アニメ〕

さいごのおきゃくさま 幼・小(低)

H3　　　10分

113 180 だれよりも強いと思っているあざらしチックが、氷山で広い海にでた途
端、白熊やシャチに襲われ逃げ帰るというお話。(アニメ)

あざらしチック 幼・小(低)

H3　　　10分

113 181 わなにかかっているところをおばあさんに助けられたたぬきが・そのお礼
におばあさんたちがひと冬村へ下りて.いる間、糸車で糸をつむいでいて
くれたという物語。(アニメ)

たぬきの糸車 幼・小(中)

H3　　　12分

113 182 新美南吉原作「ごんぎつね」を映画化したもので、いたずらばかりしてい
るきつねが、母を亡くした兵十の悲しみを知り、兵十に尽くすがその善意
が通じず悲しい結末を迎えるという物語。(アニメ)

ごんぎつね 小1～4

H3　　　19分

113 183 ベートーベンの生涯、とりわけ強い意志と誰にも負けない不屈のたましい
を持って、厳しい運命に敢然と立ち向かう姿を描く。(アニメ)

ベートーベン 小(高)

H3　　　23分

113 184 粉屋さんが亡くなった時、末っ子に残された遺産は一匹の猫。途方にく
れる末っ子に「大丈夫、ぽくがお金持ちにしてあげる」と言ったのは、その
猫君でした。(アニメ)

長ぐつをはいた猫 幼・小(中)

H3　　　12分

113 185 わがままに育ち贅沢に慣れたカトリーヌ姫が、魔法使いのマーサおばさ
んにこらしめのため姿形を変えられてしまい・貧しいジャンの家で暮らす
うちに、しだいに地道で堅実な子供になっていく過程を描く。(アニメ)

ホシガリ姫の冒険 幼・小(中)

H3　　　20分

113 186 見えない・聞こえない、話すこともできない三重苦にも負けず、努力を重
ね学ぶことを身につけていったヘレン・ケラーの偉大な生涯を描く。(アニ
メ)

ヘレン・ケラー 小3～5

H3　　　23分

19 / 4516ミリフィルム



教養娯楽113

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

113 187 蜂の蜜を吸ったことがきっかけで、昆虫に興味を持ったファーブルが、コ
ルシカ島の自然の中で一生を昆虫に捧げる様子を描く。(アニメ）

虫のおうちは机－ファーブル昆虫記
－

小3～6

H3　　　25分

113 188 暴れん坊の鯨や島に住む鳥や動物たちを支配している象を相手に、胸
のすく子ガメマックスの知恵と勇気の物語。(アニメ)

海ガメさんのちえ 幼・小(低)

H3　　　20分

113 189 .神沢利子作「くまの子ウーフ」を素材に映画化したもので、みどりの葉が
ひろがる木の下で、いろいろな事を想像するウーフと森の動物たちの物
語。(アニメ)

くまの子ウーフ 幼・小(低)

H3　　　18分

113 190 イソップ童話の中でも有名な「キツネとツル」の物語。ひとを傷つけたもの
は、いつか自分も同じように傷つくことを教えてくれる。(アニメ)

－イソツプのお話－キツネとツル 幼・小(低)

H3　　　12分

113 191 ウォルト・ディズニーのこの作品は、「くまのプーさん」と動物たちとの交流
の中で、私たちの身近にある季節をわかりやすく、ほのほのとした優しさ
で説明しています。(アニメ)

－くまのプーさん－"きせつ"ってなあ
に

幼・小(低)

H3　　　10分

113 192 お母さんヤギが出かけた隙に子ヤギたちを狙っているオオカミがやって
きました。オオカミは子ヤギをだまそうと、お母さんの声を真似、手と足に
白い粉をふりかけています。(アニメ)

オオカミと7ひきの子ヤギ 幼・小(低)

H3　　　12分

113 193 犬のチョンボは、気はいいけれど、意気地なしの臆病者。大男の泥棒が
やってきても隠れているばかり。しかし猫や鼠の励ましや助けで悪者をた
おす決心をします。(アニメ)

にげだしたおおおとこ 幼・小(低)

H3　　　10分

113 194 少年が、我が家にカナダから高校留学生としてやってきたジュディと生活
をともにしていく中で、次第に、健全な金銭感覚や生活習慣を身につけ
ることの大切さを感じとっていく様子を描いている。(児童劇)

ジユディがくれたコイン 小(高)

H3　　　30分

113 195 優しかったおばあちゃんの突然の死のショックで立つことも口をきくことも
出来なくなった少女を両親の懸命の努力と愛情、隣人達との心の交流を
交え、野生のキジによせる少女の優しい心が元気なもとの少女の姿に戻
す様子を描く.〈文部省特選映画〉(児童劇)

サッツウのきじ 小3～6

H3　　　54分

113 196 祖母が公衆便所の掃除をしていることで村の子供達や観光客とトラブル
をおこし悪童のレッテルをはられたオサムは、思い掛けないことから始
まった父とのトラックでの小旅行を通じて本来のやさしい心根を素直に態
度に示せる子供へと成長していく様子を描く.〈文部省特選映画〉(児童

ガッツ親父とオサム 小(高)～一

般H3　　　56分

113 197 動物好きの心のやさしい少年と、ふとしたことで知り合った近所に住む頑
固で気難しいおじいちゃんとの、ほのぼのとした心のふれあいの様子を
描く。(児童劇)

おじいちゃん元気になってね！ 小3～6

H3　　　47分

113 198 小学生の子供が、「お父さん」という題の作文を書くことをきっかけとして、
今まで気が付かなかった父の仕事、円高問題と不景気といった大人の
世界を知り、父の苦しい立場を理解していく中で、自分自身も大きく成長
していく様子を描く。(児童劇)

うれしいときにも涙がでる 小(高)

H3　　　31分

113 199 ダム建設でやがて水没しようとする小さな村で、変わりゆくふるさとに思い
をこめるおばあさんと、そのあつい思いを受けついでいこうとする子供た
ちとの、心あたたまる交流の姿を描く。(児童劇)

あの雲に歌おう 小3～6

H3　　　49分

113 200 鈴木喜代春原作「きえたユカをさがせ」を映画化したもので、母の何気な
い一言によるおじいちゃんの誤解をとくため、独りでおじいちゃんの家を
探し歩くユカとそれを助ける友達の友情を描く。(児童劇)

ユカをさがせ－おじいちゃんと子ども
たち－

小(高)

H3　　　45分

113 212 グリム童話ブレーメンの音楽隊を基に世の中には、無用なものや役にた
たないものはないことを教えたミュージカル風な動画である。

生きているってすばらしい 小1～4

S53　　　21分

113 218 美しい色彩と音楽、すばらしい人形で綴られた人形劇で幼い子供たちに
は、やさしさを育み、青少年には失われつつある純粋な心をよみがえら
せる。詩情あふれる画面と微妙な動きの人形が印象的。

おじいさんと不思議な贈りもの 小3～6

S50　　　16分

113 219 性格が違う姉娘と妹娘がおりなす物語を通して、現代の子どもたちが健
全な価値観を見出し、楽しみながら豊かな情感を味わえるように表現し
たもの。

ふしぎないど 小1～3

S50　　　18分

113 220 「ピノキオ」の原作を現代感覚に訴え、独自の効果を出すために、原作か
ら大きく発展させ、美しい画面と音楽の構成で新しい「ピノキオ」の世界を
創りあげている。

かしの木モック 小3～5

S50　　　27分

113 221 ヤゴが成長するようすを綴ったものがたり。何回も何回も水草の上から空
に向ってとぶ練習をするヤゴと、それを助ける川の生きものの特徴がその
まま、ゆかいなドラマになっている。

空とぶヤゴ 小1～4

S51　　　12分
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113 222 宇宙旅行を目指してロケットで飛び立ったダン吉は、なぞの天体に不時
着し、そこで猛獣や土人の襲げきにあうが、ダン吉たちの知恵と勇気が
野ばんな土人の生活を立ち直らせることになる。

冒険ダン吉 小1～3

S51　　　27分

113 223 いつも人をおどかしてよろこんでいる性悪タヌキも彦市には歯がたたな
い。腹いせに彦市の畑に石をまいたが彦市の知恵にまんまとはめられ
る。画面・色彩とも非常にきれいである。

マンガ日本昔ばなし たぬきと彦市 小1～4

S52　　　10分

113 224 少年のテングリは、村に食べ物がなくなった冬のある日、殺されそうに
なった仔牛タルタルを逃してやる。数年後、1人前になったテングリはみ
ごとに成長したタルタルに出合う。仔牛と少年の友情を広大なアジアの
草原を舞台に描くアニメ。

草原の子テングリ 小1～4

S53　　　21分

113 225 大きい国と小さい国の国境にある1本の野ばらを通じて、お互いの国の
番人兵士2人の心の交流を陶器人形アニメにより描いている。

野ばら 小3～6

S53　　　19分

113 226 旅の途中、シンドバッドは赤・青・黄・白の4色の魚をテッサの王様にささ
げる。王様はその魚のいるところに案内してくれといいます。湖のそばに
来た王様は、そこが30年前に弟王が治めていた場所だったのに驚きま
す。それから……。

シンドバットの冒険　－ガイコツの軍
団－

小1～4

S54　　　30分

113 228 魔法使いがくれたしあわせの花の種を、3匹の森の仲間たちが力を合わ
せて育てあげる様子を描いた人形劇映画である。

コン太と森の仲間たち 幼・小(低)

S55　　　20分

113 229 アンデルセン童話を人形アニメで映画化したもので仲良しのカイを探し
に旅に出たゲルダは、途中いろいろ出来事にあいながらも無事に探しあ
てるという物語。

雪の女王 小1～6

S55　　　20分

113 233 むかし、むかし、これは東北のある山里のお話です。つらい事を辛抱して
自分のことより人のことを思うとき、そのやさしさとけなげさが花となって咲
き出すのです。幼児向けアニメ映画。

花さき山 幼・小(低)

S52　　　18分

113 235 家を焼き払い人々を苦しめる鬼のはやてがふとしたことから赤ん坊を育
てることになり、やさしい心がめばえ、つのがでなくなったという内容。

はやて 小5・6

S55　　　13分

113 236 アンデス高原で、傷ついたピューマの子どもを助けるが、子を思うピュー
マの親に逆に救われるという物語である。

ピューマの子守唄 幼・小(低)

S56　　　23分

113 238 松谷みよ子原作「とうきちとむじな」を映画化したものである。とうきちとむじな 小1・2

S56　　　18分

113 239 イソップ童話から取材。まちねずみの招待で都会に遊びに行ったいなか
ねずみが、あまりにも危険なようすに驚き、静かないなかのよさを感じると
いう物語。アニメ。

町のねずみといなかのねずみ 小1・2

S57　　　10分

113 240 冒険好きの老船長に連れられ、海賊島にやってきた2人の少年が、島に
監禁されている友達を助けるために起す、さまざまな冒険物語。アニメ。

海賊島の大冒険 小1～6

S57　　　17分

113 241 悪に向い、悪と斗う白馬の王子アーサーは、愛馬ペガサスにまたがり、
神剣エクスカリバーで悪を亡ぼし、不幸な人々を救う物語。

燃えろアーサー白馬の王子 小1～6

S57　　　25分

113 244 グリム童話から取材した物語、森の中に置きざりにされたへンゼルとグ
レーテルが、いろいろな冒険をかさねながら無事家にたどりつく物語をア
ニメで描いている。

ヘンゼルとグレーテル 幼・小(低)

S58　　　20分

113 245 煙突掃除でいつも顔や体が煤だらけ、おまけにいたずらっ子の少年トム
が、ふとしたことで水の国の女王に逢い、水の世界で冒険を重ねながら
次第にたくましい心の優しい少年になっていく物語。

いたずらっ子トム 小5・6

S59　　　26分

113 246 ペペロたちが旅の途中に出会った野生の白馬と互いに助けあいながら
旅をつづけた。そして、若い夫婦から赤ちゃんをさらっていったハゲワシ
を追って赤ちゃんを助けだす物語。

白馬とペペロ少年 幼・小(低)

S59　　　29分

113 247 日本の古い伝承物語として残る「くずの葉」を素材に映画化されたもの
で、信田の森にすむ白ぎつねのくずの葉と、若い侍の愛の物語をアニメ
で描いている。

くずの葉ぎつね 小1～6

S59　　　26分

113 248 猟師たちから片耳の大鹿と呼ばれ、多くの鹿をつれ歩くボス鹿と、その鹿
を射とめようとして逆に鹿のため愛犬を失った猟師の親子の物語をアニメ
で描いている。

片耳の大シカ 小1～6

S60　　　25分

113 249 イタリア児童文学、クオレ「愛の学校」の中の難破船を素材に映画化され
たもので、船の中で仲よしになった少年と少女が、嵐のため船が難破す
るという中で、互いに相手を助けようとする物語を、アニメで描いている。

難破船 小1～6

S60　　　19分

21 / 4516ミリフィルム



教養娯楽113

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

113 250 新美南吉原作「おじいさんのランプ」を素材に映画化したもので、蔵のす
みで古いランプを見つけた少年が、そのランプにまつわる話をおじいさ
んから聞き、おじいさんの苦労を知るという物語をアニメで描いている。

おじいさんのランプ 小1～6

S60　　　21分

113 251 冬のある日、ハイジは猟師の銃から子鹿を助けます。やがて吹雪になり、
おじいさんと犬のヨゼフは猟師の救助に向かい岩陰で倒れている二人を
見つけました。

アルプスの少女ハイジ　－吹雪の日
に－

小1～6

S60　　　25分

113 252 親切で心のやさしい少年ハンスが、旅の途中で助けてやった老人からも
らった不思議なバイオリンで邪心をもった悪者たちをこらしめるという物語
をアニメで描いている。

うかれバイオリン 小1～6

S61　　　20分

113 253 椋鳩十原作「山の太郎グマ」を素材に映画化したもので、大鷲にさらわ
れた子熊を助けようと、かんぜんと鷲に立ち向う親熊の物語をアニメで描
いている。

山の太郎グマ 小1～6

S61　　　25分

113 254 東北地方に伝わる民話をもとに映画化したもので、貧しい木こりの若者
が、助けてやった女の人と夫婦になるが、子供が生まれるのを見たばかり
に、女房はもとの蛇になってしまうという話をアニメで描いている。

蛇女房 小3～6

S61　　　20分

113 255 四国、土佐に伝わる民話をもとに映画化したもので、貧しい猟師の娘と、
山で猟をして暮らす若者との、"ももいろ珊瑚"をめぐる悲しい話をアニメ
で描いている。

お月さんももいろ 幼・小(1～

4)S62　　　24分

113 256 泳ぎの速い魚のスイミーは、大きな魚に追われ得意の泳ぎで難をのがれ
るが、同じ目にあう仲間の魚たちと協力し、大きな魚たちを追いはらうとい
う物語を、アニメで描いている。

がんばれスイミー 幼・小(1～

4)S62　　　26分

113 257 40人の盗賊から宝を取りもどしたシンドバットは、町の人たちに返すことに
しました。でも一枚のジュータンだけが残りました。

空とぶジュータン　－シンドバットの冒
険－

小1～4

S62　　　27分

113 258 お母さんが織った一枚の錦を軸にくり拡げられるファンタスティックな愛と
冒険の物語を通して、親を大切にするやさしい心、働く中に幸福があるこ
とを訴える。中国の古い伝承の映画化。

ふしぎな錦 小1～6

S62　　　21分

113 259 親おもいの子鹿マルーシカと、季節をつかさどる12か月の妖精や大ペテ
ン師のキツネがおりなす物語を、アニメで描いている。

12ヵ月の精と子ジカ 小1～6

S62　　　25分

113 260 芥川龍之介原作「くもの糸」を素材に映画化したもので、悪事を働き地獄
の底をさまよう少年が、天国の母よりとどいた一本のくもの糸につかまり地
獄を脱しようとする物語を、アニメで描いている。

くもの糸 小～一般

S62　　　15分

113 261 ワシの命を助けた少年と老人が、そのワシのおかげで、くずれ落ちる壁の
危険から危うく助かるという物語をアニメで描いている。

ワシのおんがえし 幼

S63　　　12分

113 262 まま母と二人の姉にいじめられているシンデレラが、魔法使いのおばあさ
んの計らいで王子さまの目にとまり、幸せをつかむと言う物語をアニメで
描いている。

シンデレラひめ 幼

S63　　　12分

113 263 あまりにも美しい白雪姫は、女王にねたまれ危険な目にあうが、小人たち
や王子様の力で危うく難をのがれ、幸せをつかむという物語をアニメで描
いている。

しらゆきひめ 幼

S63　　　10分

113 264 仲の良い幼い兄弟が、山姥に襲われ危うい目にあうが、機知を働かせな
がら難をのがれ、やがて天に昇って二つの星になるという物語を、アニメ
で描いている。

やまんばと兄弟星 小1～6

S63　　　20分

113 265 竹山道雄原作「ビルマの竪琴」を素材に映画化したもので、終戦後、異
国の山河にうち捨てられた同胞の遺体を弔うため、僧侶としてビルマにと
どまる若い兵士と、兵士の身を心配する戦友との深いきずなをアニメで
描いている。

ビルマの竪琴 小5～中1

S63　　　43分

113 266 釣り糸をたれる三平と、動けずにいる母ギツネを助けようとする子ギツネと
の物語を、アニメで描いている。

釣りキチ三平　～釣り場の子ギツネ～ 小1～6

S63　　　25分

113 267 渋谷駅前の銅像「忠犬ハチ公」の物語をアニメで描いています。人と動
物の心のかよいあった愛情と感動のドラマです。

ハチ公物語 小1～6

S63　　　18分

113 268 タロとジロが生きていた！雪と氷におおわれた無人の南極で、奇跡的に
生きながらえたカラフト犬タロとジロたちと、その育ての親とも言うべき教授
やトレーナーたちの物語です。(アニメ)

南極犬タロ 幼・小

S64　　　26分
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113 269 人々から「幸福の王子」と呼ばれている像の足もとに、南へ向かう一羽の
つばめが仲問とはぐれてたどり着いた。王子は、病気に苦しみ、寒さに耐
え、貧しさに苦しんでいる人たちのために自分の体についているル
ビー、サファイア、金をはずし病気に苦しみ、寒さに堪え、貧しさに苦しん
でいる人達のため届けるようつばめに頼みました。町の人々の顔が明る
さを増す一方、鉛色にあせた王子と冷たい風の中を飛び回ったツバメは
…。（アニメ）

幸福の王子 幼・小

S64　　　13分

113 270 メーテルリンク原作の名作。幸せの青い鳥をもとめて、様々名夢の国をさ
まようチルチルとミチルたちのファンタスチックな冒険物語を通して、本当
の幸福は自分たちの心の中に家族や隣人たちとの愛と思いやりの中に
あることを訴えます。（アニメ）

青い鳥 幼・小(1～

3)S64　　　32分

113 271 人間と犬との感動的な愛の物語である。子犬のころ、預けられた家の子
供たちとの愛情のふれあいからはじまり、立派な盲導犬となり、盲目の主
人にひきとられていく。ある雪の朝、サーブを連れて歩いていた主人に
一台の車が向かってきた。とっさにサーブは主人をかばう行動に、しかし
……。(アニメ)

がんばれ!盲導犬サーブ 幼～中

S64　　　27分

113 272 南太平洋の真っ只中にある、妖精たちの住む平和なピュア島に妖精を
生け捕りにしようとたくらむスマッヂ船長が現われ大騒ぎ。素敵なメルヘ
ンの世界へどうぞ。(アニメ)

ピュア島の仲間たち 幼・小(低)

S64　　　38分

113 273 お正月が近いというのに、餅を用意するお金もないので山の中に住む貧
しいじいさまは、笠を作って、町にうりにでかけました。。しかし、一つも売
れず、雪の中をとぼとぼと帰る道すがら、村はずれの地蔵さまが、雪に埋
もれているのを見て、気の毒に思い、売れ残りの笠をかぶせておいたとこ
ろ、その夜…。日本民話の代表作の一つ。

笠地蔵 小3～6

S64　　　19分

113 274 昔むかし、あるところに年がら年じゅう寝てばかりいるお百姓の若者がい
た。村の子供たちは、寝太郎と呼んではやしたてるが、どんないたずらに
も寝太郎は目を覚ましません。三年三月寝続けて、ようやく起き上がった
寝太郎が村のためにど偉いことをした・…。大人も楽しめる娯楽作品。(ア
ニメ)

日本昔ばなし三ねん寝太郎 小4～中

S64　　　43分

113 275 昔々、吉四六(きっちょむ)という、おとな顔負けの機転のきく、知恵ものの
子どもがいた。父親や侍を手玉にとった吉四六の話を聞いた殿様は、吉
四六に会ってみたくなった……。吉四六どんのトンチの面白さを楽しく描
きます。(アニメ)

吉四六どん 幼・小(1～

4)S64　　　19分

113 276 旅のカラスがサギの家にやって来て一晩泊めてもらった。翌朝旅立つカ
ラスは、サギさんが子供に恵まれますようにと言う。サギ夫婦はこんなに
宝があれば子供など要らないと思っていたが、翌年ヒナが生まれるとその
可愛さにこれこそ本当の宝だと思うのだった。しかし悪いキツネが…・。ほ
のほのとした温かさが伝わってくる逸品である。(アニメ)

サギの親子と宝物 幼・小(低)

S64　　　24分

113 277 登校途中、捨てられた二匹の子犬と出会った7人の女の子たちが、子犬
にミルクとチョコと名前をつけ、飼い主を深します。次々と起こる難題に悩
み、考え.アイデアを出しあう彼女たちは学校の中だけでは学べない貴重
な社会勉強をし、友情を深めていきます。明るく楽しい映画です。(児童
劇)

ミルクとチョコと七人の天使たち 小3～6

S64　　　47分

113 278 動物が大好きな小4の進。動物園で希望通りカバの飼育に精を出してい
る父。捨て犬の世話に忙しい母。獣医志望の中二の姉。そういう陽気な
四人家族に大変な問題が持ち上がる……。動物公園を舞台に"生命の
尊さ"を涙と笑いで描く感動の物語。(児童劇)

ぼくの家にはカバがいる 小3～6

S64　　　48分

113 279 みとりあふれる山の村で、小さなしあわせをかぞえながら成長する5歳の
少女とその姉や父母、女教師の心温まる交流を描いている。家族の愛
情、教師と子どもの交わりの温かさが、美しい自然を背景にほのぼのと展
開される。多くの子どもたちに見せたい秀作である.1989年教育映画祭最
優秀作品。(児童劇)

しあわせ色の小さなステージ 幼・小

S64　　　45分

113 280 母親を事故で亡くした子ともたちと、長距離トラックの運転手をやめた父
親が、地方都市に転居して新しい生活を始めた。けなげな子どもたちと、
明るく、たくましく育って欲しいと願う父親が、様々な事件にぶつかりなが
ら波欄万丈のドラマは続く……。父親が背中で教える愛と感動の物語。
(児童劇)

父ちゃんと僕たちのスクラム 小3～6

S64　　　48分

113 281 複雑な家庭の事情から、人間不信に陥り、異常行動、長期欠席や家出
をくり返す女子中学生が、級友や先生の温かい励ましの中で次第に立
ち直り、明るい心をとりもどしていく様子を描いている。(児童劇)

バトンはVサイン 中

S64　　　51分

113 282 グリム童話「赤ずきん」を素材に映画化したもので・病気のおばあちゃん
のお見舞いにでかけた赤ずきんちゃんが、狼におそわれ危険な目にあう
が…・。(アニメ)

赤ずきん 幼・小(1～

4)S64　　　25分
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113 283 人間の言葉を話すようになったカバのポトマスは、動物園を離れ仲良し
のマキちゃんの家で暮らすことになるが、近所の大人たちから迷惑がられ
る。ところが、……。ペットなどを粗末にあつかう世相に対してチクリと反
省をうながす愉快な物語。(アニメ)

カバのポトマス 小1～6

S64　　　25分

113 284 お日様にお願いし希望通りの強い太陽になれた小犬のタプチョプは・太
陽とし得意になるが・やがて太陽の弱みをを知り雲、風、アリ、水牛、ツタ
ヘと次々と変っていくが、結局は元の小犬に戻りたくなるという物語。(ア
ニメ)

太陽になったいぬ 幼・小(1～

4)S64　　　20分

113 285 江崎雪子原作「こねこムーのおくりもの」を素材に映画化し公園の木馬と
仲よしになったこねこのムーは、いつも淋しそうに立っている木馬を励ま
し元気づけるが、ある夜ムーは野犬に襲われ……。(アニメ)

こねこムーのおくりもの 幼・小(1～

3)S64　　　15分

113 286 アンデルセン童話「マッチ売りの少女」を素材に映画化したもので、マッ
チ売りの少女が、クリスマスの夜、売れなかったマッチを一本ずつ燃や
し、楽しい夢を見ながら死んでいくという物語。(アニメ)

マッチ売りの少女 幼・小

S64　　　21分

113 287 17世紀のフランス。花の都パリヘやってきた銃士志願の少年剣士ダルタ
ニャンは、国の陰謀の渦に巻きこまれる。銃士隊の三人と固い友情に守
られて、悪をこらしめようと決意する。(アニメ)

アニメ三銃士・パリの三銃士 小1～6

S64　　　29分

113 288 イギリスのバッキンガム公爵はアンヌ王妃名のニセラブレターでフランス
におびき出される罠にはまるが、ダルタニャンは愛馬ロシナンテにまたが
り侯爵を救出すべく飛び出して行った。(アニメ)

アニメ三銃士・ラブレターの罠 小1～6

S64　　　25分

113 289 三銃士の一人アトスは、リシュリューの部下に襲われ深手を負ってしまっ
た。それもそのはずアトスはダルタニャンとの友情の誓いのため、自ら剣
を折ってしまっていたのだ。(アニメ）

アニメ三銃士・折れた剣 小1～6

S64　　　25分

113 290 ダルタニャンは銃士見習いになることを許可され、大喜びで希望に胸を
はずませていた。そんな喜びもつかの間、アンヌ王妃がまたしてもピンチ
に!ダルタニャンは三銃士といっしよに危険な旅に出ることになる。(アニメ)

アニメ三銃士・急げ！ダルタニャン 小1～6

S64　　　25分

113 291 三銃士といっしょに危険な旅に出たダルタニャンは、旅の途中でいろい
ろな妨害にあい、生命の危険にさらされる。敵の銃撃を受け負傷したアラ
ミスを必死で看病するダルタニャンの前にまたしても敵の魔の手が・・・

アニメ三銃士・一人はみんなのために 小1～6

S64　　　25分

113 292 松谷みよこ原作「化けくらべ」を映画化したもので、化け方が得意の狸と
狐が、どちらがうまいか化けくらべをするという娯楽作品。(アニメ)

化けくらべ 小1～6

S64　　　21分

113 293 母親をなくした赤ちゃんライオンのブルプルは、子どもをなくした犬のムク
ムクの甘い乳とやさしい子守唄でスクスクと育ちます。そして、ある日の雨
上りの午後、水たまりに映った自分の姿が……。

やさしいライオン 幼・小(低)

S64　　　27分

113 294 アンデルセン童話「おやゆび姫」を映画化したものである。おやゆびひめ 幼・小(低)

S64　　　20分

113 295 アンデルセン童話の映画化、あひるの仲間として育てられた灰色のあひ
るの子が、みんなからいじめられ、仲間はずれにされるという物語。

みにくいあひるの子 幼・小(1～

3)S64　　　18分

113 296 貧乏人から大金持へ、大金持から貧乏人へ、数々の試練を経た杜子春
が、正直に暮らしていくことの大切さを悟っていく物語をアニメで描く。

杜子春 小3～6

S64　　　21分

113 297 "タマが生まれた時の話""タマとポチの大冒険"の二つの物語により構成
され、子ねこのタマをめぐる楽しいお話です。(アニメ)

タマ&フレンズ3丁目物語～夏～ 幼・小

S64　　　24分

113 298 "おまつりの夜""3丁目大運動会"の二つの物語により構成され、子ねこ
のタマと仲良しの子いぬのポチをめぐる楽しいお話です。(アニメ)

タマ&フレンズ3丁目物語～秋～ 幼・小

S64　　　24分

113 299 お化けたちの運動会の日、白組にスカウトされた少年は.1日だけお化け
に変身し、白組の優勝をめざして頑張る様子を描く。(アニメ)

おばけうんどうかい 幼・小(低)

H2　　　25分

113 300 3びきの兄弟こぶたが引き起こす愉快な物語。(アニメ)3びきの子ブタ 幼・小(低)

H2　　　12分

113 301 とんちの一休さん。今日も得意のとんちで大活躍。(アニメ)一休さん 幼・小(低)

H2　　　12分

113 302 さあ、大変。タマとポチが行方不明になってしまいました。「うちのタマ知り
ませんか?」。(アニメ)

タマ&フレンズ3丁目物語～春～ 幼・小

H2　　　25分

113 303 パンから生まれたアンパンマンが、店のパンにカビをはやしてしまうばい
きんまんをこらしめるという物語。(アニメ)

アンパンマンとばいきんまん 幼・小(低)

H2　　　10分
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113 306 首飾りを手に入れることができたダルタニャンだが、彼の行く手には女ス
パイ、ミレディーが姿を現し立ちはだかる。2人の決闘が始まった。(アニ
メ)

アニメ三銃士・ドーバーの嵐 小

H2　　　25分

113 307 ダルタニャンの命を奪おうとするミレディーは、コンスタンスをおとりにして
ダルタニャンをおびき寄せ、復讐を開始した。(アニメ)

アニメ三銃士・ミレディーの復讐 小

H2　　　25分

113 308 パリの街を荒らす鉄仮面は、したいほうだいの悪事をかさね、女優ナナが
ボナシューに預けていた高価な宝石類も根こそぎ奪い去った。(アニメ)

アニメ三銃士・女優ナナの宝石 小

H2　　　25分

113 309 鉄仮面逮捕にやっきになるリシュリューは、ミレディーの提案により、鉄仮
面をおびき出そうと大園遊会を開いたが……。(アニメ)

アニメ三銃士・鉄仮面の挑戦 小

H2　　　25分

113 310 時空を越え赤いカラスに導かれて着陸した幽霊船。タクヤと妹のエミは
老船長に船の舵取りを頼まれるが……。(児童劇)

赤いカラスと幽霊船 小3～6

H2　　　35分

113 311 落語の名作をアニメで紹介。お年寄りから子供たちまで、まずは一席、お
つきあい……。(アニメ)

馬の田楽 小～一般

H2　　　16分

113 312 ラーメンの湯気の中から生まれたラーメン天使が、地球に友だちをみつ
けにやって来た……。子どもの心に素直で暖かい気持ちを芽生えさせて
くれる楽しいお話。(アニメ)

ラーメンてんし 幼・小(低)

H2　　　10分

113 313 ミッキーがベッドで本を読んでいるうちに眠ってしまい、夢の中のふしぎ
な世界で遊んでいたが、トランプ達と戦争となりミッキーが必死に逃げ
帰ったところで目がさめるというお話。(アニメ)

ミッキーマウスのたのしいゆめ 幼・小(低)

H3　　　9分

113 314 呑気なよたろうは、村の男たちと肝だめしをすることになり、村はずれの
墓地に入ったのだが、そこのお堂にはおばけがいるという…!?。(アニメ)

あずきおばけ 小1～4

H3　　　12分

113 315 やさしさと思いやりの心がいっぱいの永遠の名作メルヘンアニメ「ムーミ
ン」から"落ちてきた星の子"を収録する。(アニメ)

ムーミン 幼・小(中)

H3　　　25分

113 316 ある夜のこと、窓からピーターパンが小さな妖精のティンカーベルを連れ
て、ウェンディたちをネバーランドに誘いにやってきました。(アニメ)

ピーターパン 幼・小(低)

H3　　　12分

113 317 則安は毎日、日記をつけていた。こっそり読んでいるお母さんをびっくり
させるため、デタラメの「あしたの日記」を書いたところが、びっくりするの
はお母さんじゃなくて則安のほうだった。日記に書いたデタラメが本当に
おきちゃった。(アニメ)

はれときどきぶた 幼・小(中)

H3　　　38分

113 318 紙しばいをやることになった則安たち3ぱんは、宇宙人が地球を攻撃する
話や子ぶたが弁当を持って遠足に行く話を全部まぜた話にすることにし
たが、突然、紙しばいの絵から魔王が飛び出し、みんなをぶたにかえて
しまった。(アニメ)

ぼくときどきぶた 幼・小(中)

H4　　　25分

113 319 ぼくは新聞記者になったつもりで、「ほんとしんぶん」を書いて、神社の掲
示板にはることにした。でも、ほんとうのことは人をおこらせてしまうんだ
ね。だから「うそ新聞」に変えたんだ。これならだれもおこらないし、かえっ
てみんな喜んでくれるみたいだし。(アニメ)

あしたぶたの日ぶたじかん 幼・小(中)

H4　　　40分

113 320 原作・音楽は原由子で、ゆかいでファンタジックなお話。「ネコクンと星ク
ンのお話」と「空とぶお布団のお話」の2話からなる。(アニメ)

眠れぬ夜の小さなお話(1) 幼・小(低)

H4　　　15分

113 321 「ヤーサマネコは運痴のお話」と「満月の夜のお話」の2話からなる。(アニ
メ)

眠れぬ夜の小さなお話(2) 幼・小(低)

H4　　　15分

113 322 むかし肥後の国に、彦一というとても頭のまわる男がいた。今日も山奥の
てんぐ様の家では、てんぐと狐が彦一にしてやられた話をしている。(アニ
メ)

彦一とんちばなし 幼・小(低)

H5　　　12分

113 323 第1話「ぼくの大切なもの」、第2話「不思議なともだち」の二つの物語によ
り構成。(アニメ)

タマ&フレンズ3丁目物語～おともだち
編～

幼・小

H5　　　24分

113 324 3丁目にもクリスマスがやってきた。たけし君はタマにプレゼントがくるよう
にと、エントツのついた家を作ってあげました。「クリスマス・イブのなぞ
(前・後編)」(アニメ)

タマ&フレンズ3丁目物語～クリスマス
編～　

幼・小

H5　　　24分

113 325 魔法使いの弟子になったミッキーマウスは、ほうきに魔法をかけ自分の仕
事をさせ楽をしようとするが、逆にひどい目にあう様子を描く。(アニメ)

ミッキーマウスと魔法の帽子 幼・小(低)

H5　　　10分

113 326 おじいさんとおばあさんの垢から生まれた男の子は力持ちになりました。
あるとき百貫棒を持って武者修行に出た力太郎は二人の力自慢に勝っ
て二人を子分にします。それからしばらく行くと化け物が出るという村にさ
しかかりますが…(アニメ)

力太郎(日本昔ばなし) 幼・小(低)

H6　　　10分
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113 327 6人の愉快なリトルボーイがいろいろな活躍をする楽しいアニメ。スポーツ
の楽しさを題材とした短編8本で構成されている。情操教育にふさわしい
明るい作品。(アニメ)

ゆかいなリトルボーイぼくらはスポーツ
マン

幼・小(低)

H6　　　11分

113 328 6人の仲間たち、今日は・森の中へ散歩をしよう・ハチさんは苦手だな・ネ
ズミさんは少し生意気だな・さあ、みんなで種まきをしよう・さかなとりに行
こう・さあ、みんなでキャンプ旅行に行こう(短編7本で構成)(アニメ)

ゆかいなリトルボーイ動物とちえくらべ 幼・小(低)

H6　　　10分

113 329 ・お家の中が散らかった、さあ大変。ようし、僕たちでロボットを作ろう。さ
あ働き者のロボットのできあがり。雨降りの時は:窓いっぱいにお天気の
写真をはりつけよう。部屋の中で楽しく遊べるよ。(アニメ)

ゆかいなリトルボーイぼくらは発明家 幼・小(低)

H6　　　10分

113 330 ネコくんとくじらさんは、不思議な海の大冒険にでかけ難破した海賊船で
の宝探しをする。また、森で卵を拾ったネコくんとその卵から生まれたゴ
マタン、この二人の愉快な生活は(ゴマタンのお話とあわせ2話を収録)(ア
ニメ)

眠れぬ夜の小さなお話(3)クジラさん
に乗ってのお話など

幼・小(低)

H6　　　18分

113 331 病気のウサギくんのために幻のアイスを求めて、秘境クリンクリン山へ出
発するネコくん(アイスクリームのおみやげのお話)元気のないお月様に
唄を贈るため、唄の特訓をするネコくん。(2話を収録)(アニメ)

眠れぬ夜の小さなお話(4)お月さまに
唄をのお話など

幼・小(低)

H6　　　18分

113 332 クリスマスが近づいたある日、ミンキーモモは両親と買い物に出かけま
す。そこで、孤児のポールは一度もサンタクロースからプレゼントをもらっ
たことがないと話します。モモは魔法を使ってサンタを探しに出かけま
す。…(アニメ)

ミンキーモモお願いサンタクロース 幼・小(低)

H6　　　25分

113 333 サラダ十勇士の発明家・ナップル博士がタイムマシンを完成させた。そこ
で、トマトマンとモモモ姫は時間旅行に出かけたのだが、タイムスリップし
た先は原始時代だった。そこで、トマトマンの前に現れたのは十勇士の
先祖たちだった。(アニメ)

サラダ十勇士トマトマンパートⅡ原始
時代のトマトマン

幼・小(低)

H6　　　23分

113 334 一はれときどきぶたシリーズ第4作一遅刻しそうになってあわててはいた
ズボンに妹のパンツがひらひらと付いていた。みんなに笑われて恥ずか
しい思いをした則安はマンガにして日記を書くことにした。(アニメ)

ぼくへそまでまんが　 幼・小

H6　　　25分

113 335 大きな獲物をしとめられる狩人になろうと森の中へ入った少年が、逆に大
きな熊におそわれ、危ない所を小さな動物たちに助けられるという物語。
(アニメ)

どうぶつ村のリトル・インディアンウォ
ルト・ディズニー作品

幼・小(低)

H6　　　10分

113 336 ミッキーマウス、ドナルドダック、グーフィーの三大スターが登場するハラ
ハラ、ドキドキ、スリル満点の物語。よく晴れた日曜日キャンピングカーで
三人は旅行に出発した。運転手のグーフィーが朝食を食べている間に
車は崖の道へ…(アニメ)

ミッキーマウスのキャンピングカーウォ
ルト・ディズニー作品

幼・小(低)

H6　　　9分

113 338 ムーミンが突然いばりだしました。まるで世界で一番えらくなったみたい。
パパはびっくり、ママはおろおろしています。いったいどうしたことでしょ
う?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…(アニメ)

ムーミン　ぼくは王様だ 幼・小(中)

H6　　　25分

113 339 ムーミン家のお客様がやってきました。でもちょっと困ったことにお客さま
は「おばけ」だったのです。おばけくんはわがままばかり言ってみんなを
困らせます。でもおばけくんにも怖がってくれないという悩みがあったの
です。(アニメ)

ムーミン　消えないおばけ 幼・小(中)

H6　　　25分

113 340 意気地なしと言われたゴンちゃんは、おんぶをつれて話に聞いた千里を
走る鬼の下駄を取りに山へ出かけます。気味の悪い家を見つけて近づ
いてみると…親から子へ語りつがれたむかしばなしシリーズ(アニメ)

おんぶおばけシリーズ　鬼の下駄 幼・小(低)

H6　　　25分

113 341 ハローウィンの祭りの夜、3人の甥っ子たちはドナルドおじさんの家を訪
ねた。よくばりなドナルドはお菓子を取られては大変と3人にいじわるをす
る。それを見た魔女のハーゼルおばさんはドナルドをこらしめる。(アニメ)

ドナルドダックと魔法使い 幼・小(低)

H6　　　10分

113 342 冬がただ寒いだけじゃなく、冬の楽しさ、すばらしさを雪だるまの精が、
ミッキーとその仲間に教えてくれる。また、クリスマスの習慣についてもプ
レゼントの由来やツリーにまつわるお話なども教えている。(アニメ)

ミッキーマウスとたのしい冬ウォルト・
ディズニー作品

幼・小(低)

H7　　　10分

113 343 ミッキーマウスとその飼犬プルートの物語。自分が助けた子猫だけをミッ
キーが可愛がるので、ねたむプルート。その子猫が深い井戸に落ちたと
き、プルートの心の中では助けるべきか、見捨てるべきか天使と悪魔の
葛藤が始まる。(アニメ)

ミッキーマウスとプルートウォルト・ディ
ズニー作品

幼・小(低)

H7　　　10分

113 344 静かな森の古い水車小屋で平和にくらしている動物たちが、急に襲って
きた嵐に驚きあわてるが、みんなで協力し危険から脱するという物語。(ア
ニメ)

のどかな森のシンフォニーウォルト・
ディズニー作品

幼・小(低)

H7　　　10分
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113 345 「武道大会の段」「麗しき友情の段」の2本立て。きり丸・乱太郎・しんベエ
の繰り広げる、厳しい特訓・修行あり、暖かな友情・団結ありの、ユーモア
あふれる笑いの中にも心暖まる学園ドラマ。(アニメ)

忍たま乱太郎パート1武道大会の段 幼・小(低)

H7　　　25分

113 346 コンテストに出品するために、ウメ法師に内緒で魔法の杖を使って魔法
をかけ巨大トマトにしてしまったトマトマン。おかげでお城の周りはジャン
グルのようになってしまってさあ大変。この騒ぎを治めることができるのか
な。(アニメ)

サラダ十勇士トマトマンパート1出動!
魔法のミニトマト

幼・小(低)

H7　　　23分

113 347 絵本でも有名な昔話をきれいな絵と明快なテンポで語るアニメ。こころや
さしいおじいさんが、雪の降る帰り道、おじぞうさまに売り物のかさをかぶ
せてあげると、その夜一。(アニメ)

日本のおとぎばなし1アニメ全集かさ
じぞう

幼・小(低)

H7　　　12分

113 348 絵本でも有名な昔話をきれいな絵と明快なテンポで語るアニメ。海でい
たずらっこたちにいじめられている亀を助けたおじいさんは竜宮城へ一。
(アニメ)

日本のおとぎばなし1アニメ全集うらし
またろう

幼・小(低)

H7　　　12分

113 349 絵本でも有名な昔話をきれいな絵と明快なテンポで語るアニメ。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!(アニメ)

日本のおとぎばなし2アニメ全集いっ
すんぼうし

幼・小(低)

H7　　　12分

113 350 絵本でも有名な昔話をきれいな絵と明快なテンポで語るアニメ。むかし
むかし、とってもひどいいたずらをするタヌキがいたそうな一。(アニメ)

日本のおとぎばなし2アニメ全集かち
かちやま

幼・小(低)

H7　　　12分

113 351 ごんべえは猟師なのに、いつもカモに馬鹿にされてばかり。これでは悔し
いとばかり、ある日ごんべえは、とうとう99羽のカモを一度に捕まえること
に成功します。ところが、逆につりあげられて空を飛んでいくはめに一!?。
(アニメ)

日本のおとぎばなし3アニメ全集かも
とりごんべえ

幼・小(低)

H7　　　12分

113 352 山寺に住む小僧のボク念は、とても体が大きくて力持ち。そのボク念を簡
単に負かしてしまう妙な殿様が現れた。さて、そのすもうの強い男の正体
は!?。(アニメ)

日本のおとぎばなし3アニメ全集すもう
おばけ

幼・小(低)

H7　　　12分

113 353 ミッキーマウスと犬のプルート、そして2匹のリスが、クリスマスツリーの飾り
つけをめぐり、いろいろな騒動をひきおこすという物語。(アニメ)

ミッキーマウスとゆかいな仲間たち
ウォルト・ディズニー作品

幼・小(低)

H7　　　10分

113 354 絵本でも有名な昔話をきれいな絵と明快なテンポで語るアニメ。おじいさ
んが罠にかかった1羽のツルを助けると、その晩きれいな1人の娘が泊め
てくれとたずねてきた。娘がお礼に織った反物は……。(アニメ)

日本のおとぎばなし1アニメ全集つる
のおんがえし

幼・小(低)

H8　　　12分

113 355 絵本でも有名な昔話をきれいな絵と明快なテンポで語るアニメ。さむい、
さむい、ふぶきの夜、巳之吉が山小屋で見たものは……。(アニメ)

日本のおとぎばなし2アニメ全集ゆき
おんな

幼・小(低)

H8　　　12分

113 356 むかし、あるお寺に、ねこの絵を描くのが大好きな小坊主さんがいまし
た。いくら、おしょうさんが注意してもやめないのでとうとうお寺を追い出さ
れてしまいました。森のはずれの荒れ寺に泊まったときのことでした…
…。(アニメ)

日本のおばけ話絵からとびだしたね
こ

幼・小(低)

H8　　　15分

113 357 ある冬も近い夜のこと。村の若者たちがきもだめしをすることになりまし
た。裏山のお墓の大きな松の木の上で一晩すごそうというのです。誰も
自分が先に行こうと言わないので茂吉が最初に行くことにしました……。
(アニメ)

日本のおばけ話きもだめしのばん 幼・小(低)

H8　　　15分

113 358 大工の正八は、町はずれのお寺の修理をしています。ついつい仕事に
夢中になってしまい、もう日も暮れそうです。おしょうさんに「こよいは満
月。帰りはじゅうじゅうお気をつけなされ。」と言われ、心配しながら帰ると
……。(アニメ)

日本のおばけ話のっぺらぼう 幼・小(低)

H8　　　15分

113 359 第1話「タマ&フレンズ」3丁目の仲間たちそれぞれのお昼ゴハンをみんな
で食べる、3丁目食べ歩きのおはなし。第2話「ぼくのお気に入り」お気に
入りのタオルケットがブルと追いかけっこでズタズタに。タマはションボリ。
(アニメ)

3丁目のタマ　タマ&フレンズ 幼・小

H8　　　24分

113 360 第1話「3丁目ラビリンス」新しい裏道を探すタマの目の前に最高の遊び
場所が出現。でもそこにはなぜかブルが!第2話「モモの鈴を追いかけて」
お母さんからもらった鈴を下水に流してしまったモモ。必死に追いかける
うちに。(アニメ)

3丁目のタマ　3丁目ラビリンス 幼・小

H8　　　24分

113 361 第1話「猫ノ巣城(前編)」トメさんがトラのために作った小さなお城はみん
なの遊び場。それを壊そうとたくらむワカ。第2話「猫ノ巣城(後編)」みんな
のお城をワカから守るためにタマたちは老犬グランピーに相談します。
(アニメ)

3丁目のタマ　猫ノ巣城 幼・小

H8　　　24分
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113 362 「トッピィくんとひよこのたび」「トッピィくんのだいすきなでんわ」「トッピィく
んとどうぶつえん」の3本立て。チェコの人気アニメ"もぐらのトッピィと森の
仲間たち"シリーズ。(アニメ)

トッピィと森の仲間たち 幼・小(低)

H8　　　19分

113 363 「手裏剣コンクールの段」「燃えるメニューの段」の2本立て。ご存じおさわ
がせ3人組の楽しいお話。(アニメ)

忍たま乱太郎パート4手裏剣コンクー
ルの段　

幼・小(低)

H7　　　25分

113 364 アニメ世界の童話シリーズから。不思議な老人に、洞窟の奥にあるランプ
を取ってくるように頼まれたアラジン。そのランプの中には大男のランプの
精がいました。(アニメ)

アラジンと魔法のランプ　 幼・小

H8　　　24分

113 365 アニメ世界の童話シリーズから。ひらけゴマ!一盗賊の隠した宝物を見つ
けたアリババが、盗賊たちを相手に知恵と勇気で大活躍。(アニメ)

アリババと40人の盗賊 幼・小

H8　　　24分

113 366 ウォルト・ディズニー作品。ミッキーが指揮をするオーケストラの野外コン
サートにアイスクリーム売りのドナルドが通りかかり竜巻まで起こり大騒
動。『ウィリアムテル序曲』と『藁の中の七面鳥』と『嵐』の曲にのって繰り広
げられる。(アニメ)

ミッキーマウスのバンドコンサート 幼・小(低)

H9　　　10分

113 367 ウォルト・ディズニー作品。今日は良い子たちが待ちに待ったクリスマス・
イブ。サンタさんがやってきてプレゼントのおもちゃたちに合図をしてクリ
スマスツリーをつくりはじめます。ミッキーマウスのおもちゃもいて大活躍
のお話。(アニメ)

すてきなクリスマス 幼・小(低)

H9　　　9分

113 368 ウォルト・ディズニー作品。小鳥のように大空をとんでみようとあこがれて
いたマウスは、羽根をつけてとんだがなかまはずれにされてもとのネズミ
になるというゆかいなものがたり！小さなマウスを通して私達にいろいろと
教える。(アニメ)

空とぶマウス　 幼・小(低)

H9　　　11分

113 369 ウォルト・ディズニー作品。体力のないチッチという小鳥が、フクロウ先生
の教えをもとに、体力作りにはげむ姿をえがいています。その中で、友達
や人間とのふれあいも描く。(アニメ)

まけるなチッチ　 幼・小(低)

H9　　　13分

113 370 突然の大地震でおさびし山がくずれ、ペガサスの白骨が見つかり、二頭
のペガサスの絵をもとにみんなで復元することに・・。出来上がった復元
パーティのとき、二頭は美しい光をはなちながら空高く舞い上がっていっ
た。(アニメ)

ムーミン　はばたけ！ペガサス　 幼・小(低)

H9　　　25分

113 371 ヘムレンさんの大切なホルンをこわしてしまったムーミンは、マキを売って
新しいホルンを買って返そうと森で働き始めた。働き過ぎて熱を出したと
き、そばに木の実の薬が。それは南の国から帰ってきたスナフキンから
だった。(アニメ)

ムーミン　スナフキンが帰ってきた 幼・小(低)

H9　　　25分

113 372 海猫島ヘイカダで探険に出かけたビッケたち男の子。乱暴な男の子たち
になじめないビッケは一人で別行動。そこで大アザラシと仲良しになり泳
ぎを教えてもらっていましたが、それを見た男の子たちはビッケが襲われ
ていると思い……。(アニメ)

ビッケと大あざらし 幼・小

H9　　　23分

113 373 一年に一日しか働かないのんきな身分だと思われているサンタクロース。
実は毎日庭の手入れや家事、それに子どもたちからのカードの整理やら
でうんざりするほど忙しく、今年は休暇をとること。大人の楽しめる作品。
(アニメ)

ファーザークリスマス 幼～一般

H9　　　30分

113 374 「ヘムヘムがいない!の段」「ヘムヘムを返せ!の段」の2作品。盗賊団に盗
まれた学園長のペットヘムヘムを乱太郎・きり丸・しんべいの忍玉3人組
が救い出しに行くが……。(アニメ)

忍たま乱太郎パートV 幼・小(低)

H9　　　25分

113 375 ジム・ホーキンス少年は、海賊フルントが宝を隠したという秘密の島への
地図を苦労の末、手にいれる。そして、勇んで出発していくが、行く手に
は…・・!?(アニメ)

宝島 幼・小(低)

H9　　　12分

113 376 アンデルセンの名作童話。海の底に住む人魚のお姫さまは、地上の王
子さまに恋をしてしまい、人間になって王子さまのもとへ行くのですが・
一・!?(アニメ)

人魚姫 幼・小(低)

H9　　　12分

113 377 ドナルドが操作していたリモコン飛行機が、木の枝に引っかかった。その
木にはいたずらっ子リスのチップとディールが住んでいたからさあ大変!
…(アニメ)

ドナルドダックのテストパイロット 幼・小(低)

H10　　　7分

113 378 ドナルドの焼いている朝ごはんのパンケーキを何とか手に入れようとする
チップとディール。知恵くらべはどっちの勝ちかな?!(アニメ)

ドナルドダックの朝ごはん 幼・小(低)

H10　　　7分

113 379 ムーミンの家にやってきたおじさんを、勝手に手品師だと思いこんでし
まったムーミン。正体を知って落ち込むムーミンを見ておじさんは……。
(アニメ)

ムーミン～おじさんは手品師～ 幼・小(低)

H10　　　25分
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113 380 頼まれて運んでいた硝石をドクタケ城の八方斎に奪われたしんべえ。話
を聞いた忍術学園のみんながドクタケ城へのりこむが……。(アニメ)

映画忍たま乱太郎　 幼・小

H10　　　45分

113 381 3階のトイレに花子さんがいた！！…・・どきどきしながら調べに行く仲良
し5人組に悪いおばけたちが迫る。その5人を助けてくれたのはあの…
…。(アニメ)

トイレの花子さん 幼・小

H10　　　30分

113 382 こどものための音楽物語(プロコフィエフ作曲)こっそり銃を持ち出し狼を
探しに出かけたピーター。小鳥やあひるや猫と仲間になるが、やがて本
物の狼に出会ってしまい、大慌て。(アニメ)

ピーターと狼 幼・小(低)

H10　　　14分

113 383 ゴーシュは金星音楽団でセロを弾く係です。でも、演奏会まであと10日な
のに、セロをうまく弾けません……あきらめないで努力し続けるゴーシュ
の姿といろいろな動物たちとの出会いを描いた楽しいファンタジーです。
(アニメ)

セロひきのゴーシュ 幼・小(低)

H11　　　18分

113 384 幽霊がふらふらとさまよい歩くという噂のお寺からケーキの匂いが……。
兄妹で中国を旅するもぐらがみんなの幸せのため、協力しあい、仲良く
することの大切さを知る作品。(アニメ)

幽霊屋敷でケーキはいかが? 幼・小(低)

H11　　　23分

113 385 第三協栄丸の船の段第三協栄丸から招待状が届いた。新しい海賊船を
つくったので見に来てくれと言うのだが……。ひえた八方斉の段海賊船
が盗まれたのは新しい大砲がほしかったからだ。大砲を取り戻すために
……。(アニメ)

忍たま乱太郎パートⅥ 幼・小

H11　　　25分

113 386 キューリのドラキュラ　"ドラキューリ"が平和なサラダ国に現れ、赤カブや
イチゴが次々襲われる。ドラキューリは心を吸い取ってしまうのだ。みんな
の期待を背負ってトマトマンはドラキューリ退治に出かけるのだが……。
(アニメ)

サラダ十勇士トマトマンパートⅢドラ
キューリがやってきた

幼・小(低)

H11　　　23分

113 387 はむこは体がちょっと太めのふつうの女の子だが、悪者をやっつける正
義の盗賊(?)だ。彼女に不可能という文字がなく、どんなものでもドタバタ
と鮮やかに盗んでいく爆笑痛快アニメ作品。(アニメ)

はむこ参る 幼・小

H11　　　20分

113 388 親どうしは互いにきらいあっていても、子ぎつねのコン子と子だぬきのポ
ンは友だちになってしまいます。ユーモラスでちょっとハラハラ、温かくや
さしい物語を通じて、友だちを持つことの楽しさを訴えます。

こぎつねコンとこだぬきポン 幼・小(低)

H11　　　21分

113 389 きこりのドナルドダックは木を切るために今日も森へやってきました。そし
て大きな木を見つけると、さっそく仕事にかかることにしました。ところがこ
の大きな木にはチップとディールの2匹のかわいい子リスが住んでいたか
らさあ大変!

ドナルドダックと森の子リス 幼・小(低)

H11　　　8分

113 390 ここはドナルドダックの牧場です。ドナルドは鼻歌を歌いながら、牛の所
にやってきて、いつものように牛のミルクをしぼり始めました。とても調子よ
くミルクが出ます。するとそこへ1匹のハエが飛んできました……。

ドナルドダックのゆかいな農夫さん 幼・小(低)

H11　　　8分

113 501 お日様が沈むところでお母さんが待っていると信じている一人の女の子
は、途中で出会った、小さいときにお母さんとはぐれてしまった熊と、お母
さんを鳶にさらわれた鼠と、卵から生まれたのでお母さんの顔を知らない
カエルと一緒にお母さんを捜しに行きます。"おかあさん"て何か、子ども
の心にやさしく問いかけます。(アニメ)

おかあさんのふえ 幼・小(低)

H3　　　10分

113 502 きょうは動物の国の運動会。自分がこの国の王様だと思っているライオン
くんは自信満々です。ところが、出た競技全部に負けてしまづたライオン
くんは、みんなの笑い者になってしまいます。その時、近くの森が火事に
なり、中にはゴリラの坊やがいるのです。誰も助けに行こうとしないその時
ライオンくんが……。(アニメ)

おうさまはだれだ 幼・小(低)

H3　　　10分

113 503 パパおばけとママおばけと森で静かに暮らしていたオバケちゃんは、静
かな森を守ろうとして、木を切りにやってきた人間達を追い出し、自然が
大好きな女の子と仲良しになる物語。(アニメ)

オバケちゃん 幼・小(低)

H4　　　25分

113 504 昔、鳥と獣たちの喧嘩があり、コウモリはいつも形勢有利な方についてい
たので、鳥と獣から仲問外れにされ、夕方、暗くなると行動するようになっ
たことを描く。(アニメ)

コウモリも楽じゃない 幼・小(中)

H4　　　20分

113 505 あまんきみこ原作「おにたのぼうし」を素材に映画化したもので、物置小
屋の天井に住みついた黒鬼の子どもが、人間の喜ぶことをしたいと願い
行動するという話。(アニメ)

おにたのぼうし 幼・小(中)

H4　　　18分

113 506 猟師の「さだ六」と自分の子どものように可愛がり育てた秋田犬「しろ」の
お話で、傷ついた猪親子を銃で撃つことのむごさや主人を思う「しろ」の
様子を描く。(アニメ)

さだ六としろ 幼・小(中)

H4　　　15分
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113 507 王様が、つばめにハンモックを引っ張ってもらってアフリカに連れてって
もらうことに決めたが、お弁当・ストーブ・ボート・浮輪それにテレビも本も
乗せたので失敗した。王様はしかたなく・…・・。(アニメ)

王さまでかけましょう 幼・小(低)

H4　　　12分

113 508 病床にある祖父に対する母のやさしい行為に深い感動を覚えた一人の
少女が綴った作文を映像化したもので、親子、夫婦の絆といった家族の
間の心の結びつきについて考えさせる作品である。(アニメ)

おかあさんのやさしい手 小

H4　　　23分

113 509 いつも意地悪をしているきつねが、山火事になった時に、森の仲間達が
真剣にきつねのことを心配していることを知り、やさしい心を取り戻す様
子を描いている。道徳教材としても利用できる。(アニメ)

森のなかまたち 幼・小(低)

H4　　　25分

113 510 アルプス山地の国・スイスの伝説上の英雄ウイリアム・テルのお話で、純
粋な山国の人たちを力で虐げようとする横暴な支配者に勇気をふるっ.て
困難に立ち向かうことの大切さを描く。(アニメ)

弓の名人ウイリアム・テル 小

H4　　　19分

113 511 チャールズ・ディケンズ原作「クリスマスキャロル」。冷酷でけちん坊なスク
ルージ老人が、クリスマスの日に夢の中で、幽霊たちから過去・現在・未
来の自分の姿を見せられ、優しい心を取り戻し人間性に目覚めていく様
子を描く。(アニメ)

クリスマスキャロル 小3～6

H4　　　29分

113 512 3匹の子ブタが、母親から自立してそれぞれ自分の家を建てました。兄さ
んブタは藁の家。二番目のブタは木の家。弟ブタはレンガの家。ある日、
腹ぺこ狼がやってきて、藁の家をひと吹きで吹き飛ばしました。それから
狼は……。(アニメ)

がんばれ子ブタくん 幼・小(低)

H4　　　20分

113 513 一人の旅の男がうす暗くなったので一軒の家を見つけると、一夜の宿を
たのみました。この家の主人は「私は用事で出かけねばなりません。その
間留守番をして頂きたいのです。それから裏手に蔵が4つございます
が.4つめの蔵だけは決してご覧になりませぬように」と言い残したが、・
…。(アニメ)

うぐいす女臣 幼・小(中)

H4　　　15分

113 514 1年2組の子供たちが、体操をしていると、空に大きなくじらが現れました。
真っ白い雲のくじらです。雲のくじらは、子供達といっしょに体操を始めま
した。子供達が運動場を駆け足で回ると、くじらぐもも空を回ります。「ここ
へ、おいでよ」と、くじらぐもがみんなを誘います。(アニメ)

くじらぐも 幼・小(低)

H4　　　11分

113 515 北国の山の麓にある小さな村。村には人々の命を支える美しい池があっ
た。源太郎じいさんは、この池には昔から"ガマどん"という妖怪がいて、
水を守っていると信じている。事件が起こったのは、じいさんの孫、太郎
が10才になった夏まつりの日。(アニメ)

太郎ヶ池の夏まつり 小3～6

H4　　　30分

113 516 丘の上のかしのきホテルには、いろんな泊まり客がいます。かしの木はそ
んな泊まり客達を、やさしく見守っているのです。ある時このホテルに、み
の虫がやって来ました。泊まり客達は、こんなきたない虫といっしょに泊ま
るのはいやだと、かしの木に文句を言い出します。・(アニメ)

かしのきホテル 幼・小(低)

H4　　　10分

113 517 北国のさむ一いところに、昔、なまはげという鬼の仲間が住んでいまし
た。お正月がくると山からおりてくる。それは、泣き虫や寒がりやなまけも
のの子どもの首をちょんぎるためだった。昔から伝わる行事を題材に、こ
わい鬼のイメージを一新するユーモラスでほのぼのとしたお話。(アニメ)

なまはげだぞう 幼・小(低)

H4　　　10分

113 518 ロンロンじいさんは、山に囲まれた町の中の動物園で、動物たちの世話
をして暮らしていました。ある日、町中が火事になり、動物たちが暴れ出
すのを恐れた園長は、動物たちを殺そうとします。ロンロンじいさんは必
死で止めました。・(アニメ)

ロンロンじいさんのどうぶつえん 幼・小(低)

H4　　　10分

113 519 森のはずれに住むきこりの親子は、とても不思議な笛を持っていました。
その笛を吹くと森中の小鳥たちが集まってきて、笛の音に合わせて歌い
だすのです。ところがある日、森を通りかかったわがままな王様が、きこり
の親子から笛を取り上げ、その上小鳥たちをつかまえてお城へ連れて行
き、鳥かごに閉じこめてしまいました。・…。(アニメ)

ことりのふえ 幼・小(低)

H4　　　10分

113 520 1451年イタリアのジェノバで生まれ、小さいときから海にあこがれが強く、
のちに新大陸を発見し、勇気と信念を持って未知の世界へと挑んだコロ
ンブスの生涯を描く。(アニメ)

コロンブス 小3～6

H4　　　23分

113 521 主人公の子どもたちがUFOに捕まり、宇宙人の惑星へと連れ去られて、
その浪費ぶりを指摘させる、というストーリーを通して、なぜ物やお金を大
切にすることが必要かといった点を、興味深く、また、分かりやすく描く。
(アニメ)

UFOにつかまった子供たち 小3～6

H4　　　20分

113 522 まだ西洋音楽の根づいていなかった日本にあって、外国に負けない立
派な音楽を作ろうと、作曲一筋に生きた滝廉太郎の生涯を、「荒城の月」
「箱根八里」「花」などの名曲をちりばめながら描く。(アニメ)

荒城の月－滝廉太郎物語 小3～6

H4　　　21分
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113 523 喘息で学校を休みがちな少年タケオが、離婚した父親と那須の別荘で
一夏を過ごすうち、管理人の息子の協力と父と子のふれあいを通して、
タケオが心身ともにたくましく成長していく様子を大自然を背景に描く。
(児童劇)

タケオの夏　 小3～6

H4　　　58分

113 524 都会に住む一人のひ弱な少年が、夏休みに田舎の父親の実家で過ご
す中で「トンボ公園」を知り、自然と触れ合い、そしてトンボという一つの
小さな生命さえ生きるために一生懸命であることを体験を通して学び、心
身ともに成長していく姿を描く。(児童劇)

健太のトンボ日記 小3～6

H4　　　42分

113 525 遼子は1才半のころ髄膜炎がもとで聴覚と言語を失った。しかし母親は懸
命に絵と文字と口型で言葉を教え込み、発声練習を続ける中で、聾唖者
としてのハンディキャップをのりこえさせようと努力するが、小・中学校へと
進むにつれて……。

愛が聞こえますか 小(高)～一

般H4　　　54分

113 526 寝たきりになった時計屋のおじいさんと心優しい少年が体験したミステ
リー。おじいさんにはやり残した仕事があった。それを少年の知恵と体
力、そして72時間だけ授かった超能力を借りて完遂しようというのだ。奇
想天外な展開、手に汗握るSF映画。(児童劇)

時計館の秘密 小3～6

H4　　　55分

113 527 祖父の故郷で夏休みを過ごすことになった日系三世のアメリカ少女。天
真燗漫な彼女は大人や子どもの中に気軽にとけ込み、さわやかな波紋
を投じていく。小さな日米摩擦を起こしながらも、日本に来て本当によ
かったと感激するまでの日米少年少女の友情物語。(児童劇〕

エミリーがやってきた 小3～6

H4　　　43分

113 528 蔵王の自然の中で、大阪の小学生「武」と秋田犬「ハク」との心暖まる交
流。都会と田舎の子ども達との素晴らしい友情。人間と動物の愛のドラマ
を描く。(児童劇)

ハクちゃん行進曲 小3～6

H4　　　46分

113 529 モンゴルの貧しい羊飼いの少年スーホーが育てた小馬シロが、王様の馬
と競争し勝ってしまった.王様はシロが欲しくなり、銀貨と引き替えようとし
たが、スーホーが断ったため、シロは矢の雨をあび死んでしまった。残っ
たシロの骨で作った琴が馬頭琴と呼ばれるようになったという物語。(アニ
メ)

白い馬 小3～6

H5　　　21分

113 530 小1と4歳の仲良し姉妹に、お母さんが七夕にまつわる織姫と彦星の話を
します。夜空にきらめく2つのお星様が天の川をはさんで再会するロマン
チックな物語。(アニメ)

七夕さま 幼・小(低)

H5　　　10分

113 531 自分の美しさに高慢になった白いラクダが、結婚し、可愛い子どもが生ま
れると、人並のやさしい気持ちに変わっている。ところが、幸せな生活が
破られる時が来る。(アニメ)

白いラクダの親子 幼・小(低)

H5　　　18分

113 532 宮沢賢治の原作で、子ぎつねの紺三郎がヒゲをピンとひねって、四郎と
かん子に「今夜幻燈会に来てくれ」といった。そして…。(アニメ)

雪渡り 幼・小(中)

H5　　　23分

113 533 のどか森の住民たちの目を通して、自然の大切さや他人に対する思い
やりや目的をなしとげる喜び等を子どもたちにわかりやすく伝える。(アニ
メ)

のどか森のリトル・ジョイ 幼・小(低)

H5　　　23分

113 534 人形やおもちゃは、自分の分身の気持ちで大切にしていくようにとの心
がまえを育て、あわせて、ものを大切にあつかう心を養う。(アニメ)

クリスマスのおくりもの 幼・小(低)

H5　　　18分

113 535 おばあさんと峠に住むいたずら好きな三匹の子ぎつねとのあたたかくほ
のぼのとした楽しい作品である。(アニメ)

こぎつねのおくりもの 小1～4

H5　　　30分

113 536 仕事が大嫌いなロバが、あるとき塩を背にのせて川を渡る時、足を滑らせ
たところ、川の水に塩が溶けて身軽になったのを、今度は海綿を運ぶこと
になり、楽をしようとして故意に川の中で転んだが、…。(アニメ)

－イソツプ物語－まぬけなロバ 幼・小(低)

H5　　　12分

113 537 人間の姿になる術をお母さんにかけてもらった子だぬきが、自転車に
乗った男の子に出会う。やさしい男の子とかわいい子だぬきとの交流を
描く。(人形アニメ)

少年と子だぬき 幼・小(低)

H5　　　13分

113 538 宮沢賢治原作「水仙月の四日」を素材に映画化したもので、春を告げる
水仙が咲き出す頃、冬が最後のひとあばれをするという物語。(アニメ)

水仙月の四日 小

H5　　　12分

113 539 ひなまつりのいわれに疑問を持ったヒロコちゃんが、昔ヘタイムスリップし
て、女の子の健康と幸福を願って行われてきたひなまつりを体験していく
姿を描く。(アニメ)

ひなまつり 小1～4

H5　　　19分

113 540 オスカー・ワイルドの「星の子」が原作で、人間のごうまんさ、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
描く。(アニメ)

星の子 小3～6

H5　　　31分
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113 541 ヨーロッパで人気のある、パターソン夫婦の絵本をアニメにした作品で、
イギリスの美しい田園風景の中でくり広げられる、動物たちの楽しい物
語。(アニメ)

フォックスウッド物語 小1～4

H5　　　25分

113 542 ある国の王様が、魔女の娘を妃にしてしまう。王様には、六人の王子と末
娘がいたが、妃は子ども達が気に入らず、魔法で王子たちを白鳥にして
しまった。ただ…人助かった姫は・・。(アニメ)

－グリム童話－　　六羽の白鳥 幼・小(中)

H5　　　25分

113 543 肉を手に入れた犬が、口にくわえて歩いていると、ほかの犬が分けてくれ
と言う。しかし、その犬は欲張りなので誰にも分けてやりません。川にさし
かかった時、橋の上から川をのぞくと大きな肉をくわえた犬がいるので
す。(アニメ)

－イソツプ物語－欲ばりな犬 幼・小(低)

H5　　　12分

113 544 ある国に、大変欲張りでけちな王様とお姫様がいた。命がけで働いた
人々に、物も与えません。それに怒った六人のごうけつは国王と姫を懲ら
しめようとします。(アニメ)

－グリム童話－　　六人のごうけつ 幼・小(中)

H5　　　25分

113 545 正直な木こりが斧を池に落としてしまったのがきっかけで、ヘルメスに金と
銀の斧をもらう。この話を聞いた怠け者の木こりは…。(アニメ)

－イソツプ物語－きこりとヘルメス 幼・小(低)

H5　　　12分

113 546 健一の愛犬タローが、暴走族の車にはねられ、下半身不随となる。温か
な人々とのふれあいの中で健一とタローが成長していく。(児童劇)

やさしい愛をください 小(高)～一

般H5　　　41分

113 547 小百合さんと盲導犬カンナが、5キロのロードレースに挑戦し、まわりの声
援のなかで、みごと走り抜いた。勇気と希望を与える作品(児童劇)

心をむすぶ愛のハーネス 小(高)～一

般H5　　　55分

113 548 八重ちゃんが毎日の生活を綴った日記をもとに構成され、母親のいない
三人家族が、力を合わせて明るく生き抜く姿を通して家族の結びつきの
大切さを描く。

八重ちゃんのフライパン日記 小3～一般

H5　　　53分

113 549 やなせたかし原作「キラキラ」を素材に映画化したもので、一人の少年
が、村人を困らせるキラキラという怪物を退治しようとするが、キラキラは
本当は心のやさしい怪物であったという物語。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ3キラキラ 幼・小(低)

H6　　　10分

113 550 前川かずお作「おにがわら」を素材に映画化したもので、鬼の面を集め
ている主人公が、日本一立派なくろかみ山のお堂の鬼瓦を盗もうとして
失敗する物語。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ5おにがわ
ら

幼・小(低)

H6　　　10分

113 551 .武井博作「やまあらしがやってきた」を素材に映画化したもので、森に住
む動物たちが、森を荒らす乱暴者のやまあらしを、知恵をしぼってこらし
めるという物語。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ6やまあらし
がやってきた

幼・小(低)

H6　　　10分

113 552 武井博作「とらねこめいたんてい」を素材に映画化したもので、動物たち
が仲良く暮らす森に泥棒が入り、動物たちの生活をおびやかすため、め
いたんていのとらねこくんが大活躍するという物語。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ7とらねこめ
いたんてい　

幼・小(低)

H6　　　10分

113 553 肥原彰作「こびとといもむし」を素材に映画化したもので、おなかをすかし
弱っているいもむしを助けた心の優しいこびとが、やがて蝶となったいも
むしの力で王様になるという物語。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ8こびととい
もむし　

幼・小(低)

H6　　　10分

113 554 前川かずお作「鬼の太鼓」を素材に映画化したもので、荒海にのまれ、
鬼が島の鬼に助けられた佐助は、小鬼が持っている不思議なたいこを使
い、魚をたくさんとるという物語。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ10おにのた
いこ

幼・小(低)

H6　　　10分

113 555 山にすむ動物たちが、空にかかっている虹を見あげ、虹の橋をわたると
どこへ行くかみんなで考え、虹の橋を渡ってみようとする物語。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ17にじのは
しがかかるとき

幼・小(低)

H6　　　10分

113 556 タッちゃんはいつも、小さなハムスターのドンパをポケットに入れている
が、ある日、ドンパを独りぼっちにして出かけます。タッちゃんを捜しに行
くドンパは迷子になり、とんでもない災難が…。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ18ハムス
ターのドンパ

幼・小(低)

H6　　　10分

113 557 ライオンのグーは名前のとおり、いつも寝てばかりいます。ある日ハゲコウ
のひなを助けたグーは、お礼として、空を飛びたいという願いをかなえて
もらうことになりました。グーはすっかりいい気持ちになって大声をあげた
のですが…。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ19ライオン
そらをとぶ

幼・小(低)

H6　　　10分

113 558 たぬきのムーじいさんはどうぶつ村の村長さんです。働くのが大好きで、
いつも村のために仕事をしていました。ところがある時、おたふく風邪に
かかり仕事ができなくなりました。熊のお医者さんからも仕事を止められ
ています。(アニメ)

たのしいおはなしシリーズ23ちゅう
しゃのこわいムーじいさん

幼・小(低)

H6　　　10分

113 559 ロビンソンの無人島でのサバイバルの様子や、他国人であるフライデーと
の出会いと交流を描いた作品である。(アニメ)

ロビンソン・クルーソー無人島の冒険 小(中)～中

H6　　　40分
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113 560 ヘレン`ケラーを支えたアニー・サリバンの生涯を、主にヘレンに言葉を教
えるために悪戦苦闘した家庭教師の時代を中心に描いた作品である。
(アニメ)

ヘレンと共にアニーサリバン 小(低)～中

H6　　　20分

113 561 白血病の弟の命を救うため、小学校3年生のツトムは自分の骨髄液を提
供するために手術室に入っていきます。……愛と勇気、家族愛と友情の
物語をファンタスティックに描いた作品。(アニメ)

金色のクジラ 小(低)～中

H6　　　25分

113 562 昔、天国に一匹の熊がいて、地上に雨を降らせる仕事をしていた。ところ
が・ある日雲から落ちてしまったため、それからはさっぱり雨が降らなく
なってしまった.イタチとヤマアラシが水を探す旅にでると、途中でこの熊
に出会った。(アニメ)

雨をふらせる子熊くん 幼・小(低)

H6　　　22分

113 563 人々の求める『明かり』になりたいと願った`'命の精"が、地球に生まれ花
となり、生まれ変わって虫となり、豚となり、かたつむりとなり、『明かり』に
なるまでの物語。(アニメ)

明かりになったかたつむり 幼・小(低)

H6　　　25分

113 564 三匹の兄弟のこぶたがいました。めんどうくさがりやのお兄さんこぶたは、
簡単なわらの家を建てました。二番目のお兄さんは木の家を建て、一番
下の弟は丈夫なレンガの家を建てました。ある日、狼がやってきて…(ア
ニメ)

ディズニーの三びきのこぶたウォルト・
ディズニー作品

幼・小(低)

H6　　　9分

113 565 くまのお父さんは森のお医者さんです。ある年、お父さんに歌手のエリザ
ベッツさんからクリスマスコンサートの招待状が届きました。サベアとエベ
アの姉妹は大喜びでお父さんと一緒に出かけました。…(アニメ)

すてきなコンサート 幼・小(低)

H6　　　23分

113 566 昔、美しいしっぽを持ったウサギがあちこちの国を旅して、皆にしっぽを
ほめられて得意になっていた。海辺の国にやってきたとき、ウサギはカメ
たちをだまして悪戯をする………「因幡の白兎」に似たビルマのお話。
(アニメ)

しっぽじまんのウサギさん 幼・小(低)

H6　　　23分

113 567 暑い夏の間食料を蓄えるため汗を流して働いたアリさんと、バイオリンを
弾いて楽しんでいたキリギリスさん。寒い冬がやってきましたし、食べ物も
なく寒さに凍えるキリギリスさんはアリさんの家の戸をたたきました。…(ア
ニメ)

アリとキリギリス 幼・小(低)

H6　　　19分

113 568 楽しい祭りの準備でネズミたちが料理を運びます。ふとしたことから混乱
が起こり、料理はめちゃくちゃです。その時象の王様はネズミたちを助け
ました。ある時、象の王様の一一行がヒヒたちにおそわれたとき、ネズミた
ちは…(アニメ)

ネズミさんの恩返し 幼・小(低)

H6　　　22分

113 569 狼の襲撃によって優しい母を失った小羊チリンは、母の仇、狼のウォー
のもとで厳しい修行をはじめます.強いとは何なのかそして本当の幸せと
は…と問いかける哀しくも美しい感動の名作。(アニメ)

チリンの鈴 幼・小(低)

H6　　　46分

113 570 吉村昭原作「蜜蜂乱舞」を素材に映画化したもので、四季おりおりの花を
求め過疎の村に落ちついた養蜂一家が、その村で養蜂を営む中で、土
地の人々とのふれあいや、子ども達の出会いと別れの姿を美しい童謡の
メロディーとともに描いている。

童謡物語花前線にのって 小(中)～中

H6　　　58分

113 571 年をとった王さまは、三人の姫に父をどの位大切に思っているのか聞き
ました。末の娘は"塩"のように大切といったのですが、父の王様はとって
も怒り姫を追い出してしまう。(アニメ)

マルーシカの塩 幼・小(低)

H6　　　10分

113 572 世界をはじめ、日本でも多くのファンをもつ絵本作家エリック・カール氏の
「パパ、お月さまとって」ほか1作品をファンタジックなアニメにした作品で
ある。(アニメ)

パパお月さまとって!うたがみえる、き
こえるよ

幼・小(低)

H7　　　12分

113 573 イモムシのシャックリが、なくしてしまった靴を探しに冒険をする物語。舟
崎清子氏の楽しい昆虫の世界を、かわいいキャラクターで映像化した作
品である。(アニメ)

森のはずれのシャックリのぼうけん 幼・小(低)

H7　　　24分

113 574 '人のまねっこや知らない所への冒険が大好きなだるまちゃん。楽しい中
にも家族関係、友達関係が描かれた、加古里子氏原作の2作品である。
(アニメ)

だるまちゃんとてんぐちゃんだるま
ちゃんとかみなりちゃん

幼・小(低)

H7　　　23分

113 575 有名なロシア民話でトルストイが再話したものを内田莉渉子氏訳でアニメ
化。一人でできないことでも皆が力を合わせればできるという物語。(アニ
メ)

おおきなかぶ 幼・小(低)

H7　　　21分

113 576 宮崎県椎葉村に伝わる民話のアニメ化。与助という若者がきびしい山の
暮らしを嫌い仕事をほおりだして山へ逃げだした。そこで、鬼の置き忘れ
た鬼がらをかぶっては村でいたずらを重ねるうちに鬼がらがぬけなくなる
話。(アニメ)

鬼がら 幼・小(低)

H7　　　27分
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113 577 鬼の子と、人間の女の子とユキとの不思議な友情の中から、優しさや思
いやりの心、家族の愛情を伝える、中学生が書いた童話をアニメ化した
作品である。(アニメ)

鬼の子とゆきうさぎ 幼・小

H7　　　22分

113 578 地球をわがもの顔で占領支配し、破壊していく人間の傲慢さ、愚かさを
ババロアさんという異星人を登場させ、コメディ・サスペンスタッチでおもし
ろ、おかしく描いている。本多俊之のバックミュージックで大人にも楽しめ
る。(アニメ)

ババロアさんこんばんは 幼～一般

H7　　　25分

113 579 やなせ・たかし作、ミュージカル・アニメ。ちいさい平和な"紅バラ島"の両
どなりの大きな2つの島が戦争をはじめた。おそいかかると戦雲の下、小
象のジャンボと象つかいの少年バルーがつづる愛と感動の物語。(アニ
メ)

ちいさなジャンボ 幼・小(低)

H7　　　28分

113 580 世界をはじめ、日本でも多くのファンをもつ絵本作家エリック・カール氏の
「はらぺこあおむし」などの3部作をファンタジックなアニメにした作品であ
る。(アニメ)

はらぺこあおむし・だんまりこおろぎ・
ごちゃまぜカメレオン

幼・小(低)

H7　　　21分

113 581 フォックスウッド物語。ヨーロッパで人気の絵本作家パターソン夫妻の原
作をアニメ化。ルー、ハーベイ、ウィリー3人の仲間が知恵と勇気を出し
合ってボートレースにのぞみ、すばらしい勝利をあげる物語。(アニメ)

すばらしい勝利 幼・小

H8　　　48分

113 582 病身の妹が丈夫になるようにと心をこめて作った紙のヒナ人形が、真夜
中、妹に素晴らしい唄と踊りを見せてくれました。妹は以後病気一つしな
い丈夫な子になりました。姉の愛情が温かく伝わって来るお話。(アニメ)

ひなまつり 幼・小(低)

H8　　　10分

113 583 浜田広介童話集より2話を人形アニメ化した作品。母鳥への想いを一枚
の枯れ葉に託すむく鳥の子ども。見も知らぬ老婆のために,お経をあげる
いたずらきつね。どちらも「思いやりの心」や優しさを描いている。(アニメ)

むく鳥のゆめ・ある島のきつね 幼・小(低)

H8　　　24分

113 584 宮沢賢治の童話集「注文の多い料理店」の巻頭を飾る作品のアニメ化。
ほのぼのとしたストーリーの中にも、差別を超越して平等を求めるといっ
た、賢治の思想が息づいている。(アニメ)

どんぐりと山猫 小～一般

H8　　　20分

113 585 鉄道写真を撮るために房総半島に出かける幼なじみのヒロシ、マサル、
ケンタの3人組。その道程で、手紙を手がかりに父親を捜す一人の少女
由希と出会う。そこで起きる様々な出来事を通して友情を考えさせる作品
である。

旅のともだち 小～一般

H8　　　48分

113 586 ロシア音楽にあわせて踊る木製人形マトリョーシカの話とブロックが次々
と姿を変えて動きまわる話。人形やプロックと音楽が作り出す子どもの
ファンタジー映画。

マトリョーシカ・シュツシュポッポ　 幼・小(低)

H9　　　19分

113 587 まると四角のブロックで理性よりも暴力に訴えようとする人間の性質をコメ
ディ・タッチで描いたバラブロックの話とパステル調の美しい絵とフルート
による、吹く人の心によって働きが変わってしまうふしぎな笛のファンタス
ティックな話。

バラブロック`ふしぎな笛 幼・小(低)

H9　　　15分

113 588 ある宮殿に住む聖なる鳥に魅せられた黒い鳥は、王様の気を引こうとし
てニセモノの羽をつけて踊るのだが……。卓越したグラフィック技術にパ
ントマイムの技法をとり入れて作られたアカデミー賞等を受賞した優れた
アニメ映画。(アニメ)

パラダイス 小(高)～一

般H9　　　16分

113 589 松野正子原作の童話の映画化。自転車店のかんすけおじいさんは若い
頃から自転車が大好きですが、腰を痛めて今では自転車にのれません。
そのかんすけさんが小さな男の子を自転車にのせてあげた夜、不思議な
ことがおこります。(アニメ)

かんすけさんとふしぎな自転 小

H9　　　23分

113 590 双子のお星様チュンセとポウセは、ほうき星にだまされて海の底へ落ちて
しまいますが、海の王様のはからいで空へ戻ることができました。宮沢賢
治の童話作品。(アニメ)

双子の星 小

H9　　　27分

113 591 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う…・・。(アニメ)

宮沢賢治作品集猫の事務所 幼・小(低)

H11　　　25分

113 592 ベーリングヘ向かう夜行列車に、人間の格好をした白熊と赤狐のスパイ
が乗り込んで、毛皮商を捕らえる。しかし船乗りの若者の言葉に納得し、
お互いに理解し合い握手してわかれる。(アニメ)

宮沢賢治作品集氷河ねずみの毛皮 幼・小(低)

H11　　　24分

113 593 クリスマスの日、山奥に住む二人の大男がふもとの村におりてきました。
素敵なクリスマスツリーが飾ってある家を見て家ごと持って帰りました。ハ
ンスがおじいさんを連れて帰って来ると家がなくなっていてびっくり。ハン
ストとおじいさん達は家とクリスマスツリーを取り戻す事ができるでしょう
か・・・。

大男とクリスマスツリー 幼・小(低)

H24　　　13分
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201 101 薩摩富士、讃岐富士、伯書富士……などの郷土の富士とその土地の
人々の生活のようすを描いている。

日本人の富士 一般

S55　　　43分

201 104 他人には無関心な世相と、一人の少女の汚れない清純な行動とを対比
させながら、連帯感に根ざす暖かい心の尊さを劇構成で描いている。

思いやり 一般

S51　　　30分

201 105 急速に進んだ社会の工業化、近代化は、反面で私たちの生活から人間
らしさを失わせようとしている。手づくり文化などの生活伝承を見直し、今
日の社会にマッチした伝承のメカニズムをつくろうとする動きを描いてい
る。

手づくりの生きがい－生活文化の伝
承－

一般

S54　　　28分

201 107 一口に人間関係をスムーズにといっても現実はなかなかむずかしいもの
である。そこで、ユーモアたっぷりの解説を楽しみながら理解を深める。

相手の身になって－生活の中の人間
関係－

一般

S52　　　32分

201 108 だれもが目をそむける凄まじい原爆投下記録の実写映画。戦後30年に
して遂にノーカットフィルムがその傷跡も無残に公開!見る人をして、原爆
の悲惨さと恐ろしさを感じさせずにはおかない万人必見の記録映画。

原爆の記録 一般

S50　　　16分

201 111 世界的版画家"棟方志功"。その生活、人物、作品を描きながら、彼の芸
術のもつ、溢れるばかりの魅力を映像で解明してゆく。

彫る－棟方志功の世界－ 一般

S53　　　38分

201 115 ヒロシマの街に燃えつきた、つかの間の青春……。平和公園の慰霊碑の
過去帳の中にも記されることなく、燃えつきていった生命。それは原爆二
世の悲痛な平和への叫び声である。

記録なき青春 ワイド(シネスコレンズが
必要)

一般

S50　　　80分

201 116 第二次世界大戦の東欧戦線ポーランドを舞台に若者と愛と祖の慰霊碑
の過去帳の中にも記されることなく、燃えつきていった生命。それは原爆
二世の悲痛な平和への叫び声である。

すばらしい青春 一般

S52　　　90分

201 117 終戦前後の混乱期に疎開先で出会った友。その友に同情しながらも周
囲の目に左右されて信頼を裏切っていた事を30年後に知る。その二人
の苦い友情を追いながら、戦争の残酷さと平和の尊さ、友情のあり方を
知る。

赤いお月さま 母親

S54　　　45分

201 118 父母は私の好敵手。まるで友達みたいだけれど、いざとなると、やはり手
ごわい。子供の目を通してみた親の姿、子を思う親の心を明るく描いた
ホームコメディ。

わが家の好敵手 父母(小)

S51　　　41分

201 122 ガラパゴス諸島に生息するイグアナ、ゾウガメ、ユバネウなど珍しい数多く
の動物たちの生態を描いている。

動物の天国－ガラパゴス－ 青少年～

一般S56　　　28分

201 123 北極に生息する動物たちの姿と、その特色を解説している。北極の大自然 一般

S56　　　30分

201 124 世界の国際保護鳥"朱鷺"を絶滅から救うため、その生態を記録にとどめ
ようと、NHKのスタッフが全力をそそいだ記録映画。

朱鷺 青少年～

一般S57　　　25分

201 125 一人の少女が心をこめて織り上げた美しい布地が、さまざまな人の手に
渡り、人生のドラマを綴りながら、厳しい社会に埋没しようとする愛につい
て描いた作品。

小さな愛の詩 青少年～

一般S57　　　32分

201 126 音楽好きの熊おじさんに、ふとしたことから知り合った少年が、おじさんと
の友情を通じて、学校や家庭で学び得なかったさまざまな体験を得るとと
もに、音楽のもつすばらしさや人間の善意の大切さなどを感じとっていく
様子を描いている。

ぼくの熊おじさん 小～一般

S59　　　46分

201 127 家業を息子夫婦にゆずり、隠居生活をしていた老人が、若者たちとのふ
れあいを契機に再び生きがいを見いだし、目標をもって生活に打ち込ん
でゆく様子をユーモラスに描いている。

60・70花ならつぼみ 一般

S61　　　29分

201 128 心に障害をもつが優しい心でいつもうさぎを可愛がる少年、そんな少年
を無視し、ときにはいじめたりする級の仲間たちが、次第に自分たちの非
をさとり、少年を仲問として受け入れ、暖かい友情で思いやり励ましあっ
ていく様子をとらえている。

はばたけ明日への瞳 小～一般

S61　　　49分

201 129 大分・福岡県内にすむ重度障害者の人たちが、いじめが原因で命をお
とす若者たちの姿に心をいため、命の大切さ、生きることのすばらしさを
同人詩集"つぶやき"を通し訴えようと懸命に努力していく姿を感動的に
描いている。

いのちの詩 小～一般

S62　　　34分
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教養・情操201

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

201 130 瀬戸内海の小さな島で暮す父親と5人の子供たち、母親の亡きあと互い
に助け合い、明るく、力強く生きていく様子を、美しい自然を背景にほほ
えましく描いている。

春を呼ぶ瀬戸の小島 小～一般

S62　　　53分

201 131 仔犬を公園に捨てにいった帰り道お金を拾った少年が、駅で困っている
老夫婦にそのお金を、こづかいを貯めた金とうそをつき貸してしまうが、
そのことが後で大騒ぎの原因になってしまう様子を、楽しくとらえている。

ぼくと仔犬のわんぱく大事件 小～一般

S62　　　34分

201 132 竹崎有斐原作「まぼろしの4番バッター」を素材に映画化したもので、オ
ンボログループと笑われながら頑張る少年、町内の野球チームに入れる
と喜ぶ父、そして二人を取りまく人々とのふれあいの姿を楽しく描いてい
る。

まぼろしの4番バッター 小～一般

S63　　　49分

201 133 戦国時代における槍や刀による戦いから鉄砲へ、そして、強力を兵器が
作られ広島・長崎の原爆という戦争の歴史をとらえ、さらに、これからの核
戦争のもつ恐ろしさ悲惨さを、アニメで描いている。

核戦争 小～一般

S63　　　15分

201 134 突然失明した中3の姉を心配した弟は、飼っている犬のハーナを盲導犬
にしようとするが、ハーナは云うことを聞きません。そんなとき、道路を飛
ぴ出した姉を追ったハーナは、交通事故で下半身不随となる。障害をの
り越えて立ち上がるハーナとそれに勇気づけられ、家族やクラスメートに
励まされ、生きる力を取りもどす姉を描く。(児童劇)

ありがとうハーナ 小4～中

S64　　　45分

201 135 森鴎外原作「高瀬舟」を素材に映画化したもので、弟殺しの罪で昌流し
の刑を受けた喜助が、護送する高瀬舟の中で、役人に語る自分の生い
たちと貧しさから生じた罪の物語を、ドラマ構成で描いている。「足るを知
る」「安楽死」一重いテーマであり、切実なテーマである。

高瀬舟 中～一般

S64　　　45分

201 136 伝統的な宮大工による寺院建築の技を、千葉県松戸市法王山萬満寺で
の三年間にわたる本堂建立過程を追いながら、わが国の伝統の重み、
職人技術に対する理解を深める。

木組の技 中～一般

H2　　　32分

201 137 泥状干潟の有明海に生息する数多くの生物をとらえるとともに、それら魚
介類の生体に対応した17種の干潟独特の漁法を興味深くとらえる。文部
省特選映画。

有明海の干潟漁 中～一般

H2　　　33分

201 138 昭和64年1月7日に崩御された、昭和天皇の80有余年にわたる生涯を軸
としながら、激動の昭和の歴史を、多彩なニュースフィルムや写真などの
資料で描く。

昭和天皇の時代 一般

H2　　　40分

201 139 重要無形文化財である日本の代表的な漆器輪島塗を、制作過程を克明
に記録しながら、その伝統や美を伝える。平成2年度教育映画祭最優秀
作品賞受賞。

輪島塗に生きる 中～一般

H2　　　34分

201 140 両親と、重度の心身障害をもつ2人の息子が、苦しい立場の中で設立し
た小さな印刷工場で、力を合わせ自らの生きる道をきり拓いていく様子を
描いたもので、厳しい運命にもめげず、明るく則向きに生きていく家族の
姿を感動的にとらえている。〈文部省特選映画〉

はばたけ!ちょっと夢工場 中～一般

H3　　　36分

201 141 宮沢賢治の名作「注文の多い料理店」をアニメ作家・岡本忠成監督が・
独自の解釈によって翻案構成したもので、自然破壊や動物虐待に対す
るきびしいまなざしが感じられる幻想的な作品である。

注文の多い料理店 青少年～

一般H4　　　19分

201 142 随筆「キジの儀式」を映像化し、大自然の中でくりひろげられるキジの夫
婦の心打つ儀式を、尼僧の目を通して命の尊さ愛の美しさを切実に描
く。

キジの儀式 中～一般

H5　　　18分

201 143 額に押してもらうと、現世の罪状が消滅し極楽へ行けるという”お血脈の
印”の話を、古今亭志ん輔の語りとアニメで描く。

－アニメ落語館－お血脈 一般

H5　　　16分

201 144 仕事もせず、ぶらぶらしている与太郎は、八百屋をやっている伯父さん
から仕事始めにかぼちゃを売ってこいといわれるが…。古今亭志ん五の
語りとアニメで描く。

－アニメ落語館－かぼちゃ屋 一般

H5　　　21分

201 145 なぜ、太古の動物たちは絶滅したのか。コンピュータ・グラフィックスで作
られた動物の映像を通じて、その謎を楽しみながら考えさせる。

Lost　Animals 小(高)～一

般H5　　　15分

201 146 長崎の新興善小学校では子どもたちが元気に遊んでいる。が、かつてそ
こは原爆投下後の救護所であった。.50年を経て関係者が当時を振り返
る貴重な記録映像。

あの日－この校舎で 小～一般

H9　　　30分

201 147 高校時代のラグビーの試合中、不幸にも首の骨を折り、手足の自由を奪
われた青年の実話にもとづく。悲しみのどん底から、新しい可能性に向
かって一つ一つ挑戦、前進していく一人の高校生の力強い感動の物語
である。

ぼくに涙はにあわない 中～一般

H9　　　50分
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健康体力202

健康体力202

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

202 103 子供の性に対する疑問に適切な指導を進める家庭を例に、思春期の性
についての理解を確実にし、親には指導の方向と手順を示唆する。

おとなになるって 父母

S51　　　31分

202 114 タバコの中に含まれているタールやニコチンなどが、体にあたえる影響を
実験を通して説明している。

タバコの害を考える 青少年～

一般S56　　　25分

202 115 基礎体力が急激に発達する3～4歳児を中心に、その時期における子ど
もの運動能力を示しながら、子どもの体力づくりに対する親のあり方につ
いて示唆している。

子そだての中から基礎体力づくり 一般

S57　　　22分

202 117 誰にでも楽しめるゲートボールの知識を紹介し、実際のゲーム風景をま
じえながら、ルールや技術をわかりやすく説明している。

ゲートボール実戦教室 一般

S57　　　35分

202 118 シンナー吸引による脳への影響、運動機能障害、中毒死など人体に与
える危険性について、動物実験や事例をもとに説明している。

シンナー－心と体をむしばむもの－ 中～一般

S58　　　23分

202 119 急性アルコール中毒、肝臓障害など、アルコールの及ぼす身体への影
響や、妊産婦の飲酒と胎児に及ぼす影響について、実験やアニメにより
科学的にとらえ説明している。

酒とからだ 青少年～

一般S60　　　28分

202 120 食品の製造加工に用いられる添加物や、食品保存のための添加物につ
いて種類をあげ説明するとともに、添加物と子どもの健康とのかかわりに
ついて説明している。

食品添加物と子どもの健康 母親

S60　　　28分

202 121 精子の成長過程、射精そして受精の瞬間をとらえるとともに、胎内で、目
や手、足など人間として形づくられていく経過を克明にとらえている。

ミラクル・オブ・ライフ 青少年～

一般S61　　　26分

202 122 子どもに対する親の性教育のあり方を、幼児期、小学生期、中学生期と
発達段階をふまえ、具体的な例をあげ説明している。

親から子への性教育 一般

S64　　　30分

202 123 平均寿命が年々延びている一方で、いわゆる働き盛りの年齢の人々の
突然死が相次いでいる。本映画は血管病の原因とそれを予防するため
の食生活のポイントを説明する。

働きざかりの突然死を防ぐために－そ
れは食生活がポイント－

一般

H2　　　25分

202 124 子どもの体位、体格は向上したものの姿勢の悪い子、アレルギーの子、
朝からボーとしている子が異常に多くなっている。これらの子どもの心や
健康を守るために大人はどう対処すれば良いかを描いている。

どこか変だぞ子どものからだ 一般

H4　　　32分

202 125 老年期を迎える中高年の人々がボケにならないためには、日頃どの様な
対策を立て予防したら良いのか医学的な面から、栄養面からまたスポー
ツ医学の立場など様々な角度から分析し解説している。

ボケを防ぐ 一般

H4　　　29分

202 126 偏った食事からくる肥満、高血圧等の小児成人病。子どもの食事の実態
と小児成人病の現状を示し、予防、防止の仕方を学ぶ。

みなおそうわが子の食事～小児成人
病時代を生きる知恵～

一般

H4　　　31分

202 127 エイズとは何かを我国エイズ研究の最先端技術を結集し.80万倍の電子
顕微鏡を通し、その全容に迫ります。ついで、感染症科の診察室から、
海外旅行から帰った男性Aさんと、心配で訪れた主婦のBさんを通して、
エイズが体内でどのように広がり、死に至らしめるかを電子顕微鏡と動画
をまじえて明らかにし、予防方法など興味深く描く。

エイズ汚染を防ぐ－正しい知識と予
防－

高～一般

H4　　　25分

202 128 ストレスがどのように人体に悪影響を与えているのかを解剖分析し、さら
にこれを克服するための予防と将来について考えさせる作品である。

ストレス－心身をむしばむ現代病－ 一般

H5　　　30分

家庭生活203

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

203 101 若者の離婚が激増し、当事者や子供に大きな悲劇をもたらしている。そう
いう現実を踏まえたドラマを通して、相手は自由であっても義務と責任が
伴なうことをジックリ考えさせようとしている。

結婚とは 青少年～

一般S52　　　31分

203 102 知識偏重の教育、家庭の電化などによって子供の働く機会はなくなって
いる。ごく平凡な家庭の日常の中で問題を考える。

子どもに働く体験を 父母

S51　　　39分

203 107 祖父母と同居していると子供の教育やしつけがぶちこわしになると一般
に考えられているが、一人の若い母親がいくつかの問題に遭遇しなが
ら、たどりついた結論は……。

おばあちゃん子っていうけれど 父母

S52　　　28分

203 108 わが国のあるサラリーマン家庭の暮らしや欧米の暮らしをみながら、生活
の中に無駄な消費をしていないかを考えさせる。

見なおそうくらしの省エネ時代 一般

S56　　　30分
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家庭生活203

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

203 109 家族の幸せを願い一途に生きてきた妻、仕事のためとはいえ妻子と離れ
単身赴任で頑張る夫という家庭の姿をとらえ、夫婦とは、家族とは、離婚
そして女性の自立とは何かについて考えさせている。

夫婦そして愛 一般

S59　　　39分

203 111 少年課の中川係長と三好婦警は盛り場を巡回中、シンナーを吸ってグッ
タリしている少年たちを補導した。その中にいた少女(高一)から、次第に
家庭の内情があきらかになってきた。この映画は、誇張した特異な家庭
の事情を描いているかもしれないが、現代家庭のあり方を問う上で考えさ
せられる作品である。

家庭という名のホテル 父母(中)

S64　　　40分

203 112 母を愛しながらも、自分中心の考えから、働く母に不満をもった小4の女
の子が、母の会社勤め10周年を機に、次第に母の立場を理解し、家族
のみんなが互いに助け合い、支え合ってきたことに気付き自分のわがま
まを反省していく。3世代家族のあったかいふれあいの姿に、涙を流さず
にはいられない素晴らしい作品である。(児童劇)

がんばったねお母さん 小4～6

S64　　　39分

203 113 安易に他人の自転車を乗りまわしている子どもの罪悪感の欠落に対し
て、こだわる親がいた。「六尺の道を六尺に歩ける人になれ。」40年前の
母の教えを忠実に生きようとする父親が自ら生きる路を示す。善悪のケジ
メの大切さを問いかけてくるドラマです。

路 父母(中)

S64　　　32分

203 114 家庭の料理に肉を中心としていた家族が、ふとしたことからこれまでの食
事のあり方を考え直し、家族の健康のために、食物繊維を摂取する事の
大切さを感じとっていく。

新しいおふくろの味 一般

H2　　　27分

203 115 父が子に、人間が人間らしく生きるために失ってはならない人の在りよう
を極く自然に示し、「君は素晴らしい」という自信を与えた実話をもとにド
ラマ化した作品。

君は素晴らしい 一般

H2　　　30分

203 116 幼い頃、祖父にかわいがられた少年が痴呆症になり始めた祖父の粗相
を自分の手でかたづけ始めた。この姿に両親は驚き感動する。家族とお
年寄り等混成異世代の在り方を考えさせる作品である。〈文部省特選映
画〉

よしっ！僕がやる! 中～一般

H3　　　38分

203 117 お年寄りと息子夫婦との間に起きた小さなトラブル、それが原因でお互
いに気まづい思いをする中で、おばあちゃんが作ったお手玉が、家庭の
雰囲気を和らげていく様子を描く。

おばあちゃんのお手玉 一般

H3　　　36分

203 118 祖父の面倒をみるのを嫌がっていた中学2年の孝夫は文化祭で「高齢化
社会」を取り上げることになり施設や対策を調べていくうちに高齢者に対
する態度が変わっていくとともに2階で生活している祖父を1階へおろし、
それぞれに家庭内での役割を与え共に生きようとする姿を描く。

おじいちゃんが階段をおりるとき－明
るい長寿社会をめざして－

中～一般

H3　　　39分

203 119 長男が筋ジストロフィで短かな寿命を宣告されたことにより、自暴自棄に
なった夫や長女の非行で崩壊寸前であった家族が、長男の生まれてき
たことを必死で詫びるワープロで綴った手紙によって、それぞれ生きる勇
気を教えられ、いっそう家族の絆を深めていく様子を感動的に描いてい
る。

お兄ちゃんありがとう 小(高)～一

般H4　　　52分

203 120 親と子が無難に、一つ屋根の下に暮らしていれば、それを家庭と言える
のだろうか。家族の絆とは、どんなものだろうか。息子が起こした交通事
故から、その実態が浮かび上がります。

赤とんぼ～家庭のない家族～ 一般

H4　　　32分

203 121 死を題材に、ロールプレイにより、死を見据えることの大切さや家族がな
しうる最良の援助のあり方などを考える。

いのちを見つめる 一般

H5　　　35分

203 122 ロッキー山脈の麓コロラド州デンバーにエレンさんを訪ねる。結婚前、体
育の先生をしていたことから、自宅の庭を開放して大人も子どもも楽しめ
る「家庭サーカス」をはじめた。地域のコミュニケーションの回復につくす
姿をとらえた作品。

世界のおかあさん2 アメリカ編 一般

H6　　　25分

203 123 子どもの金づかいが荒いのではと注意を受けた母親が、その原因を探っ
ていく中で、子ども電話相談を利用する子どもたちの実態を知り、日常に
おける子どもとの対話がいかに大切であるかを感じとっていく様子をとら
えている。

母へ 子どもたちの心 父母(小)

H6　　　30分

203 124 生まれつき耳が不自由で話もできない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、姉のかよの目を
通して描いた作品である。

がんばれ まあちゃん(児童劇) 小～一般

H7　　　48分

203 125 おじいちゃんと一緒に暮らすようになった孫娘。はじめは大嫌いだったお
じいちゃんですが……。世代間の断絶によって思いやりの精神が忘れら
れかえている今日、お年寄りへの愛情や尊敬を考えさせるとともに、生命
の尊さについても考えさせる作品。

すばらしい私のおじいちゃん 小～一般

H9　　　35分
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204 113 万引きをして補導された二人の少年のそれぞれの親の態度を対比させ
ながら、子供に接する日常の親の姿勢が子供の健全な成長にとってい
かに大切かを訴える。

親の知らないところで 父母

S54　　　31分

204 116 遊びを失ったと言われる子供達。子供の生活圏である家庭・学校・社会
における遊びの特質を明らかにし、子供の健全な成長には遊びの回復
が大切であることを、具体的な事例を通して考えていく。

とりもどせ子どもの遊び 父母

S54　　　30分

204 117 教科第1主義に傾きかけ、塾へ行かそうかと迷っていた母親の葛藤をドラ
マを通して描き、点数主義という尺度で我子を見ている限り、子供の人間
としての資質を摘みとってしまうという問題を考えさせる。

お母さんに乾杯! 母親

S54　　　30分

204 118 母親が子供に少しでも物の値打ちをわからせようと運動ぐつ購入に同行
して、具体的に買物の要領を教える。これを契機にこの子は商品の生
産・流通機構や価格表示に関心をもち、知識を広めていく。

母と子の消費者教育 小5～一般

S56　　　30分

204 119 最近、商品販売の形態が訪問販売・通信販売・マルチ商法など多様化
し、トラブルが起きている。そこで消費者を守るため、訪問販売に関する
法律を紹介し、消費者が注意してほしい点をわかりやすく解説している

ちょっと待って買うまえに－訪問販売
とクーリングオフ-

一般

S56　　　30分

204 120 自分の世界を作ろうとする中学2年の少女と干渉や束縛をしようとする母
親との対立を、交換ノートにより解決していった家庭を描いている。

反抗期－心をひらく交換ノート－ 一般

S56　　　30分

204 121 高校進学をひかえ、親の子どもに対する幻想と、子どもの意志の対立を
取りあげ進学の問題点を描いている。

中学生日記－不等辺三角形－ 小～一般

S55　　　30分

204 122 小学3年生の登校拒否を事例に、その原因を探っていくとともに、子ども
のひよわな心に対する親のあり方について描いている。

ぼく学校はきらい－ひよわな心－ 一般

S55　　　30分

204 123 進学失敗が原因で登校拒否、家庭内暴力へと走った家庭の姿をとらえ、
親はどう対処すべきかを考えさせるものである。

子供の心にふれる 一般

S55　　　28分

204 124 非行のふちに立っている現代の女子高生と、わが子に限ってと安心して
いる両親にどう考えたらよいのかを問いかける内容である。

非行ってなに?－ある女子高校生の
記録－

一般

S56　　　30分

204 125 テレビ番組を素材に親子の対話を拡げていった事例を紹介しテレビを媒
体とした家庭教育のあり方を描いている。

お母さんも見てね 一般

S56　　　28分

204 126 小学校低学年児の心理に焦点をあて、この時期のしつけで、ほめること
がいかに大切かを、良い例悪い例を比較して描いている。

ほめて育てる 一般

S57　　　29分

204 127 子供に対する父親の愛情は本来強いにもかかわらず、ストレートには伝
わりにくい。この映画では、小・中・高校生をもつ三家庭を例に父親の在
り方を考えようとしている。

父そして家庭 一般

S58　　　32分

204 128 幼児期に善悪のけじめを育てることが、いかに大切であるかを・ある幼稚
園の保育日誌をもとに、三つの家庭の様子を描いている。

善悪のけじめを育てる 一般

S58　　　31分

204 129 落ちこぼれというレッテルをはられ、事あるごとに教室をブチ壊すツッパリ
少年が、壊した教室の窓などを黙々と修理する父親の姿に胸をうたれ、
自分自身の行為を恥じ反省していく様子をとらえている。

おやじは背中で叱ってくれた 小～一般

S58　　　30分

204 130 子供たちの世界で起きているいじめっ子、いじめられっ子の実態をドラマ
構成で描き、その背景を探るとともに、問題を克服するために何が大切
かをとらえている。

いじめっ子・いじめられっ子 一般

S59　　　31分

204 131 子どもを叱かる場合、子どもに叱られた原因を考えさせ、その理由がわか
り納得させることの大切さや、さらに、叱ったあとの対応のしかたなどにつ
いて考えさせる。

しかることを考える 一般

S59　　　28分

204 132 級友からも仲間はずれにされ万引きに興味をもつ三人の少年・子どもの
万引き事件を知りショックを受ける親というそれぞれの家庭の様子を描
き、子どもの非行問題と親の責任についてとらえている。

子どもの心知っていますか－非行と
親の責任－

父母

S60　　　30分

204 133 子どもの前でいい争いをする夫婦、そんな両親に不安をもつ子供たちと
いう家庭を描き、両親の不和が子どもの心にどのような影響を与えるかを
考えさせている。

お父さん・お母さんけんかしないで 一般

S60　　　29分

204 134 子供を一流高校へと一方的におしつける親、親のおしつけに対し反抗し
批判する中学2年の少年という家庭の姿を描き、親のおしつけによって生
ずる問題や、望ましい親と子のあり方について考えさせている。

子が親に背を向ける時 一般

S60　　　29分
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204 135 子供の成長過程において、親の過干渉や過保護が、自立心や自主性
のない性格を形づくるとともに、それが青年期においても強い影響を与
えることをドラマ構成でとらえ考えさせている。

ぼくできるのに 一般

S61　　　30分

204 136 一つの事件がきっかけで友情にひびが入った2人の子が、親の適切なア
ドバイスを受け、次第に友情をとりもどしていく姿を描いたもので、子ども
同士の友情の問題に親としてどうあるべきかをとらえている

子どもの友情 小～一般

S61　　　32分

204 137 ひとり暮らしの老人と知りあった少年が、老人の趣味である凧づくりを手
伝っていく中で、次第に老人の生き方を学び、社会や人間を見る目を
養っていく様子を描いている。

夢かぎりなく－わが子に豊かな体験を
－

一般

S61　　　31分

204 138 高校受験で悩む中学生が、ふとしたきっかけで知り合った勤労青年との
かかわりあいの中で、自ら進むべき道を感じとっていくとともに、子供の飛
びたとうとする心に対する親の励ましの大切さをドラマでとらえている。

飛べない紙ヒコーキ 一般

S62　　　32分

204 139 子供の"やる気'を育てるために、日常生活の中でのちょっとした工夫や、
子供に対する言葉づかいが大きな影響を与えることを、具体的な事例を
もとに描いている。

わが子を伸ばす親の一言 一般

S62　　　30分

204 140 初めて万引きをし・その行為を恥じ悩み続ける中学1年の少女と娘の万
引きを知り驚く親の様子をとらえ、子供の万引きの原因の多くは、親の日
常生活に対する姿勢が大きくかかわっていることを示唆している。

価値ある償い 一般

S63　　　32分

204 141 祖母の死を機に都会に住む息子夫婦と同居する祖父、成績の低下を祖
父に部屋を提供したためとする中学2年の孫、そして子供の行為をいまし
める息子夫婦の三者のかかわりあいを描き、人間の愛とは、家族の愛と
はについて考えさせている。

そこに、愛 小～一般

S63　　　32分

204 142 幼稚園に行く時刻になっても佑太(4)が起きて来ない。光子(母)が起こし
に行くとおなかが痛いと言う。その日はとりあえず休ませたが、三日も続
いたので慌ててしまった。元気な佑太がどうしてこんなことになったのか。

お母さんもっと聞き上手に… 父母(幼)

S62　　　30分

204 143 卒業後の進路選択に直面する中3の卓也少年を主人公に、中学生が進
路の問題にどう取り組み、親や教師はその時々に何を考え、行動し、アド
バイスしていったらよいかをドラマ形式で考える。中3生を持つ父母必見
の作品である。

高校進学・親のアドバイス 父母(中)

S64　　　30分

204 144 子どもの失敗を責めることはやさしい。しかし、子どもの心をふるいたた
せ、やる気を起こさせるのも失敗があってこそ。挑戦がなければ失敗はな
い。どうすれば失敗をやる気に結びつけ、成長への糧に出来るか。子育
てのノウハウをドラマ形式で考える。

子どもの失敗を生かす 父母(幼～

中)S64　　　30分

204 145 中学生の男の子をもつ二組の親が、子供との心の断絶に気づき、子ども
の本心を知るためにお互いに相手の子供に接し合い、その中で子供た
ちの本心を感じとっていく様子を描いている。子供の姿が見えない親に
スポットをあてている。

代打とうさんの出番です 父母(中)

S64　　　31分

204 146 ひたすら勉強へとわが子を叱喧激励する母親と、そんな親に反発心を持
ちながら何も言えずに悩む子供の様子をとらえ、子供の教育に対する親
としての心構えについて考えさせる。

聞いてよお母さん－ぼく自分が恐い
んだ-

父母(小)

S64　　　33分

204 147 火傷の傷あとを冷やかされ仲間はずれにされる子どもが、父や母の強い
励ましによって立ち直り、弱い立場の人への思いやりや優しさを身につ
けていく様子を描く。

私を育ててくれたもの－ある少女の手
記－

中～一般

H2　　　31分

204 148 子どものいうがままに物を与える家庭の様子を描き、そのような親の行為
は、子どもにとって幸せなのか、将来のことを考え親は何をなすべきなの
か、三遊亭円楽が語る家庭教育論をベースに問いかけている。

NO!と言うのも親の愛 父母(小・

中)H3　　　30分

204 149 暖昧・適当・自己防衛、その場限りの言い逃れのことばに親はイライラす
るばかり.ファジィ時代の子どもたちの感覚をオムニバス風に紹介する。

別に…わかんない…どっちでも 父母(小・

中)H3　　　30分

204 150 女子中学生の万引きを背景にして、思春期の子どもたちが今日置かれ
ている抑圧された心理状態を描き、子は親の心を映す鏡であることを示
唆します。

心ふるえてます－思春期のまがりかど
－

父母(中)

H3　　　31分

204 151 試行錯誤を重ねながら子どもの根気のなさを正してゆく親と子の姿を描
いて、親の役割と責任を問いかけます。

根気づよい子に育てる 父母(小)

H3　　　31分

204 152 親が変われば子どもも変わる。子育てに手おくれはない。そのことを、あ
る主婦の子育ての日々を通して考えます。

気づいたときが変えるとき 父母(小・

中)H3　　　31分

204 153 子どもは、本来的に行動的意欲を持っており、親はハラハラしながらも注
意してやらせてみて、子どもの行動的意欲を育てることの大切さをかみし
め、子育てに役立たせる作品である。

子どもの意欲を育てる 父母(小)

H3　　　32分
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204 154 子どもと共に悩み、苦しみ、子どもの心の痛みをわが身の痛みと受けとめ
る熱意が、大人の側に求められているという視点で、少年非行防止を考
えさせる作品である。

反抗－少年非行を考える 父母(中)

H4　　　30分

204 155 一人の母親が幼稚園の園長に幼児期の発達心理を教えられ、子供の自
立性、自律性を育ててゆけるようになるまでの成長の姿を描く。

ママぼくほんとはいい子だよ 父母(幼)

H5　　　29分

204 156 登校拒否の初期段階の小学生にスポットをあて、保護者が正しい知識と
理解を持ち、家庭・学校・地域社会が共に子どもを健やかに育てるには
どうしたらよいかを描く。

学校に行けない子どもたち－心の居
場所づくり－

父母(小)

H5　　　31分

204 157 子どもをまっすぐに育て、伸ばすもとは、長所を見つけ、認め、励まして
やることです。そのわが子の長所を見いだすには?を考える。

わが子の長所みえてますか 父母(幼～

小・低)H5　　　30分

204 158 宮城県男鹿半島の先に浮かぶ島、金華山に住むニホンザルを題材に、
子ザルたちの成長過程を美しい四季を通じて克明に描く。

独り立ち－金華山の子ザルたち－ 一般

H5　　　29分

204 159 登校拒否の初期段階ともいえる、学校生活の大半を保健室で過ごす「保
健室登校」の子どもに焦点を当てて、子どもたちの登校拒否のシグナル
をとらえるにはどうしたらよいか考える。また、周囲の人々の対応について
も考える。

教室に行けない登校拒否のシグナル 父母(中)

H5　　　30分

204 160 「子ども110番(電話相談室)」に寄せられる多数の声に耳を傾け、彼らの
『訴え』を通して、親子の信頼のきずなを築き上げるためには、私たちは
日常どうあるべきかを考えます。

子どもの本音聞こえますか 父母(小・

中)H6　　　28分

204 161 自分の思うがままに行動するナナと力で押さえつけようとする母親との子
育ての様子と、子供が素直ないい子になるためのもっていきかたについ
てのヒントが、わかりやすいアニメを通して描かれている。

子育て叱ることほめること 父母(幼)

H6　　　25分

204 162 ある保護司を題材に、複雑な家庭環境の中で非行に走ってしまった少
女が、女性保護司により更正するまでを描いた作品である。

なつみ日傘の愛 小～一般

H6　　　46分

204 163 アメリカの地方都市の子供の日常生活の中から、その自主性を育てるた
め、子供の成長を支援しているアメリカ人の考え方や活動を紹介した作
品である。

自主性を育てるアメリカの家庭・学校・
地域社会

青少年～

一般
H6　　　30分

204 164 保護観察処分となった16歳の少女、まもなく保護観察が解かれる20歳の
少女、そして小さな工場を経営するかたわら非行少女の世話をする保護
司のかかわりあいを描き、保護司や非行防止の大切さをとらえている。

夏、そよ風 父母(中)

H6　　　44分

204 165 保育に携わる先生方の研修のために作られた作品。4歳児・12ヶ月の幼
児の姿が、4つの生活の場面を通して記録されています。子どもたちの言
葉や表情や行動が何を求めているかを読みとりながら適切な援助とは何
かを考えていきます。

何がやりたいの? 保育職員

H7　　　23分

204 166 子どもの将来を想う気持ちから、親の愛が、わが子を私物化し、型にはめ
こみ、豊かな心、自立心の発達を妨げているということを話し合う題材とし
て、ドラマ仕立てになった作品である。

マザーズロボット～表情のない子ども
たち～

父母

H7　　　25分

204 167 一お母さん、ぼく塾へいかなくても大丈夫なの一やる気が育つまでの多
くの問題点を提示しながら、ソフトな映像でゆれうごく母親の心情をとらえ
ながら子育ての一つのあり方を描く。

やる気を育てる 父母

H7　　　34分

204 168 いじめに悩み抜いて死を選んだ男子中学生と、自殺未遂に追い込まれ
た女子中学生の両親の痛恨の思いを通して、いじめを検証し、いじめ問
題を考えさせる作品である。いじめにあっている子供を早い段階で救う
べきあり方を具体的に提示している。

心の叫びがきこえますか－いじめ自
殺－

父母(中)

H8　　　35分

地域社会生活205

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

205 101 戦前、戦後初めて沖縄の基地の街、コザをカメラはとらえた。スラム街、
老人たち、働く仲間たち、基地の教師と子どもたち……・本土と沖縄の仲
間立ちの勇気と情熱を結集し、現地への迫真のロケ。

コザ 一般

S50　　　100分

205 102 社会情勢の変化が激しい現在、行政への住民参加の必要性が叫ばれ
ているが、その方法は手探りの状態である。そういう実態を描き、住民参
加のあるべき姿や基本問題を示す。

私たちの住民参加 一般

S53　　　29分

205 106 過酷な杜会情勢の中で苦闘する多くの父親。その中で、第三日曜日を
近所の子供たちに開放し、わが家の地域社会との交流を深めることがで
きたある父親の姿を感動的に描いている。

わが家の第三日曜日 父親

S52　　　30分
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地域社会生活205

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

205 108 人をうたがうことを知らない天真らんまんな少女と、ふとしたことで知りあっ
た一人暮しの老人とのほほえましい心のふれあいの姿をとらえながら、心
のやさしさや思いやりの大切さについて考えさせている。

やさしさ 小～一般

S61　　　33分

205 109 二人の兄妹が、道に迷い困っているおばあちゃんを目的地まで案内して
いく中で、出会った人々との間に繰り広げられるいろいろな出来事をとら
え、他人に対する思いやりの大切さを訴える。

京子そのやさしさ 小～一般

H2　　　32分

205 110 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行
く様子を描いている。

親父が街に帰ってきた 一般

H4　　　31分

205 111 東京都中野区の「おやじの会」を例に、肩書きを忘れて地域で生き生きと
活動する父親の姿を追いながら、子育てや地域づくりに果たす父親パ
ワーの大きさを描いている。

地域で子育て～キーポイントはお父
さん～

一般

H4　　　20分

205 112 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、その感動から行動をはじめ、周りの人を変えていくという人間性の変
革と連帯を描く。

わすれるもんか! 小(中)～一

般H5　　　40分

205 113 土曜日が休みとなり、どのように過ごしているか、町の人たちがどのような
協力をしているのかをいくつかの事例を紹介する。

土曜日だいすき 一般

H5　　　20分

205 114 地震災害から身を守るために、日頃から家庭で、地域で職場でどのよう
に備えておけばよいか。また、行政機関の役割、防災意識の高揚などに
ついて問いかける。

実践地震防災手帳 一般

H5　　　25分

205 116 アメリカの社会に根づき、日常化している様々なボランティア活動とその
特徴を描いた作品である。

社会を支えるアメリカのボランティア活
動

青少年～

一般
H6　　　30分

205 117 心ゆたかな生き方を求めて、人々は新しいボランティアライフの時代を予
感している。この映画は"何かボランティアをしたい"と思っている人が、第
一歩をふみだすことを願って制作されています。

はじめてのボランティアのために 青少年～

一般H6　　　20分

205 118 筋ジストロフィーのため.23歳の若さで生涯を終えた一人の青年とその家
族の姿を、青年の最後の1年6ヶ月の生活を通し記録したもので、家族や
地域の人々の協力しあう姿とあわせ生命の大切さ、生きることの意義を強
く感じとらせている。

ありがとう(記録映画) 青少年～

一般H7　　　55分

205 119 大阪府松原市に住む福井千佳子さんが、自ら障害を持ちながらも車い
すで空き缶を拾って換金し、お年寄りに車椅子を5年間で100台も贈った
心暖まる実話を映画化した作品である。常に励まし続けた母、老人たち
や中学校生徒会との交流も描く。

泣いて笑って涙してポコアポコ 小～一般

H8　　　53分

205 120 学校での一日親子遠足で、優一と和夫の母・英子の他人同士親子が、
芋掘りを通して心の交流が深まり、お互いを認めあい、心の絆をかたくす
ることが、子供のいじめと深いかかわりあいがあることを訴える。

いじめがおきる時 青少年～

一般H8　　　31分

205 121 熊本県天草五和町を舞台に、名物塾の先生が語る貧しい幼年時代の親
子のふれあいの物語で、親と子の絆が子供にとっていかに重要であるか
を気づかせる作品である。

心の中のふるさと 青少年～

一般H8　　　40分

205 122 1994年1月17日、兵庫県南部を襲った戦後初の都市直下型大地震。地
震発生から1ヶ月間という時間経過を縦糸に、住民たちはどんな避難行
動をとったのか、行政の対応の問題点は何かをインタビューを交えて検
証した作品である。

阪神大震災－被害と対応・神戸市の
記録－

一般

H8　　　30分

205 123 関東大震災にも焼けのこった東京の下町。人々が守り続けた町を放火
犯の魔の手が襲う。人と街への愛情から、自主防災組織づくりに励んだ
お年寄りの話を聞き、防災に無関心な若者も見事放火犯を捕まえ、町を
守る大切さに目覚める。(アニメ)

みんなで守るぼくらの街 小～一般

H9　　　17分

国民生活206

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

206 101 現代の大きな都市問題であるゴミ処理を、リサイクル(再生)の考え方で対
処している東京都町田市の例をみながら考える。また、ゴミ処理を契機と
した新しい共同体意識の芽生えといったより大きな問題へと視点を向け
る。

リサイクル文化都市をめざし 一般

S53　　　21分
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国際性207

国際性207

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

207 102 金沢市の野田山にあるロシア人捕虜の墓。イルクーツク市にある日本人
捕虜の墓……。お墓をいかにきれいにしても眠っている人々は祖国へ帰
ることはできない。私たちはもう二度と、お墓をつくりたくないと平和の願
いをこめた物語。

異国の墓標 一般

S50　　　25分

207 103 人類最大の悲劇といわれる、ドイツナチスのアウシュピィッツ収容所の実
態を取りあげ、人間の命、人権の尊さを描いている。

アウシュビッツ解放 一般

S50　　　23分

207 104 少年時代、父親の仕事の関係でアフリカで日々を過ごした少年が、やが
て地下水開発のため技術協力隊員として、再びアフリカを訪れ、少年時
代の友達と再会するという物語。(アニメ)

約束－アフリカ水と緑－ 小(高)

H3　　　16分

207 105 エチオピアやバングラデッシュ、インドなどの国々で、貧困と飢餓に直面
する子供たちの姿を描き、援助の手を差しのべることの必要性を訴えて
いる。

南のおともだちのために 幼～一般

H3　　　16分

学習者の特性210

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

210 107 幼稚園の中で一人の幼児の行動を通し、幼児の自主性や創造性、思考
の深まり、集団へのかかわり合いなどにどう対処し指導すべきかを描いて
いる。

子どもをみる目－ある保育者の実践
記録から－

青少年～

一般
S55　　　45分

210 108 幼児の日常生活の中での身近かな事象をとらえ、その中で幼児の知的
好奇心とは何かについて考えさせている。

光った水とろうよ－幼児の知的好奇
心をさぐる－

青少年～

一般
S55　　　22分

210 109 心身の重い障害をもつ子どもたちが、障害をのりこえて毎日精一杯生き
ている姿から、生きることの本当の意味を考えさせる。

いまできること 小～一般

S56　　　97分

210 201 子供の成長と発育にとって地域の子ども同士の集団遊びがいかに大事
な一面を補っているかを描いている。(学童保育問題)

放課後の子どもたち 父母

S52　　　30分

210 202 学童保育シリーズ第2弾作品、"ひまわりくらぶ"に集まる子供達と指導
員、父母のかかわりをドラマ的に描き、子供たちが自分たちの生活をつく
りあげていく過程と、おとなのありようを提起している。

ひまわり兄妹 父母

S64　　　40分

210 301 働かざるを得ない老人世帯の増加、老人パワーの大切さを捉え、高齢化
社会の中での「老人の生きがいとは何か」を考える。

老後を働く 一般

S51　　　22分

210 302 生きることに楽しみを持ち、明るく、積極的に生活しているお年寄の姿を
通して、生きる楽しみの意義と大切さを訴える。

趣味のある老後 一般

S52　　　30分

210 304 定年後、日々なすすべもなく妻べったりの生活を送っていた男が、シル
バー人材センターで働く友達や、ボランティア活動に励む仲間を知り、や
がて自らも社会参加の喜びを知るまでの涙と笑いの、生きる勇気と喜び
を与える、楽しいコメディタッチの物語.1989年教育映画祭最優秀作品。

風の色が見えた－私たちの第二の青
春

一般

S64　　　32分

210 305 老人クラブのダンス教室で生まれた独身者どうしの恋。そして、家庭に波
紋がおこり、乗り越えていくおじいちゃん。高齢者がいつまでも、心の若
さと夢を持って明るく生きることを願って制作された作品

春ふたたび 一般

H6　　　30分

210 306 老人らしく生きることに反発する一人の男が、やがて真の生きがいとは人
間らしく生きることだと悟っていく姿を通して、老後にはいろんな生き方が
あってもいいのではないかと、考えてもらうドラマである。

おじいちゃん出発進行 一般

H7　　　29分

210 307 誰もがさけて通れない「老い」。自分たちの身近な問題としてとらえ、地域
の皆で支え合うことの大切さを伝える。

明日は我が身～老人介護と助け合い
～

一般

H10　　　30分

210 401 ・婦人のライフサイクルの変化や、生涯の各時期における学習課題等に
ついて色々の角度から解説する。

婦人のライフサイクルと学習課題 母親

S52　　　20分

210 404 健康で明るい家庭生活を営むうえで主役である主婦がスポーツを通じ、
健康増進と近所のコミュニケーションを図る姿をとらえる。

いつまでも若く美しく 母親

S52　　　25分

210 405 子供も成長し自分なりに仕事を持ちたいと考える母親が、パートにでるこ
とによって巻き起こす家庭内のトラブルを、家族の話し合いや協力によっ
て乗り越えていく様子を描く。

わが心の朝 母親

H2　　　53分
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学習援助の方法211

学習援助の方法211

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

211 401 この映画は子供会を例に、一つの事業を実現していく過程の中でジュニ
ア・リーダーがどうかかわりあって行ったらよいかという問題を具体的に描
いている。

明日をつくる若者たち－ジュニアリー
ダーの役割－

小

S52　　　31分

人権・同和213

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

213 101 ある同和地区出身の青年が、結婚問題を通しておこるいろいろな問題
を、周囲の人々と力を合せ解決していくドラマ。

青春の炎 青少年～

一般S56　　　59分

213 102 結婚差別解消のためには、当人や家族の理解や努力と共に同僚先輩、
地域社会の大人たちの積極的な理解と励ましが必要であることを明るい
青春ドラマとして描いている。

この愛をあなたに 青少年～

一般S56　　　50分

213 103 部落形成の歴史と解放運動の過程を豊富な史料を駆使して描き解放運
動について認識を深めると共に、近世以降我国における基本的人権確
立の歴史を学ぶ映画。

差別と人権の歴史 小～一般

S57　　　35分

213 104 家の子さえよければという考えをもった母の差別意識が、少女の心を追
いつめた。彼女を力づけたのは、教師と同和地区の人達の美しい人情
であった。差別意識を克服して行く条件を考えて行く。

明日の太陽 小～一般

S57　　　45分

213 105 ある部落出身の独身女性が、町工場で結婚問題で差別を受け悩み、苦
しむ。だが現実から目をそらさず、人間らしく生きるために力強く前進す
る姿を描いている。

若竹よ雪をはじけ 青少年～

一般S58　　　43分

213 106 悪代官と勇敢に戦って尊い命をなくした父親や農民の苦しみの姿を思
い、「おいらも負けるもんか!」と叫びました。

泣くな三吉 小～一般

S60　　　43分

213 107 世間体にこだわり、息子と同和地区出身女性との結婚に反対し続ける北
岡が、同和地区の栄三や息子の教師などとのふれあいの中で、人として
の幸せや真実の生き方に目覚めていく変容の姿を描く。

春を呼ぶうずしお 青少年～

一般S60　　　52分

213 108 地区出身であることを隠し続ける青年の苦悩と対象地域の隣接地に越し
て来た恋人一家の葛藤を中心に、先輩の励ましや恋人の愛情によって
彼が心を開いてゆく姿を力強く描き、差別や偏見に対する意識の変革を
考えます。

新たなる出発 青少年～

一般S61　　　55分

213 109 子どもがどのようにして差別意識を植えつけられていくか。そして子ども
が健全に育つためには、学校・家庭・地域の協力がいかに大切であるか
ということに気づいた母親からPTAの課題は何かについて考えます。

青空ヘキック 一般

S62　　　54分

213 110 「心配しないでね」と置き手紙を残して、小学生の女の子が生まれてから
一度も会ったことのない祖父に一人で会いに行くことを発端に、結婚後も
葛藤を続ける親子とその家族、それをとりまく人々の姿を通して親子の絆
さえ断ち切ってしまう差別とは何か、人間の本当の幸せとは何かを考えさ
せられる作品である。

コスモスの道しるべ 中～一般

S54　　　54分

213 111 部落差別はいつごろから、なぜ、どのようにして生まれたのか。縄文時代
以前から幕末まで国家、社会の変遷とその中で差別のつくられ方、利用
のされ方を実証的に描いている。

部落の歴史1[前近代] 小～一般

H6　　　40分

213 112 明治維新、第2次世界大戦の敗北、そして戦後日本が歩み出すまでの
歴史の中で、部落差別の実態とそれを解消していこうとする様々な動き
を記録映像、錦絵や影絵などを使って解説している。

部落の歴史2[近代] 小～一般

H6　　　38分

213 113 第二次世界大戦後、日本では平等・人権を掲げる新憲法によって部落
差別も解消していくかに思われたが、今なお続いているのは何故なの
か。戦後の歩みの中での具体的な取り組みがどうであったのかを検証し
求められる道を解き明かす。

部落の歴史3[現代] 小～一般

H7　　　45分

213 114 人種差別と部落差別を題材に、人種差別を受けた外国人が、日本の部
落差別に直面し、差別は相手をよく理解することでなくなると訴えた作品
である。

愛は海より深く 小(高)～一

般H7　　　55分

213 115 明るく働く近所の八百屋の一家に対する噂からはじまり、主人公の会社
員一家の娘の結婚を題材に、その弟の中学生`真一の視点も通して、同
和問題の解決には、誤解や偏見をすてなくてはならないと訴えた作品で
ある。

さわやかに風吹く町 小(高)～一

般H7　　　55分

213 116 同和地区と隣接して住んでいるある夫婦が、部落差別はいけないと理解
しているつもりであったが、ある出来事により、差別をしてしまったことを描
いた作品である。

心のどこか.に 青少年～

一般H8　　　30分
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人権・同和213

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

213 117 家族に反対されながらも、同和地区の青年と結婚して、一児の母として
暮らす女性の出来事を通して、人権の意識改革に向けた人間的な優し
さを訴える作品。

春をまつ雪 青少年～

一般H8　　　53分

213 118 漆塗りの勉強のため祖父母の故郷を訪ねてホームステイする日系三世
の孫娘。しかし、今なお日本に差別が残っている事に大きなショックを受
ける。部落差別や外国人差別にいじめの問題を藤田まこと主演で人間
味豊かに問いかける人権啓発ドラマ。

こんど逢うとき 小～一般

H9　　　55分

213 119 いじめっ子問題をきっかけに同和問題に目覚めていく母親の姿を通して
同和問題が決して自分たちと無関係でないことを訴える

道 一般

H13　　　52分

213 120 結婚式の場をかり、人々の葛藤を通して私たちの内にある差別意識を洗
い出し、部落差別の本質と克服の在り方を考える

春らんまん結婚記 一般

H13　　　56分

213 121 差別の壁を乗り越えて結婚した夫婦と、その子二人がふたたび信じ合え
る人との差別の壁に直面してたくましく乗り越えていく

春に向かって 一般

H13　　　55分

213 122 三世代の婦人の生き方に視点をあて、人間として自立した生き方を模索
し、温かい人間関係を築くことが部落差別をなくす

ふれあい 一般

H13　　　51分

213 123 アジア青年の差別にかんぜんと立ち向かった主人公、実は親が部落出
身者と知ったとき、一度は差別から逃げ出そうとする･･･

風のメモリー 一般

H13　　　54分

213 124 家族が同和問題に直面し、各人が人間の尊厳と差別の実態の中で、そ
の重要性を理解し解決していく人種啓発ドラマ

花咲く日 一般

H13　　　55分

環境保全214

分類 番号 題　名　／　購入年度 ・ 時間(分) 内 容 対 象

214 101 地球の環境問題が楽しみながら学べるアニメ作品。温暖化の進む原因、
実情、対策がドラマ形式で展開される。

地球SOS①地球温暖化編 小～一般

H2　　　27分

214 102 フロンガス、オゾン層、紫外線の関係をCGの絵で説明し、その対策も示
している。

地球SOS②オゾン層破壊編 小～一般

H2　　　25分

214 103 ゴミ処理の問題が深刻化する今日、それを直視し、減量する方法を考え
る。

ゴミ減量作戦 一般

H2　　　30分

214 104 ユニークなパントマイムやイラストを駆使して環境を守るために今すぐ出
来ることを具体的に提案している環境問題を考えるひとつの教材であ
る。

地球を救う25の方法 一般

H3　　　28分

214 105 地球的規模で急速に進行する環境汚染・環境破壊は、想像を絶するほ
どのレベルに至っていることをアニメで描き、身近な問題から一人ひとり
の理解の大事さを訴えている。

地球が危ない 小(高)

H4　　　15分

214 106 1985年イギリスで出版された「美しい地球をよごさないで」の映画化で.70
数ヶ国の子ども達の自然保護に対する絵、詩、作文をまじえドラマ仕立
てで紹介している。

美しい地球をよごさないで 小4～6

H4　　　25分

214 107 ごみが環境にさまざまな汚染を引き起こし、捨てるものから捨てずに生か
すものへと、発想の転換を図ることが必要であることを訴える。

ゴミから暮らしを考える 一般

H5　　　30分

214 108 坪田愛華さんの劇画「地球の秘密」をつくりだすまでの短い生涯を描き、
環境保護を日常生活の中で行動、実践していこうという心を育てる。

愛華ちゃんの地球 小(高)～一

般H5　　　33分

214 109 木を切り倒し、海と大地を汚す人間。それを知りつつそのことに手をこま
ねく人間。しかし、そんな救いのない人間の営みに灯をつけた人達がい
ます。魚のほんとうのふるさと山に木を植えはじめた浜の母さん達です。

魚が空をとんだよ 小～一般

H9　　　24分
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