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１ 利用案内 

 

富里市では，図書館が視聴覚教材の団体貸出等を行なっています。 

なお，機材や教材の利用については，「富里市立図書館団体貸出用視聴覚資料等に関

する事務取扱要項」に基づき，貸出に関する事務を行なっております。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 予約 

 ①使用する機材・教材・貸出希望期間を使用の９０日前～前日までに選定 

②図書館へ期間内在庫確認の連絡（仮予約） 

③「富里市立図書館団体用視聴覚資料等利用申込書」（様式第１号，富里市立図書館 

ホームページから様式のプリントアウトができます。）に記入し，提出。（ＦＡＸ・ 

委員会ＢＯＸの利用可・提出は当日でも可） 

 教材について不明な点などありましたら，直接電話などで相談してください。 

 

２ 貸出 

 機材・教材の貸出し／返却については，来館をお願いします。機材・教材併せて５点

以内，期間は最大８日間です。 

 １６ミリ映写機及びフィルムの使用は，１６ミリ映写機操作講習を修了しているかた

に限定しています。 

 

３ 返却 

 返却日までに利用報告書の提出と貸出し機材・教材の返却をお願いします。 

延長の希望がある場合には必ず連絡をお願いします。但し，予約状況によっては希望

に添えないこともあります。 

 

４ その他 

 同一資料に複数の学校などから予約が入り，利用期間が重複する場合には，各自で調

整していただくことがあります。 

 ＶＨＳビデオテープ・１６ミリフィルムは経年劣化します。図書館の判断で使用中止

にする場合がありますので、ご了承ください。 

 機材等の破損があった場合，借受者の責任において弁償又は修理していただきます。 

 原則，団体用図書館カードの交付を受けた団体に貸出しを行うが，手続きの都合等で 

団体用図書カードを所持していない団体（概ね１０人以上・市内限定・非営利 例：ス

ポーツ少年団／地区子供会など）にも貸出しができます。詳しくはお問い合わせくださ

い。 
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富里市立図書館団体貸出用視聴覚資料等の 

貸出等に関する事務取扱い要項 

（平成１５年４月１日館長決定） 

（趣旨） 

第１条  この要綱は，富里市立図書館（以下「図書館」という。）が所蔵する団体貸出

用の視聴覚資料及び関係機材（以下「視聴覚資料等」という。）の貸出等に関し必要な

事務の取扱いについて定めるものとする。 

（利用対象及び利用手続き） 

第２条 視聴覚資料等の団体貸出しを受けることができる者は，図書館の管理及び運営 

に関する規則（平成１４年１２月２４日教育委員会規則第１３号。以下「規則」とい 

う。）第９条第１項及び第２項の規定により図書館カードの交付を受けた団体とする。 

２ 視聴覚資料等の団体貸出しを受けようとする者（以下「利用者」という。）は，図 

書館カードを提示し，視聴覚資料等利用申込書（別記様式第１号）を館長に提出し 

なければならない。 

３ 視聴覚資料等利用申込書の提出は，利用しようとする日の９０日前から利用日の 

当日までとする。ただし，館長が必要と認めた場合は，この限りではない。 

 

（貸出数量，期間等） 

第３条 視聴覚資料等の貸出し点数は５点以内とし，貸出し期間は８日以内とする。た

だし，館長が必要と認めた場合は，この限りではない。 

 

 （利用の報告） 

第４条 利用者は，当該資料等を返却する際に，利用報告書（別記様式第２号）を館長

に提出しなければならない。 

２ 利用者は，利用した視聴覚資料等が故障又は破損した場合には，原状のまま返却す

ることとし，利用報告書に故障又は破損した箇所及びその状況を記入して報告しなけ

ればならない。     

 

 （弁償） 

第５条 館長は，利用者が故意又は過失により，その利用した視聴覚資料等に損害を与

えたときは，当該利用者に修復に要する実費を弁償させることができる。 

 

 （利用者の遵守すべき事項） 

第６条 利用者は，視聴覚資料等の利用について，次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

(1) 特定の政党を支持し，又はこれに反するための政治教育その他政治的活動のため

に利用しないこと。 

(2) 特定の宗教を支持し，又はこれに反するための宗教教育その他宗教的活動のため

に利用しないこと。 

(3) もっぱら営利を目的として利用しないこと。 



 3 

(4) 第三者に転貸しないこと。 

(5) １６ミリ映写機操作講習会修了者以外の者が当該機材の操作を行わないこと。 

(6) その他館長が不適当と認めた利用をしないこと。 

 

（その他） 

第７条 この要項に定めるもののほか必要な事項は，館長が別に定める。 

 

  附 則 

 

 この要項は，平成１５年４月１日から施行する。 
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２ 貸出用機材一覧 

種別 教材番号 機材 

１６ミリ映写機 

A-01x 16mm溝掛け式映写機（クセノンランプ使用） 

A-01s 16mm溝掛け式映写機（クセノンランプ使用） 

A-01g 16mm溝掛け式映写機（ハロゲンランプ使用） 

A-01h 16mm溝掛け式映写機（ハロゲンランプ使用） 

A-01n 16mm溝掛け式映写機（ハロゲンランプ使用） 

スライド映写機 A-06a カットスライド用映写機（マガジンによる連続撮影可能） 

ビデオカメラ 
A-08f デジタルビデオカメラ ＤＣＲ－ＴＲＶ10 

A-08g デジタルビデオカメラ ＤＣＲ－ＴＲＶ７ 

テープレコーダー A-10c ＣＤラジオカセットレコーダー 

ＭＤレコーダー A-10d ポータブルＭＤレコーダー 

ＯＨＰ A-11c ＯＨＰ 

スクリーン 
A-14j 自立型スクリーン (1200mm*900mm) 

A-14n 自立型スクリーン (2000mm*1500mm) 

暗幕 

A-15a 暗幕（180*360*3枚 カーテンフック無し） 

A-15b 暗幕（180*360*3枚 カーテンフック無し） 

A-15c 暗幕（300*900*2枚 カーテンフック無し） 

ビデオプロジェクター 

A-17c 液晶ビデオプロジェクター（ＰＣ接続可） 

A-17d 液晶ビデオプロジェクター（ＰＣ接続可） 

A-17e マルチプロジェクター（ＰＣ接続可） 

音響装置等 
A-18b アンプ内臓スピーカーシステム 

A-18c ポータブルマイクセット（ワイヤレスマイク２本付） 

ビデオデッキ 
A-19b ビデオデッキ 

A-19c ビデオデッキ 

三脚 

A-21c ビデオカメラ用三脚 （油圧雲台） 

A-21d ビデオカメラ用三脚 （油圧雲台） 

A-21e ビデオカメラ用三脚（油圧雲台・リモコン付） 

その他機材 A-25 レーザーポインタ 

教材提示装置 A-26 ビジュアル・プレゼンター 

ＣＤプレイヤー A-27 ＣＤプレイヤー 
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３ 目録の使い方 

（１）  この目録は平成２７年度までに整備した作品が記載されています。 

 

（２）  視聴覚対象者は次の種類に分類し、略して（特殊な場合を除き）記載されてい

ます。 

      （略）      （略）        （略） 

幼 児 → 幼  高齢者 → 高齢  教  師 → 教 

 小学生 → 小  婦 人 → 婦   一般成人 → 成 

 中学生 → 中  保護者 → 保 

 高校生 → 高  青年  → 青 

     

    なお，小学生のうち（低・中）のようなかっこ書きは、それぞれ低・中学年を

表します。 

 

（３）  １６ミリ映画フィルム機材は、１４項目に分類されています。フィルム番号は

整備した順につけてありますので、番号が大きいほど新しいフィルムということ

になります。 

フィルム機材の開設は、フィルム番号順に載せてあります。 

 

（４） ＶＨＳ録画ビデオ教材は、すべて装備した順に番号をつけてありますので、番号

が大きいほど新しい機材ということになります。 
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４ １６ミリ映画フィルム教材（分類別索引） 

 

 

（１）情操教育  ・・・・・・・・・・・・・・７ 

（２）自然ドキュメンタリー  ・・・・・・・・９ 

（３）家庭生活・家族問題  ・・・・・・・・１０ 

（４）人間形成・子供の心理  ・・・・・・・１１ 

（５）いじめ・非行防止  ・・・・・・・・・１２ 

（６）性教育  ・・・・・・・・・・・・・・１３ 

（７）市民教育  ・・・・・・・・・・・・・１３ 

（８）福祉  ・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（９）交通安全 ・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（１０）防火・防災  ・・・・・・・・・・・・１５ 

（１１）保健・健康管理 ・・・・・・・・・・１５ 

（１２）高齢者教育 ・・・・・・・・・・・・１６ 

（１３）人権教育・同和問題 ・・・・・・・・１６ 

（１４）平和教育 ・・・・・・・・・・・・・１６ 

 

☆教材番号はＢ－○○○で表示しています。 

 



教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-014 ドン・キ・ホーテ＆幸福の王子 アニメ 24 幼･小

B-015 青の洞門 アニメ 20 小

B-016 虹に向かって アニメ 20 小

B-019 つるのおんがえし アニメ 10 幼･小

B-025 エジソン　－ママの学校－ アニメ 11 幼･小

B-030 にんぎょひめ アニメ 20 幼･小

B-044 走れメロス アニメ 20 小

B-049 小さなゆうびんひこうきペトロ アニメ 8 幼･小

B-051 小さなバイキングビッケ　－北極の大冒険－ アニメ 27 幼･小

B-057 白い馬 劇映画 45 小・中

B-059 きつねの窓 アニメ 11 幼･小

B-061 僕とサイの物語 劇映画 53 小・中

B-065 ベルとかいじゅう王子 アニメ 20 幼･小

B-066 杜子春 アニメ 20 幼･小

B-073 おば捨て山の月 アニメ 21 幼･小

B-075 まえがみ太郎 アニメ 75 小

B-078 あんじゅとずしおう アニメ 31 小

B-081 さようなら、子ねこちゃん 劇映画 41 小・中

B-085 のどかな森のシンフォニー アニメ 10 幼･小

B-086 ベンとエイモス　－ベン・フランクリン物語－ アニメ 23 小

B-088 こむぎいろの天使　－雀と少年－ 劇映画 75 小・中

B-098 わたんべとすばらしい仲間 劇映画 40 小

B-101 したきりすずめ アニメ 18 幼･小

（１）情操教育

7



B-102 おむすびころりん アニメ 11 幼･小

B-105 ゴンタと呼ばれた犬 劇映画 42 小・中

B-107 みにくいあひるの子 アニメ 18 幼･小

B-108 いなかねずみとまちねずみ アニメ 9 幼･小

B-118 ヘンゼルとグレーテル アニメ 20 幼･小

B-119 バトンはＶサイン 劇映画 51 小・中

B-126 べっかんこ鬼 人形劇 24 幼･小

B-128 泣いた赤おに アニメ 15 幼･小

B-129 大きい１年生と小さな２年生 劇映画 39 小

B-132 バス停の座布団 劇映画 31 小・中

B-139 まぼろしの４番バッター 劇映画 49 小(中・高）

B-140 七夕さま アニメ 10 幼･小（低）

B-142 おにたのぼうし アニメ 18 幼･小

B-143 約束　－アフリカ　水と緑－ アニメ 16 小

B-147 ぼくの家にはカバがいる 劇映画 48 小

B-148 うかれバイオリン アニメ 20 幼

B-153 赤ずきん アニメ 25 幼

B-154 手ぶくろを買いに アニメ 15 幼･小

B-155 勇気あるホタルととべないホタル アニメ 17 小

B-156 マッチ売りの少女 アニメ 18 幼･小

B-157 わたしおてつだいねこ アニメ 19 幼

B-161 ガッツ親父とオサム 劇映画 56 小

B-162 ムーミン　－落ちてきた星の子－ アニメ 25 幼･小

B-166 ごんぎつね アニメ 19 幼･小

B-168 金色の足あと アニメ 28 幼･小
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B-170 サッツウのきじ 劇映画 54 小

B-172 サンタのおくりもの アニメ 8 幼

B-174 こぎつねのおくりもの アニメ 30 幼･小

B-177 ロビンソンクルーソー アニメ 40 小(中・高）・中

B-180 ぶんぶくちゃがま アニメ 12 幼

B-183 鬼の子と雪うさぎ アニメ 22 小・中

B-188 おおきなかぶ アニメ 21 幼･小

B-194 かんすけさんとふしぎな自転車 アニメ 23 小

B-195 むくはとじゅうの名犬物語 アニメ 20 小・中

B-204 ＭＡＲＣＯ（母をたずねて三千里） アニメ 99 小(中・高）・中

B-206 マザー・テレサ アニメ 20 小(中・高）・中

B-207 くまのプーさん－イーヨのおたんじょう日－ アニメ 28 幼･小

B-208 くまのおいしゃさん アニメ 23 幼･小

B-209 源吉じいさんと子ぎつね アニメ 18 小（中・高）

B-210 走れタンコロ　ひかりのなかへ 劇映画 49 小（中・高）

B-211 どんぐりと山猫 アニメ 20 小

B-212 モジャ公－宇宙から来た友達－ アニメ 23 小

B-213 ロトの紋章（ドラゴンクエスト列伝） アニメ 45 小

B-214 身障犬ギブのおくりもの 実写版 39 小（高）

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-004 かけがえのない地球　－公害の科学－ 実写版 24 高・成

B-006 イルカと少年 劇映画 45 小

B-012 穂高岳賛歌 実写版 32 小・中・成

B-017 わたしたちのくらしと水 実写版 20 小（中・高）

（２）自然・ドキュメンタリー
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B-031 地球は生きている　－火山の驚異－ 実写版 30 中・高・成

B-032 自然の王国　－アフリカの動物たち－ 実写版 33 小・中・成

B-033 絶海の孤島 実写版 30 小・中

B-034 北極の大自然 実写版 30 小・成

B-058 パワーズ・オブ・テン　－銀河から原子まで－ 実写版 10 中・高・成

B-070 美しき中国を訪ねて 実写版 30 成

B-071 宇宙から地球を見る　－リモートセンシング－ 実写版 16 中・高・成

B-083a 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第１集　昭和時代の幕あけ
実写版
（白黒）

20 小・中・高・成

B-083b 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第２集　太平洋戦争の記録
実写版
（白黒）

20 小・中・高・成

B-083c 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第３集　焦土からの復興
実写版
（白黒）

20 小・中・高・成

B-083d 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第４集　高度成長の道
実写版
（白黒）

20 小・中・高・成

B-083e 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第５集　繁栄のなかで
実写版
（白黒）

20 小・中・高・成

B-084 ビーバーの谷 実写版 33 小・中

B-145 やさしいどうぶつのおやこ 実写版 21 幼･小

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-002 父、この強きもの 劇映画 30 保

B-011 手作り遊びと子どもの手 実写版 25 保

B-027 叱らない時代、叱れない親 劇映画 30 保

B-029 現代親孝行を考える　－親と子のきずな－ 劇映画 32 保・高齢

B-035 きこえるよママ 劇映画 38 保

B-036 中国の子どもたち 実写版 23 成

B-039 三世代家族 劇映画 32 成・高齢

B-045 涙なんか飛んでいけ 劇映画 45 小・保

B-047 嫁と夫と姑たち 劇映画 29 婦・成

（３）家庭生活・家庭崩壊
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B-050 子育てのこころ 劇映画 32 保

B-055 希望の船 劇映画 35 保・小・中

B-116 おばあちゃんが帰ってきた 劇映画 34 保

B-130 がんばったねお母さん 劇映画 39 小・保

B-137 エチオピアから天使がやってきた 劇映画 35 小・中・保

B-144 うれしいときにも涙がでる 劇映画 31 小・中・保

B-152 父ちゃんと僕たちのスクラム 劇映画 48 小・保

B-159 そこに、愛 劇映画 32 小・保

B-163 おばあちゃんのお手玉 劇映画 36 成・高齢

B-179 子どもの本音聞こえてますか 劇映画 28 教・保

B-193 すばらしい私のおじいちゃん 劇映画 35 小・保

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-003 父母にまなぶ 劇映画 35 保

B-005 少年と花　－こころをみつめる－ 劇映画 30 教・保

B-013 南海の漂流 劇映画 60 小

B-018 ぼく学校はきらい　－ひよわな心－ 劇映画 30 保

B-021 とりもどせ子どもの遊び 実写版 30 教・保

B-024 子どもにも働く体験を 劇映画 31 保

B-028 いたずらざかり　－模倣と創造－ 劇映画 18 保

B-042 飛べない紙ヒコーキ 劇映画 32 中・教・保

B-056 ゆがんだ鏡　－偏見の伝承－ 劇映画 31 保

B-069 もう一つの学校 劇映画 31 保

B-079 ほめて育てる 劇映画 29 保

B-089 学校のきまり 劇映画 19 小

（４）人間形成・子供の心理
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B-094 さくらんぼ坊や・４　－４歳と仲間－ 劇映画 48 教・保

B-103 おこんじょうるり 劇映画 25 小・中・保

B-104 いとこ同志 劇映画 45 小（中・高）

B-110 素敵なお母さん 劇映画 29 保

B-111 子が親に背を向けるとき 劇映画 29 保

B-112 この目の輝きを　－子供会・その冒険と安全－ 劇映画 30 小（中・高）

B-120 てんぐ祭りとがき大将 劇映画 45 小・中

B-121 陽のあたる家族 劇映画 32 小・中・保

B-149 よみがえる子どもたち 劇映画 42 小・中・保

B-151 あなたの子育てまちがっていませんか 劇映画 28 保

B-160 母へ　－子どもたちの心－ 劇映画 30 保

B-169 気づいたときが変えるとき 劇映画 31 保

B-187 ランボーのうそ アニメ 15 幼・小（低）・保

B-192 かえだま日曜日 劇映画 48 小（中・高）・保

B-195 むくはとじゅうの名犬物語 アニメ 20 小・中・保

B-203 知らんぷりの目 アニメ 18 小・保

B-205 心のおくりもの 劇映画 21 小・保

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-009 続・ゆがんだ青春　－環境と非行－ 劇映画 40 高・青・保

B-038 親の知らないところで 劇映画 30 保

B-053 覚せい剤　－狂気と錯乱－ 実写版 31 教・保

B-064 非行少年と呼ばないで 劇映画 29 教・保

B-074 親と子が信じあうとき　－非行防止と親の役割－ 劇映画 31 保

B-095 子どもをダメにしているのは…　－気をつけたい親の態度－ 劇映画 30 保

（５）いじめ・非行防止
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B-113 いじめ　－その実態と克服の道を探る－ 劇映画 36 教・中・保

B-114 いじめをなくす　親の役割と責任 劇映画 30 教・保

B-115 きびしさ　－いま親に問われているもの－ 劇映画 30 保

B-124 いのちの詩 劇映画 34 中・高・保

B-125 微笑み 劇映画 34 中・高・保

B-182 勇気ある選択 劇映画 25 中・保

B-190 はばたけ明日への瞳 劇映画 51 小（高）・中・保

B-191 くもりのち晴れ アニメ 40 小（高）・中・保

B-201 しらんぷり アニメ 21 小（高）・中・保

B-202 ワオくんのはね アニメ 17 幼・小（低）・保

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-092 親から子への性教育 劇映画 30 保

B-100 「子育ての中の性」を考える 実写版 31 保

B-106 小学生と性　－子と親の相談室－ 劇映画 28 教・保

B-123 子どもたちへ　－いのちと愛のメッセージ－ 劇映画 55 小（高）・中・保

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-010 じっちゃばっちゃとわらしっ子 実写版 40 成

B-022 浪費への挑戦 実写版 26 成

B-037 手づくりの生きがい　－生活文化の伝承－ 実写版 28 成

B-041 実りある日に　－主婦と余暇－ 劇映画 33 婦

B-063 手のひらの詩 劇映画 32 小・中・保

B-091 わが家の省エネ作戦 実写版 24 成

B-096 暮らしの中の省エネルギー 実写版 20 成

（６）性教育

（７）市民教育
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B-134 楽しいキャンプのために 実写版 30 中・高・青・成

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-001 ボランティア活動の手引き 劇映画 29 成

B-043 愛のかけはし 劇映画 30 成

B-052 松葉づえの少年 劇映画 18 小（高）・中

B-067 典子は今 劇映画 114 小・中・保

B-077 あしたの空は青い空 劇映画 46 小・中

B-087 春男の翔んだ空 劇映画 110 小・中・教・成

B-165 新ちゃんが泣いた！ アニメ 36 小（中・高）

B-176 わすれるものか！ アニメ 40 小（中・高）

B-196 ぼくの青空 アニメ 26 小（高）・中・保

B-200 ぼくのお姉さん 劇映画 36 小（高）・中・保

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-023 新・歩行者の交通法規 実写版 24 小・中・保

B-138 メイプルタウンの交通安全 アニメ 14 幼・小（低）

B-150 自転車の安全ウォッチング 実写版 20 小

B-173 マリーベルの交通安全 アニメ 14 幼・小（低）

B-184 危ない！ゆるさん 劇映画 29 小（中・高）・保

B-189 忍たま乱太郎の交通安全 アニメ 15 幼・小（低）

B-198 ひろし君と学ぶ安全な自転車の乗り方 実写版 22 小

B-199 しつけで守る幼児のいのち 実写版 21 小（低）・保

（８）福祉

（９）交通安全
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教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-060 揺れ動く大地　－地震の驚異－ 実写版 30 成

B-080 新建材と火災　－くらしの中の危険－ 実写版 20 成

B-136 大地震が学校をおそった 実写版 20 小・中・成

B-186 阪神大震災 実写版 29 小・中・成

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-007 生活の中の健康づくり 実写版 29 成

B-008 たまごからヒトへ 実写版 24 中・高・成

B-020 運動不足と成人病　－中年からの健康管理－ 実写版 28 成

B-040 母と子のむし歯予防教室 実写版 24 小・保

B-046 見なおそうわが子のおやつ 実写版 19 保

B-062 育ち盛り　－１０～１４歳編－ 実写版 30 教・保

B-068 中性洗剤を追求する 実写版 22 成

B-072 脳卒中とその予防 実写版 30 成

B-076 タバコ　－健康への影響－ 実写版 26 成

B-090 心と体の健康　－ストレス社会を生き抜くために－ 実写版 29 成

B-097 みんなのゲートボール（３）実践編 実写版 20 成

B-099 歩く健康法　－運動不足を克服する歩き方－ 実写版 27 成

B-117 酒とからだ 実写版 28 成

B-135 大切な歯 実写版 15 小・保

（１０）防火・防災

（１１）保健・健康管理
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教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-026 高齢者の体力づくり 劇映画 30 成・高齢

B-048 あなたもいつか老人に　－その時のために－ 劇映画 30 成・高齢

B-054 年はとっても　－孫の教育についての役割－ 劇映画 29 保・高齢

B-122 てんや・わんやのお年寄りの交通安全教室 劇映画 25 高齢

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-093 けやきの空に 劇映画 53 中・高・成

B-109 星がきれいにみえるまち 劇映画 54 中・高・成

B-133 お母さんの季節 劇映画 55 中・高・保

B-158 ふたりのタロウ アニメ 26 小（高）

B-167 コスモスの道しるべ 劇映画 54 成

B-178 明子のハードル 劇映画 41 中・高・保

B-181 へんてこなボランティア アニメ 46 小（中・高）・中

B-185 愛は海よりも深く 劇映画 55 中・高・保

教材番号 タイトル 種別 時間 対象

B-082 予　言 実写版 42 成

B-127 なっちゃんの赤いてぶくろ アニメ 18 小（高）

B-164 おかあさんの木 アニメ 22 小（高）・成

B-171 一つの花 アニメ 23 小（高）・成

B-175 みいちゃんのてのひら アニメ 22 小（高）・成

B-197 星空のバイオリン アニメ 88 小（高）・中・成

（１３）人権教育・同和問題

（１４）平和教育

（１２）高齢者教育
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１６ミリ映画フィルム教材（解説） 
 

B-001 ボランティア活動の手引き 29分 （成  福祉）劇映画 

ボランティアの心や活動分野，種類，活動方法などを，実例を通じて易しく解説して，身近な

場からのボランティア活動への実践を呼びかける｡ 

 

B-002 父、この強きもの 30分 （保  家庭教育）劇映画 

わが子の目に余る甘えと妻の過保護ぶりを見て，子供の将来を案じ，これではならじと立ち上

がる父親の姿を通して家庭教育のあり方，子供の教育に対する親の姿勢を考える｡ 

 

B-003 父母にまなぶ 35分 （保  人間形成）劇映画 

子供が将来，社会人として巣立っていくのに必要な資質は，親が人生に意識的に取り組んでい

る姿勢を見せることによって，日常生活の中で自然に培われていくことを感動的なドラマの中で

示唆する｡ 

 

B-004 かけがえのない地球 －公害の科学－ 24分 （高・成  自然）実写版 

自然の現象は､大きな一つのサイクルを持っている｡しかし人間は自然破壊によってそのサイ 

クルを狂わせ，やがては人々の生活の場が失われていくであろうことを警告する｡ 

 

B-005 少年と花 －こころをみつめる－ 30分 （教・保  人間形成）劇映画 

花を育てることに熱心な中学 3年生の一少年とその家族や友人たちを描きながら，進路の選択

には，能力や適性を考慮することの大切さをとらえている｡ 

 

B-006 イルカと少年 45分 （小  自然）劇映画 

海岸の洞窟で傷ついたイルカを見つけた少年が，そのイルカを助けようと夢中になっていく中

に，次第にｲﾙｶに対する愛情が深まり仲良しになっていくようすを，紀伊半島潮岬を背景に描い

ている｡ 

 

B-007 生活の中の健康づくり 29分 （成  保健）実写版 

日常生活の中で，自分自身のからだと運動について正しい知識を持ち，処方箋を書き，毎日の

生活設計に運動とスポーツを効果的に取り入れ，積極的に健康づくりに取り組ませる｡ 
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B-008 たまごからヒトへ 24分 （中・高・成  保健）実写版 

男と女はどこが違うか，ヒトは，どうして生まれたか｡この映画は､生命の始まりにまでさかの

ぼって，やさしく，科学的に説明する｡ 

 

B-009 続・ゆがんだ青春 －環境と非行－ 40分 （高・青・保  非行防止）劇映画 

青少年の非行，特に性非行や不純異性交遊に走るケースが増加している｡それを助長する有害

環境の浄化を広く学校，家庭さらに地域社会に訴える｡ 

 

B-010 じっちゃばっちゃとわらしっ子 40分 （成  市民教育）実写版 

老人たちにより一層健康で明るい生きがいのある老後をおくってもらおうと，町の青年たちが

協力し合い，野菜作りや季節の行事にと忙しく動きまわっている秋田県大曲市の人々の姿を描い

ている｡ 

 

B-011 手作り遊びと子どもの手 25分 （保  家庭教育）実写版 

鉛筆が削れない，ひもが結べない等今日の子どもの手先の問題は遊びや家庭生活，心の発達と

関係していることを説くとともに，教育の場，保育の場で工作等の手作業を取り入れている実例

を紹介する｡ 

 

B-012 穂高岳賛歌 32分 （小・中・成  自然）実写版 

日本アルプスの中でも特に雄大で，山岳地形の景勝地として親しまれている穂高岳を，四季の

移り変わりを背景にとらえたもので，山の持つ美しさ，すばらしさを穂高に生息する生物の姿と

ともに克明に描かれている｡ 

 

B-013 南海の漂流 60分 （小  人間形成）劇映画 

無人島に漂流した 10 人の少年たちが，互いに協力し助け合っていく中で，友情の尊さと団体

生活の意義を学ぶという児童映画｡ 

 

B-014 ドン・キ・ホーテ＆幸福の王子 24分 （幼･小  情操向上）アニメ 

ラ・マンチャに住む年老いた騎士ドン・キ・ホーテは読書が唯一の楽しみだが，読むうちに物

語の主人公になってしまう癖がある｡スペインに伝わる昔ばなし｢ドン・キ・ホーテ｣を紹介する｡   

 

幸福の王子   

小高い丘の上の広場に立っている王子の像は，町の人々の様々な暮らしを見てきました｡秋も

深いある日，飛んできた一羽のツバメの助けをかりて，貧しい人達を救おうと王子は決心します｡  

イギリスに伝わる昔ばなし｢幸福の王子｣を紹介する｡ 
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B-015 青の洞門 20分 （小  情操向上）アニメ 

菊池寛の小説｢恩讐の彼方に｣のアニメ化｡江戸時代多くの旅人の命を奪う，山国谷の難所を無

事に通れるようにと，禅海という坊主が洞くつを堀り続ける姿を描く｡ 

 

B-016 虹に向かって 20分 （小  情操向上）アニメ 

谷川を隔てた二つの村に住む若者と娘｡二人の間に恋が芽ばえる｡この恋をみのらせるために

も，また村のためにも谷川に橋をかけようと懸命に働く 2人の姿を描く｡ 

 

B-017 わたしたちのくらしと水 20分 （小（中・高）  自然）実写版 

神奈川県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｡ 

 

B-018 ぼく学校はきらい －ひよわな心－ 30分 （保  人間形成）劇映画 

小学校 3年生の子供に起こった登校拒否の事例をドラマとして再現し，その原因を探っていく

とともに，子供のひよわな心に対する親のあり方について描いている｡ 

 

B-019 つるのおんがえし 10分 （幼･小  情操向上）アニメ 

日本昔話から取材したもので，一人の貧しい若者が，仕事の帰り道ワナにかかったツルを助け

たことがきっかけで幸せをつかむという物語を描いている｡ 

 

B-020 運動不足と成人病 －中年からの健康管理－ 28分 （成  保健）実写版 

中年以降の運動不足は，肥満や種々の成人病につながりやすく，また体力低下も伴ってくる｡ 

映画はその要因をさぐり運動不足がもたらす問題点を科学的にとらえながら日常生活の中で

の対処法等を描いている｡ 

 

B-021 とりもどせ子どもの遊び 30分 （教・保  人間形成）実写版 

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

これら三つの場における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｡ 

 

B-022 浪費への挑戦 26分 （成  市民教育）実写版 

長い間私達を支配してきた使い捨て，浪費の習慣｡ 

それも資源不足，ゴミ問題，公害，物不足といった状況の中で消費者は大きな意識の転換を迫

られている｡この作品は豊富な事例を通して大量消費時代における消費者のこれからのあり方，

本当の豊かさとは何かを追及していく｡ 
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B-023 新歩行者の交通法規 24分 （小・中・保  交通安全）実写版 

信号無視，飛び出し，無謀な横断など交通ルールを無視した歩行者の事故原因を分析し，交通

法規の内容やそれを遵守することの大切さを説明している｡ 

 

B-024 子どもにも働く体験を 31分 （保  人間形成）劇映画 

子供は働く体験を通して，自ら自主性，計画性，創造性等を身につけて行く｡ごく平凡な家庭

の日常生活の中で，この働くことについて考える｡ 

 

B-025 エジソン －ママの学校－ 11分 （幼･小  情操向上）アニメ 

人並みはずれた好奇心が高じて，変人･奇人の子と誰にも相手にされなかったエジソンは母を

唯一の先生に，やがて大発明家への道を歩む｡ 

 

B-026 高齢者の体力づくり 30分 （成・高齢  高齢者教育）劇映画 

自分の体の状態をしっかり認識し，積極的に体を動かすことによって老化を遅くすることがで

きる｡日常生活の中でできるいろいろな運動をわかりやすく紹介する｡ 

 

B-027 叱らない時代、叱れない親 30分 （保  家庭教育）劇映画 

｢ほめることが教育上よく，叱ることは悪い｣という戦後からの風潮は，叱ることを嫌がる人間，

｢叱れない親｣をつくりつつある｡そこで，正しく叱ることの教育的意義の重要さをドラマを通し

て理解させる｡ 

 

B-028 いたずらざかり －模倣と創造－ 18分 （保  人間形成）劇映画 

三歳ごろまでの幼児前期と呼ばれるころの幼い心の成長のすがたを，日常の自然のままの行動

のなかに描いたもので，自我の成長と同じくらい大きな問題であるこの年の遊びの意味について

考える｡ 

 

B-029 現代親孝行を考える －親と子のきずな－ 32分 （保・高齢  家庭教育）劇映画 

子供たちはすべて独立した二人暮しの老夫婦と小学生の子供をもつ娘夫婦とのかかわりあい

を描きながら，親と子が互いに思いやる心の大切さについてとらえている｡ 

 

B-030 にんぎょひめ 20分 （幼･小  情操向上）アニメ 

ひたすらに王子を愛する人魚のおひめさまの心情を，幻想の世界に託して格調高く人形アニメ

で描く｡ 
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B-031 地球は生きている －火山の驚異－ 30分 （中・高・成  自然）実写版 

世界の代表的な火山の爆発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｡ 

 

B-032 自然の王国 －アフリカの動物たち－ 33分 （小・中・成  自然）実写版 

青く澄みきった空と大気，輝く太陽，その豊かなアフリカの大自然の中で生き生きと生活して

いる野性の動物たちの姿を追うとともに，動物保護区に居住することを許されているマサイ族や

ピグミー族の人々の生活の様子もとらえている｡ 

 

B-033 絶海の島々 30分 （小・中  自然）実写版 

南アメリカに近いガラパゴス群島｡この島には珍しい動物が住んでいる｡絶海の孤島の特有の

珍しい動物や鳥たちの生態をとらえられたもの｡ 

 

B-034 北極の大自然 30分 （小・成  自然）実写版 

北極の海にも，暖かい海と同じようにさまざまな生物が，独特の適応性をもって生活している｡

広大な北極圏の大自然，野性の動物たちの生態を描く感動のドキュメント｡ 

 

B-035 きこえるよママ 38分 （保  家庭教育）劇映画 

聴覚障害児を持ったことの苦しみや悲しみを乗り越えて，その障害児を心身共に健やかに育て

ている幾つかの家庭に焦点をあて，同時録音をもって記録した映画である｡ 

 

B-036 中国の子どもたち 23分 （成  家庭教育）実写版 

北京や上海など都会で生活している子供達，人民公社で農業を学ぶ子供達，そして学校の様子

など，中国の子供達の姿を記録している｡ 

 

B-037 手づくりの生きがい －生活文化の伝承－ 28分 （成  市民教育）実写版 

伝統的な生活機能や生活文化のもつ良さが，最近各地で見直された学習の場に取り入れられて

いる｡この映画は，各地で行なわれている学習の様子をとらえながら，生活伝承のもつ意義やそ

の必要性などについて考える｡ 

 

B-038 親の知らないところで 30分 （保  非行防止）劇映画 

万引きをした二人の少年をめぐる親の態度を対比して描きながら，わが子に非行の芽がでたと

き親はどんな態度で臨んだらよいか，また子供を健全に育てるには，愛情と規律に支えられた親

子関係ほど尊いものはないということをドラマ形式で描いている｡ 
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B-039 三世代家族 32分 （成・高齢  家庭教育）劇映画 

農村で暮らしてきたおばあちゃんが，都会暮らしの長男家族と暮らすことになり，いろいろな

問題を起こす様子を描きながら，家庭におけるおばあちゃんの役割や，家族のとるべき姿につい

て考えさせている｡ 

 

B-040 母と子のむし歯予防教室 24分 （小・保  保健）実写版 

健康な乳歯は健康な永久歯に生えかわることを説き，虫歯予防のためのポイントを描いてい

る｡ 

 

B-041 実りある日に －主婦と余暇－ 33分 （婦  市民教育）劇映画 

婦人の生活時間の変化に伴い，余暇時間を中高年齢層の主婦はどう過ごすか｡孤独感におそわ

れるひとりの婦人が，実りある余暇を見出すまでの家庭を描きながら，自己を充実させる余暇の

使い方について考えさせている｡ 

 

B-042 飛べない紙ヒコーキ 32分 （中・教・保  人間形成）劇映画 

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少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，こども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｡ 

 

B-043 愛のかけはし 30分 （成  福祉）劇映画 

手話通訳のボランティア活動をしている一人の主婦の行動を軸にし，ボランティア活動を行う

ための家庭の理解と協力の必要性や，同じ道を志す後輩の指導の大切さについてとらえている｡ 

 

B-044 走れメロス 20分 （小  情操向上）アニメ 

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 1日という約束で自分のために

身代わりになって牢に入っている友のために走り続け無事約束を果たすという物語｡ 

 

B-045 涙なんか飛んでいけ 45分 （小・保  家庭教育）劇映画 

交通事故で父親を失った幼い兄弟の，母とともに逆境にもめげずたくましく生きてゆく姿を通

して友情の美しさ，家族相互の思いやりの大切さなどをとらえている｡ 

 

B-046 見なおそうわが子のおやつ 19分 （保  保健）実写版 

子どものおやつの主流をなしていると思われるスナック菓子を中心に，その安全性と栄養につ

いて実態を明らかにし，どうすればよいのかを，いくつかの事例をもとに紹介している｡ 
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B-047 嫁と夫と姑たち 29分 （婦・成  家庭教育）劇映画 

家族の間で嫁と姑がおのおのの役割を円滑に遂行し，平和な家庭を築き上げていくにはどうい

う心掛けが必要か｡更にこれを取り巻く夫や姉妹達はどのように行動すべきかを考える｡ 

 

B-048 あなたもいつか老人に －その時のために－ 30分 （成・高齢  高齢者教育）劇映画 

だれにも老いは訪れ，それから逃れることはできない｡また，幸福な老後が確約されているわ

けでもない｡映画は一人のホームヘルパーを通して，明治生まれの老人の生きる姿を見つめ，老

後について考えさせる作品である｡ 

 

B-049 小さなゆうびんひこうきペトロ 8分 （幼･小  情操向上）アニメ 

パパとママと三人で平和に暮らしている小型ひこうきのペドロ｡ある日，パパもママも病気に

なって，ペドロがアンデス山脈を越えてとなりの国まで手紙を運ぶことになった｡ 

 

B-050 子育てのこころ 32分 （保  家庭教育）劇映画 

自分のことは自分でやるそれぞれに家事の分担をさせる，という子育てのモットーを持つ家庭

の生活をとらえ，子供に対する親の姿勢について考えさせている｡ 

 

B-051 小さなバイキングビッケ －北極の大冒険－ 27分 （幼･小  情操向上）アニメ 

北極でエスキモーと物々交換をしての帰り道，ハルバル達は氷に閉じ込められてしまいました｡

この寒さの中で，小さなバイキングビッケが大活躍｡ 

 

B-052 松葉づえの少年 18分 （小（高）・中  福祉）劇映画 

一人の少年と障害をもつ少年の，ふとした心のふれあいの様子を描き，人を信じ，他人の立場

を思いやる暖かい心，互いに励まし合う生き方の大切さについて考えさせている｡ 

 

B-053 覚せい剤 －狂気と錯乱－ 31分 （教・保  非行防止）実写版 

人間を破滅させる覚せい剤，その乱用による家庭破壊，幻想，妄想による異常行動や凶悪犯罪

が急増し，大きな社会問題となっている｡恐怖のメカニズムを各方面から描き，乱用防止を強く

訴える｡ 

 

B-054 年はとっても －孫の教育についての役割－ 29分 （保・高齢  高齢者教育）劇映画 

お年寄りに生き甲斐を! 孫の教育について，祖父母は親の脇役であるが，その役割は貴重であ

る｡長い人生を歩んできた年輪がよい手本となるからだ｡そういう無言の教え，無意図的教育の価

値を考えます｡ 
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B-055 希望の船 35分 （保・小・中  家庭教育）劇映画 

ある船上生活者の家族の生活記録に基づき映画化されたもので，陸の子どもたちと海の夫婦と

いう厳しい生活の中で，親と子が固く結ばれ心豊かな家庭を築きあげていく様子を描いている｡ 

 

B-056 ゆがんだ鏡 －偏見の伝承－ 31分 （保  人間形成）劇映画 

親の期待する｢良い子｣像に余りにも忠実に生きようとした少年の悲劇を通じて，親から子へ伝

えかねない偏見と差別の問題を提起する｡ 

 

B-057 白い馬 45分 （小・中  情操向上）劇映画 

野性の悍馬と少年の愛情と平和を愛しぬく心をうたいあげた映画詩｡カンヌ映画祭などで 18

の金賞を受けた世界の名作｡ 

 

B-058 パワーズ・オブ・テン －銀河から原子まで－ 10分 （中・高・成  自然）実写版 

地上 1ｍの高さから見る視野を基点とし，10ｍ，100ｍと 10の倍乗の高さを変え，そこから見

る視野の変化を一億光年の高さに至まで連続的にとらえ，さらに逆の負倍乗の場合を-14乗の原

子核の段階までとらえている｡ 

 

B-059 きつねの窓 11分 （幼･小  情操向上）アニメ 

お花畑の中の染物屋さんで，指に藍色をぬって空にかざすと，なつかしい人の姿が浮かぶとい

う幻想的な物語｡ 

 

B-060 揺れ動く大地 －地震の驚異－ 30分 （成  防火・防災）実写版 

最近における伊豆半島地震，宮城沖地震や，過去における世界各地での大震災の災害例を取り

上げながら､地震に対する認識とその心構えについて描いている｡ 

 

B-061 僕とサイの物語 53分 （小・中  情操向上）劇映画 

キリマンジャロを背景にした，ケニア自然動物公園に繰り広げられる監視官と少年と少女の，

密猟によって傷ついたサイを救うための愛情と勇気の姿を描いている｡ 

 

B-062 育ち盛り －１０～１４歳編－ 30分 （教・保  保健）実写版 

10 代前半は，生涯で心身の発達が著しい時期で，この｢育ち盛り｣の基礎体力づくりが特に大

切だといわれています｡この時期の基礎体力づくりは，どのように進めたらよいかを，豊富な事

例をもとに，考えてみようとする｡ 
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B-063 手のひらの詩 32分 （小・中・保  市民教育）劇映画 

今日，私達は実に豊富な"もの"に囲まれて生活している｡この映画は，登場する家族のささや

かな発意と行動の中に，ものを大切にすることの真義を理解し，その実践を訴えるものです｡ 

 

B-064 非行少年と呼ばないで 29分 （教・保  非行防止）劇映画 

環境の異なった二人の中学生が，なぜ非行の芽を持つようになったか､両親や教師がこの二人

にどう対応していったかを描き，家庭でとのような心構えと実践で子供に対処していったらよい

かを考えようとする｡ 

 

B-065 ベルとかいじゅう王子 20分 （幼･小  情操向上）アニメ 

怪獣に姿を変えられた王子と，それとは知らずにいたわる心やさしいベル｡ベルが王子を愛す

ることで魔法がとけて，怪獣はもとの王子の姿になるというグリム童話の映画化｡ 

 

B-066 杜子春 20分 （幼･小  情操向上）アニメ 

芥川龍之介の名作童話｢杜子春｣を，現代の子供たちに十分に理解できる，楽しいアニメーショ

ンとして構成した作品です｡ 

 

B-067 典子は今 114分 （小・中・保  福祉）劇映画 

サリドマイド児辻典子の｢出生から青春へ｣をドラマとドキュメントの手法を駆使して映画化

したもので，真の勇気，真の努力とは何かを知らしめようとする｡ 

 

B-068 中性洗剤を追求する 22分 （成  保健）実写版 

各種の実験を通して中性洗剤の皮膚に及ぼす影響や体内残留，催奇性などの問題を追求し，安

易な洗剤使用に対して，消費者の注意を喚起する｡ 

 

B-069 もう一つの学校 31分 （保  人間形成）劇映画 

ギャング・エイジと言われる年頃(10～15 歳位)は，特に異年齢や異質集団，町の人達からの

影響を本能的に求めている｡彼等はそこから社会性を吸収し，たくましさや思いやりの心を身に

つけていく｡こういう問題を，ある町の駄菓子屋に集まる子供と，その母親達の物語を通して考

える｡ 

 

B-070 美しき中国を訪ねて 30分 （成  自然）実写版 

万里の長城の雄大さ，黄山，泰山の美しさ，雲崗の石仏群，敦煌の石，芸術など中国の名勝地

域を紹介している｡ 
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B-071 宇宙から地球を見る －リモートセンシング－ 16分 （中・高・成  自然）実写版 

リモートセンシングによる観測方法を有珠山の観測を事例に説明するとともにランドサット

衛星による観測や気象衛星による観測事例をとらえながら，空からの観測情報が私達の生活にど

うかかわりあうのかを描いている｡ 

 

B-072 脳卒中とその予防 30分 （成  保健）実写版 

脳卒中，脳硬塞，くも膜下出血などおもな病状について説明し，それを防ぐための日常の健康

管理のあり方などをとらえている｡ 

 

B-073 おば捨て山の月 21分 （幼･小  情操向上）アニメ 

おば捨て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，その母の力が隣国からの難問を次々と解決し，

国の苦境を救うというお話｡ 

 

B-074 親と子が信じあうとき －非行防止と親の役割－ 31分 （保  非行防止）劇映画 

高校受験をひかえ気をもむ親，親の干渉に反発し自分なりの考えで行動する中学三年の女の子

という家庭の姿を描き，子供の非行に対する親のあるべき姿について考えさせる｡ 

 

B-075 まえがみ太郎 75分 （小  情操向上）アニメ 

松谷みよ子原作の民話を素材に映画化したもので，まえがみ太郎が，飛べなくなり苦しんでい

る火の鳥を助けるため，命の水を探しにでかけるという物語｡ 

 

B-076 タバコ －健康への影響－ 26分 （成  保健）実写版 

タバコの中に含まれている一酸化炭素やニコチンの影響は身体や頭の働きを鈍らせるばかり

でなく狭心症等の虚血性心疾患に影響する｡また，妊婦の喫煙は胎児への影響が大きいこと等，

タバコと健康について視覚的に説明している｡ 

 

B-077 あしたの空は青い空 46分 （小・中  福祉）劇映画 

井村千恵子原作｢がんばれ，ろくしん先生｣を映画化したもので，先天性脳性小児マヒにより手

足に障害をもつ少女が，家族や級友たちの思いやりの中で，障害にもめげずに 

 

B-078 あんじゅとずしおう 31分 （小  情操向上）アニメ 

森鴎外の名作｢山椒太夫｣のアニメ化｡今も読みづがれる安寿と厨子王の悲しくも美しい伝説｡

母と子，姉と弟の深い愛情を描く｡ 
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B-079 ほめて育てる 29分 （保  人間形成）劇映画 

｢一つ叱って三つほめよ｣といわれているように，正しくほめることは正しく叱ることと表裏一

体で，しつけの基本と言われる｡このほめることの子供の心に与える影響を考えていく｡ 

 

B-080 新建材と火災 －くらしの中の危険－ 20分 （成  防火・防災）実写版 

新建材は火災になると煙を多く出し，有害ガスを発して非常に危険である｡そこで色々な新建

材をを実験を通して多角的に解明していく｡ 

 

B-081 さようなら、子ねこちゃん 41分 （小・中  情操向上）劇映画 

子どもたちは，一匹の捨てねこを飼うことによって，人間と動物のつきあい，友だちや家族，

また見知らぬ人びととの，いわば人間関係を発見してゆく｡その素朴で活力あふれる姿をいきい

きと描く｡ 

 

B-082 予 言 42分 （成  平和教育）実写版 

10フィート映画運動三部作の第二作｡過去と現在の映像から，未来に向けて深まる世界的な核

危機を告発し，核廃絶を世界に訴えようとする｡ 

 

B-083a 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第１集 昭和時代の幕あけ（昭和元年～昭和 16 年） 

 20分 （小・中・高・成  自然）実写版 （白黒） 

昭和のさまざまな出来事や事件などをニュース映画を中心に紹介しつつ，現在の時点から見た

その歴史の実相を解説して，激動する昭和の歴史をわかりやすく描く｡ 

 

B-083b 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第２集 太平洋戦争の記録（昭和 16年～20 年） 

 20分 （小・中・高・成  自然）実写版 （白黒） 

昭和のさまざまな出来事や事件などをニュース映画を中心に紹介しつつ，現在の時点から見た

その歴史の実相を解説して，激動する昭和の歴史をわかりやすく描く｡ 

 

B-083c 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第３集 焦土からの復興（昭和 20 年～26年） 

 20分 （小・中・高・成  自然）実写版 （白黒） 

昭和のさまざまな出来事や事件などをニュース映画を中心に紹介しつつ，現在の時点から見た

その歴史の実相を解説して，激動する昭和の歴史をわかりやすく描く｡ 

 

B-083d 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第４集 高度成長の道（昭和 26年～39 年） 

 20分 （小・中・高・成  自然）実写版 （白黒） 

昭和のさまざまな出来事や事件などをニュース映画を中心に紹介しつつ，現在の時点から見た

その歴史の実相を解説して，激動する昭和の歴史をわかりやすく描く｡ 
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B-083e 映像で見る昭和の歴史シリーズ 第５集 繁栄のなかで（昭和 39年～55 年） 

 20分 （小・中・高・成  自然）実写版 （白黒） 

昭和のさまざまな出来事や事件などをニュース映画を中心に紹介しつつ，現在の時点から見た

その歴史の実相を解説して，激動する昭和の歴史をわかりやすく描く｡ 

 

B-084 ビーバーの谷 33分 （小・中  自然）実写版 

ロッキーの山なみに囲まれた大自然の中で，肥沃な土地を持つビーバーの谷がある｡そこで広

がる動物たちの生活を働き者のビーバーを中心に紹介する｡ 

 

B-085 のどかな森のシンフォニー 10分 （幼･小  情操向上）アニメ 

静かな森の中にある古い風車小屋に住む動物たちに，ある夜大あらしがきて､みんなは大さわ

ぎです｡動物たちの生きていく姿をユーモラスに描いている｡ 

 

B-086 ベンとエイモス －ベン・フランクリン物語－ 23分 （小  情操向上）アニメ 

アメリカ建国当時，最も親しまれた偉人フランクリンの逸話をおもしろく教訓的に描いてい

る｡ 

 

B-087 春男の翔んだ空 110分 （小・中・教・成  福祉）劇映画 

障害児教育に力をそそぎ，志なかばで飛行機事故で亡くなった北九州市の特殊学級講師野杉春

男とその教え子たちの日常のふれあいをユーモアと哀愁で描いている｡ 

 

B-088 こむぎいろの天使 －雀と少年－ 75分 （小・中  情操向上）劇映画 

小さな生きものを自分の手で育てる中で生命の重みを知り成長していく姿を，親をなくした五

羽の子雀と二人の少年との間に雄大な富士のふところをバックに感動的に描く｡ 

 

B-089 学校のきまり 19分 （小  人間形成）劇映画 

学校や学級での生活を楽しく過ごすには，きまりを守る必要がある｡それは何故なのか｡きまり

が守れない子供達の心理，学校や家庭での様々な事例･話し合い等を通してきまりを守ることの

意義を明らかにし，進んで学校や社会のきまりを守ろうとする心を育てます｡ 

 

B-090 心と体の健康 －ストレス社会を生き抜くために－ 29分 （成  保健）実写版 

心と体は密接に結びついていて，ストレスに遭遇すると心とともに体も色々な症状を呈するよ

うになる｡特にストレスの多いビジネスマンやＯＬ，主婦など，様々なケースをもとに心と体の

病の原因や予防法，治療法をわかりやすく描き，ｽﾄﾚｽに満ちた現代社会を生き抜くための方策を

つまびらかにする｡ 
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B-091 わが家の省エネ作戦 24分 （成  市民教育）実写版 

｢省エネルギー｣という言葉は日常化して来ているが，まだ実際にはあまり実行されていない｡

この映画はある一家の日常生活を追いながら，ちょっとした電機器具等も使い方と工夫で大きな

省エネにつながることを示し，一人一人の注意と関心がいかに大切であるかということを訴えま

す｡ 

 

B-092 親から子への性教育 30分 （保  性教育）劇映画 

幼児～中学生ころまでの親と子の性問答を中心に，家庭における性教育の重要性を示し，親の

とるべき態度や考え方を具体的に描きました｡そして親自身が逃げたり，ごまかしたりせず，子

供の成長段階に合わせて継続的に行ってこそ効果が上がるのだということを考えてもらいます｡ 

 

B-093 けやきの空に 53分 （中・高・成  同和問題）劇映画 

都市化現象により，新旧住民の対立や相互不信の風潮がひろがっています｡そのことは同和問

題の解決をはばみ，地域の子供達の成長をゆがめ，住みよい地域づくりの障害となっています｡

このような状況を踏まえ，中学生の生活を中心に描くことによって，部落差別解消が国民の課題

であることを示唆する｡ 

 

B-094 さくらんぼ坊や・４ －４歳と仲間－ 48分 （教・保  人間形成）劇映画 

腕白時代の幕開けといわれる四歳｡日を追い，月を追って成長し発達するこどもたちに，腕白

時代を，大切に保障して上げたいと思います｡そのためには，日に日に育ちたかまる子どもの成

長と発達を見極め，父母や保護者の子どもへの確かな目と，イメージ豊かな対し方が必要である

ことを示唆する｡ 

 

B-095 子どもをダメにしているのは… －気をつけたい親の態度－ 30分 （保 非行防止）劇映画 

｢子どもをダメにしているのは誰か｣の疑問を投げかけ幾つかの実例をもとに，親子の関係がい

かに少年の健全育成と非行化防止に大切であるかを訴える｡ 

 

B-096 暮らしの中の省エネルギー 20分 （成  市民教育）実写版 

私たちは，エネルギーをたっぷり使用し作られた多くのものが，ゴミとなって棄てられている

ことを忘れがちです｡このような状況の中で，私たちの身近なところでも，よりよい明日への暮

らしを築くために，限られたエネルギーを無駄なく､より有効に使う省エネルギーの考え方が重

要になっていることを描く｡ 

 

B-097 みんなのゲートボール（３）実践編 20分 （成  保健）実写版 

ゲートボールの，いわば「定石」ともいうべき典型的な作戦例のいくつかを，実践の展開に沿

って見ていきながら，ゲートボールの試合を有利に進めていくための作戦とは何かを考えていく。 
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B-098 わたんべとすばらしい仲間 40分 （小  情操向上）劇映画 

｢仲間はずれを作らない｣ことを，クラスのモットーにしている 6年 2組の明るく健康的なクラ

スメートの心の交流を｢わたんべ(渡辺和彦君の愛称)｣の心ぞう手術という出来事を軸に，大運動

会や移動教室などのエピソードを加えて楽しく描きます｡ 

 

B-099 歩く健康法 －運動不足を克服する歩き方－ 27分 （成  保健）実写版 

さまざまな運動不足病(高血圧症，糖尿病，心臓病)を克服する方法として，｢歩く｣ことを見直

し，運動生理の上からその効用をわからせながら，そのための正しい歩き方について解説する｡  

                                              

B-100 「子育ての中の性」を考える 31分 （保  性教育）実写版 

子育ての各段階で直面する，子どもたちの｢性｣にまつわる疑問や質問に，親はどのように対応

すればよいのかを，豊富な実例をもとに､具体的に考えてみようとする｡ 

 

B-101 したきりすずめ 18分 （幼･小  情操向上）アニメ 

日本の昔話｢したきりすずめ｣を人形アニメによって明るく朗らかに描く｡ 

 

B-102 おむすびころりん 11分 （幼･小  情操向上）アニメ 

日本の昔話｢おむすびころりん｣を人形アニメによって明るく朗らかに描く｡ 

 

B-103 おこんじょうるり 25分 （小・中・保  人間形成）劇映画 

東北の山村を舞台にした創作を民話を素材に映画化したもので，ばあさまときつねのおこんの

くりひろげるユーモラスで，ほのぼのとしたやりとりから，他人への思いやり，やさしさを描く｡ 

 

B-104 いとこ同志 45分 （小（中・高）  人間形成）劇映画 

まったく性格が異なり，何にでもやる気満々のいとこに触発され，自分も様々なことに挑戦す

る気になっていた，一人のおとなしいしょうじょのその心の起伏を描いた物語｡譲りあったり，

相手の立場を思いやったりする心の大切さを，出来るだけ楽しく明るく描いている｡ 

 

B-105 ゴンタと呼ばれた犬 42分 （小・中  情操向上）劇映画 

燃えさかる山火事の中で，逃げ出すことが精一杯で愛犬のペスを見失ってしまう｡しかし少年

の必死の努力でやがてペスを捜しだすが，そこではゴンタと呼ばれていた｡人間が動物を飼うと

いうことはどういうことかを考えさせる｡ 

 

B-106 小学生と性 －子と親の相談室－ 28分 （教・保  性教育）劇映画 

ある小学校保健室における養護教諭の小学生に対する性教育，性教育相談の実話を取材し，性

についての子と親と先生の対話促進と理解を進める｡ 
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B-107 みにくいあひるの子 18分 （幼･小  情操向上）アニメ 

みにくいあひるの子が美しい白鳥に成長するまでを美しいイメージと新しい表現で描く｡ 

 

B-108 いなかねずみとまちねずみ 9分 （幼･小  情操向上）アニメ 

いなかねずみが都会に憧れてまちねずみのところへいくが，結局静かで平和ないなかにかえっ

ていくという童話を色紙細工で描く｡ 

 

B-109 星がきれいにみえるまち 54分 （中・高・成  同和問題）劇映画 

子供の間には部落差別などない，あるのは友情だけだ，それを壊しているのは大人ではないか｡

少年野球チームを舞台に，妬み意識や偏見を乗り越え，子供たちの夢を実現させようと努力する

青年の姿を描き，明るい町づくりの大切さを訴える｡ 

 

B-110 素敵なお母さん 29分 （保  人間形成）劇映画 

しつけは，子供との戦争ではない｡あせらず，根気よく，しかもちょっとしたアイデアを生か

しながら，親が心にゆとりを持つことが子供の心をとらえ，しつけを成功させる秘訣です｡この

ことを親との日常事例を通して，ユーモラスなタッチで描く｡ 

 

B-111 子が親に背を向けるとき 29分 （保  人間形成）劇映画 

テスト･偏差値･高校受験…判で押したように繰り返す母親の言葉…｡自信と不安との間に苦悩

しながら成長する中学生を描きながら，親がひとたび対応を誤ることによって生ずる問題点を考

えながら親と子の望ましい人間関係はいかにあるべきかを探る｡ 

 

B-112 この目の輝きを －子供会・その冒険と安全－ 30分 （小（中・高）  人間形成）劇映画 

子供たちは，自然の中や遊びの中で冒険に挑み，その体験から安全の力を身につけていく｡あ

る子供会で追跡ハイキングの計画が立てられたことから引き起こされる出来事の中で，母親たち

が，本当の安全とは冒険を通して小さな危険を克服した時にはじめて培われるものであることに

気付くまでを描いている｡ 

 

B-113 いじめ －その実態と克服の道を探る－ 36分 （教・中・保  非行防止）劇映画 

いくつかのいじめ，いじめられの実態を探りながら，いじ目を克服していくには，子供，親，

教師の三者が本音を出し合い，手を取り合って，対処していかなければならないことを訴える｡ 

 

B-114 いじめをなくす 親の役割と責任 30分 （教・保  非行防止）劇映画 

いじめの典型的な実例を追いながら，いじめの根底にある現代の子供たちの心の問題点を描き，

あわせていじめを防ぎ，解決するには学校と家庭の連携，信頼関係の確立とがいかに大切である

かを訴える｡ 
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B-115 きびしさ －いま親に問われているもの－ 30分 （保  非行防止）劇映画 

いじめの原因の決定的部分は家庭にあるといわれている｡そして，いじめという形を借りて人

間への差別と蔑視とが多くみられる｡このような行為に対して親は子が｢納得して，胸が熱くなる

ようなきびしさ｣を持って対さなければならない｡ 

 

B-116 おばあちゃんが帰ってきた 34分 （保  家庭教育）劇映画 

一人の孫娘のおばあちゃんに対する愛情を描きながら，祖父と両親，特に姑と嫁の関係がいか

に子供に影響を及ぼすものであるかを問題提起する｡ 

 

B-117 酒とからだ 28分 （成  保健）実写版 

発育･発展途中の未成年には酒の害が大きいことが医学的にはっきり証明されている｡そこで

若い人たちに，酒についての正確な知識と，正しい飲み方の必要性を訴える｡ 

 

B-118 ヘンゼルとグレーテル 20分 （幼･小  情操向上）アニメ 

森の中に置き去りにされた兄弟が，いろいろな冒険のすえに家に帰りつくという物語｡どんな

困難にも勇気を失うことなく，励まし助け合うことの大切さを描いている｡ 

 

B-119 バトンはＶサイン 51分 （小・中  情操向上）劇映画 

複雑な家庭の事情から人間不信に陥った少女が級友や先生の暖かい励ましの中で次第に立ち

直り，明るい心を取り戻していく様子を描く｡ 

 

B-120 てんぐ祭りとがき大将 45分 （小・中  人間形成）劇映画 

秩父の山村に今もなお継承される祭りは，子供たちの手で，すべてが行われるのが特色｡山の

木を切り葦で縛って，てんぐ小屋作りに汗を流す子供達の姿を描く｡ 

 

B-121 陽のあたる家族 32分 （小・中・保  人間形成）劇映画 

得意のギターで老人会の人々を喜ばせたことのある明は，良いギターが買いたくて父の仕事場

で働かせてもらったのだが，父の南部鉄器鋳造にかける心構えや仕事ぶりに感銘を受けて，苦労

して得たお金をおいそれと使う気になれなくなってしまう｡ 

 

B-122 てんや・わんやのお年寄りの交通安全教室 25分 （高齢  高齢者教育）劇映画 

子供より 5 倍も多いお年寄りの交通事故｡これに対する注意事項等を獅子てんや･瀬戸わんや

のコンビがドラマ形式で面白く分かりやすく説明する｡ 

 

 

 



 33 

B-123 子どもたちへ －いのちと愛のメッセージ－ 55分 （小（高）・中・保  性教育）劇映画 

ゆがんだ性観念を植え付けられる前に，少しでも早く，正しい知識を子供たちに伝えることに

よって，生命誕生の素晴らしさと，自分の命の尊さ，そして他人の命の大切さを知り，"生きる

こと""死ぬこと"の本当の意味をつかみとって欲しい，そんな願いを込めてこの映画はつくられ

た｡ 

 

B-124 いのちの詩 34分 （中・高・保  非行防止）劇映画 

この映画は，詩集｢つぶやき｣同人の若者たちの活動記録を通して，非行や自殺に走ろうとする

若者たち，そして社会の人たちに，生きることの美しさ，命の尊さを訴えて，時勢に流されるこ

となく人生について，真の幸せについて，考えようとするものである｡ 

 

B-125 微笑み 34分 （中・高・保  非行防止）劇映画 

非行行動を続けている中学生の少女と，子供文庫をやっている老婆との関わりを中心に描いて

いる｡少女は文庫に通う子どもたちに紙芝居をやらされてしまう｡そして，子どもたちの声援に励

まされて，次第に素直な心になっていく｡しかし，またしても事件が起こり，少女の顔に微笑み

が浮かぶ日はいつなのか｡ 

 

B-126 べっかんこ鬼 24分 （幼･小  情操向上）人形劇 

むかしフエフキ峠にいっぴきの鬼が住んでいた｡この鬼は特別おかしな顔をしていた｡里の子

供はこの顔を見ると，怖がるよりも吹き出してしまい，｢あっかんべぇのべっかんこ!｣とからか

いだす始末｡｢おまえも神の子，鬼の子じゃ，鬼は鬼らしく，もう少ししまりのある顔にならなき

ゃ駄目だ｣と山母さまに注意され，暇さえあれば泉に顔を写して努力するが，生まれつきの顔は

どうにもならず，山の仲間は｢べっかんこ鬼｣と呼ぶようになった｡ 

 

B-127 なっちゃんの赤いてぶくろ 18分 （小（高）  平和教育）アニメ 

原爆の光に焼かれたなっちゃんは，長い歳月をかけ，少女のままとしちゃんと再会する｡とし

ちゃんはもうお母さん｡じゅんという子供がいる｡公園の小さなベンチに残された少女の影｡赤い

てぶくろ｡さかまく光と炎｡黄色いいちょうの葉｡暗い死の海｡お星様｡平和観音…と，映像的で幻

想的な世界が展開し，戦争の悲惨さ，平和の尊さを訴える｡ 

 

B-128 泣いた赤おに 15分 （幼･小  情操向上）アニメ 

里の人たちと仲良しになりたいと思っているのだが，村人たちは怖がって赤おにに近付かない｡

そこへ親友の青鬼が訪ねてきて名案を教えてくれます｡誰でも知っている浜田広介の名作を美し

いｱﾆﾒで描いている｡ 
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B-129 大きい１年生と小さな２年生 39分 （小  情操向上）劇映画 

子供達が日々の生活の中で､新しい体験をし，少しずつ生活範囲を広げながら成長して行くす

がたをユーモラスに童話の世界の中で楽しく描いた児童劇映画｡ 

 

B-130 がんばったねお母さん 39分 （小・保  家庭教育）劇映画 

働く母に不満をもっていた小学 4年の女の子が，母の会社勤めの 10周年を機に，母の立場を

理解していく姿を描き，家族がお互いに助け合って生きていくことの大切さを訴える｡ 

 

B-132 バス停の座布団 31分 （小・中  情操向上）劇映画 

ある寒い朝，町外れのバス待ち合い所に置いてあった 3枚の手作りの座布団が投げかけた暖か

い愛の波紋｡すわると板敷きと違ってフカフカして快い｡そのほのぼのとした善意が，バスを利用

する多くの人々の心に愛のともしびを灯していく｡ 

 

B-133 お母さんの季節 55分 （中・高・保  同和問題）劇映画 

幸せに暮らす一家に，ある日ポツンと黒い影が波紋を投じた｡その影は固い絆で結ばれた家族

の間に次第に暗欝な輪を広げていく｡再び爽やかな風を一家にもたらした力は何であったか｡ド

ラマは地域の人々の善意を追って明るく展開していく｡ 

 

B-134 楽しいキャンプのために 30分 （中・高・青・成  市民教育）実写版 

林間学校，青少年の野外リクリエーション活動を有意義に過ごすための教材映画｡青年男女グ

ループをモデルに，計画と準備からテントの選び方･張り方･撤収，飯盒炊飯の方法，レクリエー

ション等，キャンプ生活の心得や技術を具体的に描いている｡ 

 

B-135 大切な歯 15分 （小・保  保健）実写版 

この映画は，歯の働きと虫歯の原因について，あくまでも保健の領域から分かりやすく解説し，

虫歯を予防するためにはどうしたら良いかを説明することによって，児童，生徒に対する歯を磨

く習慣づけを目的として制作されている｡ 

 

B-136 大地震が学校をおそった 20分 （小・中・成  防火・防災）実写版 

この作品は，万一地震が発生した場合，自分の安全を守るだけでなく，“周りの人の安全を守

るため，自分にできる役割を果たす”ことも大切であることを強調し，たとえ大地震が起ころう

とも，むやみに恐れず協力して立ち向かう姿勢を持たせることを目的として制作された。 
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B-137 エチオピアから天使がやってきた 35分 （小・中・保  家庭教育）劇映画 

エチオピアから日本にやってきた女子留学生とお年寄り，そしてその家族たちなどとの関わり

を通して，家族の絆とはなにか，物を大切にする心，他人に対する思いやり，生きることの喜び

などを考える｡ 

 

B-138 メイプルタウンの交通安全 14分 （幼・小（低）  交通安全）アニメ 

テレビや雑誌なとで幼児や子どもたちに人気のある｢メイプルタウン物語｣のかわいい仲間た

ちが巻き起こす楽しい物語｡｢車は急に止まれない｣｡だから，｢飛び出し｣はあぶないこと，｢正し

い横断の仕方｣や｢交通ルールの大切さ｣などを教えている｡ 

 

B-139 まぼろしの４番バッター 49分 （小(中・高）  情操向上）劇映画 

気さくな町医者として愛されているのだが家はボロ｡校医もしていてあだ名がゴリラ｡さんざ

んからかわれるので嫌だった父を，ヤボでも野球がへたでも｢俺の誇りだ｣と思うようになったの

はなぜだろう｡子どもたちに最もよく読まれた課題図書の映画化作品｡ 

 

B-140 七夕さま 10分 （幼･小（低）  情操向上）アニメ 

昔から行っている季節ごとの行事から，七夕の由来についてアニメーションで描いている｡楽

しく，夢のあるお話を通して，行事や祭りのもつ意味について教えている｡年に一度の織姫と彦

星が再会するという説話と星に願いを託す風習が受け継がれている｡ 

 

B-142 おにたのぼうし 18分 （幼･小  情操向上）アニメ 

おにたはとても気のいい小さな黒鬼の子ども。でもおにたにとって嫌いな節分の季節がやって

きた。豆まきから逃げるおにたは，粗末な一軒家の前にやってくる。そこには，女の子と母親が

貧しい暮らしをしていた。おにたは赤いご飯とうぐいす豆を届けてあげる。小学校３年生の国語

の教科書に出てくる同名の作品のアニメ化。 

 

B-143 約束 －アフリカ 水と緑－ 16分 （小  情操向上）アニメ 

砂漠緑化計画の技術協力のため西アフリカにやってきたアキラは，15 年前父についてこの地

にやってきた時に，カリムという少年と仲良しになった｡緑化計画の傍らアキラは，カリムの消

息をたずねるがその行方はわからない｡その年は干ばつになりいよいよ万事休すという時に到着

したボーリング隊の隊長はアキラの父の技術を立派に受け継いでいたカリムであった｡ 
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B-144 うれしいときにも涙がでる 31分 （小・中・保  家庭教育）劇映画 

作文の得意なテツヤだが，｢お父さん｣という題の作文が一枚も書けない｡そんな時，塾の帰り

に父が刃物の行商をしているのを見てショックを受ける｡そのことを冷やかされたテツヤはけん

かをしてしまう｡だが，父は失業したのではなく第一線で会社の再建のために働いているのを知

ったテツヤは，改めて父の少年時代のことから取材を始める｡ 

 

B-145 やさしいどうぶつのおやこ 21分 （幼･小  自然）実写版 

動物の親子の愛情あふれるふれあいや，子育ての様子を通して，動物の親子のかわいらしさ，

優しさにポイントをおき，子どもたちに豊かな心を育む狙いをもって制作された映画である｡ 

 

B-147 ぼくの家にはカバがいる 48分 （小  情操向上）劇映画 

本作品は，動物園のカバの飼育係を父にもつ少年を主人公に，動物を世話する飼育係の喜びや

悲しみに，少年と動物たちのふれあいを通して，生命の尊さと素晴らしさを明るく描く｡ 

 

B-148 うかれバイオリン 20分 （幼  情操向上）アニメ 

親切で正直者の主人公は，森で助けた老人から不思議な力をもったバイオリンをもらう｡その

バイオリンを弾くと誰でも踊りだす｡そのバイオリンで邪心をもった悪徳地主や領主を懲らしめ

る｡そして主人公はやがて立派な裁判官になって村に戻る｡ 

 

B-149 よみがえる子どもたち 42分 （小・中・保  人間形成）劇映画 

この作品は，夏休みに愛媛県の御五神島でおこなわれた，73 人の子どもたちによる無人島で

の生活体験を事実に即してありのまま描き，基本的生活習慣や生活技能を身につけることの大切

さや，みんなと協力しながら，一つのことをなしとげることの意義などを訴えるものである｡ 

 

B-150 自転車の安全ウォッチング 20分 （小  交通安全）実写版 

本作品は，小学生の自転車事故で特に多い飛び出しや，急な進路変更，坂道などでの危険等に

焦点をあて，事故にあったり，危険な目に合わないようにするにはどうすればよいかを，子ども

の｢なぜ｣という疑問に答えながら描いている｡ 

 

B-151 あなたの子育てまちがっていませんか 28分 （保  人間形成）劇映画 

いま，過保護･過干渉という親の態度が問題になっている｡こうした親の教育態度によって，自

発性のない自分本位な子どもが育っているといわれている｡そこでこの映画は過保護･過干渉と

はどういうことか，なぜそうなってしまうのか，親の取るべき態度と親でなければできない教育

のあり方を考える｡ 
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B-152 父ちゃんと僕たちのスクラム 48分 （小・保  家庭教育）劇映画 

母親を事故でなくした子供達と，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｡けなげな子供達と明るく，たくましく育ってほしいと願う父親が，様々な

事件にぶつかりながら家族のきずなを再認識していく｡ 

 

B-153 赤ずきん 25分 （幼  情操向上）アニメ 

ある日のこと，赤ずきんちゃんは森に住む大好きなおばあちゃんの家にお使いを頼まれる｡腹

をすかせた狼が赤ずきんちゃんを待ち伏せしている｡だれもが知っている名作童話をアニメーシ

ョンで描く｡ 

 

B-154 手ぶくろを買いに 15分 （幼･小  情操向上）アニメ 

寒い冬がきつねの親子の住んでいる森にもやってきました｡お母さんぎつねはかわいい坊やの

手にしもやけができては可愛そうだから，毛糸の手ぶくろを買ってあげようと思いました｡夜に

なり町に向かった親子ぎつねは無事に手ぶくろを買ってこれるでしょうか｡名作童話をアニメー

ションで描く｡ 

 

B-155 勇気あるホタルととべないホタル 17分 （小  情操向上）アニメ 

羽がちぢんで生まれたために，飛べないホタルがいた｡彼を励まし，助ける仲間のホタルたち｡

足の不自由な妹のために，ﾎﾀﾙを取りにやってきた姉と弟｡ホタルと子供達のふれあいを通して，

優しさと思いやりの大切さを描く｡ 

 

B-156 マッチ売りの少女 18分 （幼･小  情操向上）アニメ 

寒い街角で一人の少女がマッチを売っていた｡今日はみんな忙しそうに通り過ぎるばかりでだ

れもマッチを買おうとはしない｡アンデルセンの名作童話を人形アニメーション化し，美しさと，

深い情感を描く｡ 

 

B-157 わたしおてつだいねこ 19分 （幼  情操向上）アニメ 

エプロンをかけた可愛い子ネコは，お手伝いが大好き｡どんな仕事にでも手を出しては，失敗

を繰り返す｡しかし，家族や，学校の先生，給食のおばさん達に励まされ，しかられながらやが

て家族の一員となって行く｡ 

 

B-158 ふたりのタロウ 26分 （小（高）  同和問題）アニメ 

ある日，小学校 6年生のタロウは，江戸時代のタロウに導かれて，江戸幕政下のタロウの村を

訪れ，その頃の人権無視の差別の様子を実体験し，人権尊重の意識に目覚めていく様子を描く｡ 
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B-159 そこに、愛 32分 （小・保  家庭教育）劇映画 

田舎育ちの祖父と都会育ちの孫との心の交情をとおして，人と自然の深い関わり，育み慈しむ

心，そこに愛があるということを，哀愁をこめて描いた家族愛の物語である｡ 

 

B-160 母へ －子どもたちの心－ 30分 （保  人間形成）劇映画 

ある家庭を舞台に，"子供電話相談"に｢家族の団らん｣を求める子供の姿を描き，ゆとりのない

時代の心の孤独を見つめて行く｡ 

 

B-161 ガッツ親父とオサム 56分 （小  情操向上）劇映画 

母を早く失い，多忙な父親とも触れ合いが少なく，孤独の中で次第に心の荒んでいった小学校

4年生のオサムを主人公として，多感な彼がやがて父親との関係を回復して立ち直り，本来の純

真な心を取り戻していく過程を，美しい風土を背景に生き生きと浮かび上がらせる｡ 

 

B-162 ムーミン －落ちてきた星の子－ 25分 （幼･小  情操向上）アニメ 

流れ星のお話を聞いて夜空を眺めていたムーミンは，空から星の子が降ってくるのを発見した｡

さっそく探しだして家に連れ帰るが，星の子は家に帰りたくて泣くばかり｡驚いたことに，その

涙はどれも美しい星の粒! ムーミン谷のみんなが大騒ぎする中で，ムーミンはなんとか星の子を

空に帰してあげようとする｡ 

 

B-163 おばあちゃんのお手玉 36分 （成・高齢  家庭教育）劇映画 

あるお年寄りと息子夫婦との間の，小さなトラブルが巻き起こす，ごく日常的なドラマの成り

行きを見つめながら，家庭生活におけるお年寄りの生き方や，他の家族との関わり方について考

える｡ 

 

B-164 おかあさんの木 22分 （小（高）・成  平和教育）アニメ 

戦場に 7 人の息子を送り出した母親は彼等が手柄を立てて無事に帰ってくることを祈るが…｡

小学 5 年の国語の教科書に掲載されている大川悦生原作の同名著書のアニメ化｡戦争はもう絶対

にいや｡平和を願い，子を思う母の愛をみんなで考える｡ 

 

B-165 新ちゃんが泣いた！ 36分 （小（中・高）  福祉）アニメ 

四肢性マヒのため全寮制の養護学校で学んでいた新ちゃんは先生や先輩の励まし，本人の努力

が実って普通小学校に転入することができた｡だが彼の行く手には様々な障害が横たわっていた

…｡新ちゃんの不屈の頑張りと幼馴染みの友情が感動を呼ぶ｡ 
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B-166 ごんぎつね 19分 （幼･小  情操向上）アニメ 

昔，ある山にごんというひとりぼっちの子ぎつねが住んでいた｡ごんは辺りの村へ出てはいた

ずらばかりしている｡あるときごんは十兵のうなぎ取りのじゃまをする｡後になって後悔したご

んは良いことをしようとするが…｡新美南吉の楽しく，しかし，やがて悲しい結末をむかえる物

語をアニメで描く｡ 

 

B-167 コスモスの道しるべ 54分 （成  同和問題）劇映画 

｢心配しないでね…｣と置き手紙を残して，小学生の女の子が，まだ一度もあったことのない祖

父に一人で合いに行く｡結婚後もその結婚について葛藤を続ける親子と，その家族｡それを取り巻

く人々の姿を通して親子の絆さえも断ち切ってしまう差別とは何か，また，人間の本当の幸せと

は何かを考えさせる｡ 

 

B-168 金色の足あと 28分 （幼･小  情操向上）アニメ 

子ぎつねを救い出そうと，あの手この手を駆使して挑戦する親ぎつねの子ぎつねに対する限り

ない愛｡それは少年の目にどのように写ったのか｡児童文学の大家，椋鳩十の原作を得て，きつね

の親子の愛と，少年のきつねとの交情を感動的に描きます｡ 

 

B-169 気づいたときが変えるとき 31分 （保  人間形成）劇映画 

子育てに真剣になればなるほど陥りやすい，過保護と過干渉，子育ては試行錯誤の繰り返しで

す｡親は自らの誤りに気がついたとき，改める努力をするべきです｡親ならばそれができます｡子

どもは，おやのそうした努力や真剣な姿にこそ，愛情や信頼を感じ取ります｡子育てには決して

手遅れはないのです｡気づいたときが変えるとき，そのことをある主婦の子育ての日々を通して

考えます｡ 

 

B-170 サッツウのきじ 54分 （小  情操向上）劇映画 

雪深い山村｡優しかったおばあちゃんの突然の死…｡ショックで立つことも，口をきくこともで

きなくなってしまった一人の少女｡両親の懸命な努力と愛情，そして隣人たちとの心の交流｡野性

のキジによせる少女の優しい心｡厳しく，美しい大自然をバックにそこに生きる人々のほのぼの

とした心が伝わってくる｡ 

 

B-171 一つの花 23分 （小（高）・成  平和教育）アニメ 

戦時中の食糧難の頃，幼いゆみ子の最初に覚えた言葉は｢ひとつだけちょうだい｣でした｡それ

はいつもおなかをすかせていて食べ物をねだるゆみ子へ｢じゃあ一つだけ｣と言って分けてくれ

る母の言葉でした｡｢ひとつだけちょうだい｣といえばなんでも貰えると思っているゆみ子｡こん

なある日病弱な父にも召集令状が届けられる｡戦争の惨めさ，悲しさを子供達にわかりやすく映

像化している｡ 
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B-172 サンタのおくりもの 8分 （幼  情操向上）アニメ 

クリスマスイヴの夜，サンタクロースがトナカイのそりに乗って子どもたちの眠ってい家にや

ってきました｡子どもたちのくつ下に，サンタは，ひとつひとつメモを見ながらクリスマスプレ

ゼントを入れていきます｡サンタの袋からは，おもちゃの人形たちが飛びだしてクリスマスツリ

ーを飾ります｡ 

 

B-173 マリーベルの交通安全 14分 （幼・小（低）  交通安全）アニメ 

テレビでおなじみのマリーベルとその仲間たちが登場し，飛び出しの怖さや信号を守ることの

大切さ，道路で遊ぶことの危険等について子供達と一緒に考える｡ 

 

B-174 こぎつねのおくりもの 30分 （幼･小  情操向上）アニメ 

峠に住むいたずらな三匹の子ぎつねは，お父さんぎつねから悪いことに使ってはいけないよと

化け方を教わります｡ある日，峠の下の茶屋のおばあさんが，おだんごに巻く朴の葉っぱを拾い

に峠までやってきました｡おばあさんと，お地蔵さまに化けた子ぎつねたちの暖かいほのぼのと

した楽しい童話の世界の始まりです｡ 

 

B-175 みいちゃんのてのひら 22分 （小（高）・成  平和教育）アニメ 

3月 9日の東京大空襲によって生き延びながら，心には癒しがたい深い傷を負った，叔父さん

と，お手伝いさんのみいちゃんの心の葛藤や，感情のもつれを当時 12 歳だった姪のきくちゃん

が現在の時点から当時を振り返り，語り伝え戦争の悲惨さを描く｡ 

 

B-176 わすれるものか！ 40分 （小（中・高）  福祉）アニメ 

目の不自由な正彦がギターを演奏することになったのは，子供の頃の幼稚園の先生とのある思

い出からでした｡この正彦の精一杯生きている姿が周りの人達に感動を与え，感動を受けた人が，

その感動から行動を始め，それがまた，周りの人を変えていくという人間の変革と連帯を爽やか

に描いている｡ 

 

B-177 ロビンソンクルーソー 40分 （小(中・高）・中  情操向上）アニメ 

この作品は，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中

心に，現代の子供達にも理解のしやすい形に再構成し，大自然の中で，知恵と勇気を奮って努力

し，次第にたくましく成長していくロビンソンの姿を浮かび上がらせている｡ 

 

B-178 明子のハードル 41分 （中・高・保  人権教育）劇映画 

中学 2年の明子と母親を主人公に，母子家庭ゆえに差別されていると思っていた明子が，親友

を巡って学校に起きた事件を契機に，自分も親も差別する心を持っていたことに気付き，差別を

しない，差別を許さない，差別に負けない心を持とうと思うまでの物語である｡ 
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B-179 子どもの本音聞こえてますか 28分 （教・保  家庭教育）劇映画 

各地に設けられた｢子ども電話相談室｣には，子供達の悲痛な叫びが多数寄せられています｡彼

等の『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

なのかを考えます｡ 

 

B-180 ぶんぶくちゃがま 12分 （幼  情操向上）アニメ 

茶釜の姿になってしまった，おかしなタヌキのお話｡ 

 

B-181 へんてこなボランティア 46分 （小（中・高）・中  同和問題）アニメ 

暑い夏の日，中学 2年生の女生徒 2人が草刈りをしていて倒れたお婆さんを助けます｡元気を

取り戻しポツリポツリと語り始めた話を聞いて 2人は驚きました｡90歳のそのお婆さんは読み書

きができないのです｡差別されてきた生い立ち，字を学びたいという希望を聞いて 2人は｢お婆さ

んに字を教えてあげよう｣と心に決めました｡そして翌日から早速，読み書きの先生になって，お

婆さんと交流を深めていきます…｡ 

 

B-182 勇気ある選択 25分 （中・保  非行防止）劇映画 

この作品は，偶然いじめの現場を目撃した生徒の悩みを通して，｢いじめ根絶｣のため糸口をみ

んなで考えて行く教材です｡ 

 

B-183 鬼の子と雪うさぎ 22分 （小・中  情操向上）アニメ 

この作品は，鬼の子と人間の女の子ﾕｷとの不思議な友情の中から，私たちが忘れている，やさ

しさや，思いやりの心，家族のぬくもりが，あたたかい感動として伝わってきます｡ 

 

B-184 危ない！ゆるさん 29分 （小（中・高）・保  交通安全）劇映画 

この作品は，交通事故で我が子を亡くし，それ以後，事故防止に執念を燃やし続け，子どもた

ちには，｢オババ｣と恐れらけている婦人と，その行動に不信を感じた少年との関わりのなかから，

交通ルールを守ることがなぜ大切なのかを平易に描きだし，交通ルールの持つ意味を考え，それ

を行動のなかに生かすことが事故防止につながることを理解させます｡ 

 

B-185 愛は海よりも深く 55分 （中・高・保  人権教育）劇映画 

この作品は，揺れ動く国際社会の中，外国人から見た人権意識に視点をあてる｡国際化が進み，

日常生活そのものが国際的になっているわが国において，居住している外国人の人達は，一割程

度いるといわれていますが，外国の人達に対する差別と部落差別との関わりと違いについて学習

を深め考えさせます｡ 
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B-186 阪神大震災 29分 （小・中・成  防火・防災）実写版 

この作品は，平成 7 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分兵庫県南部を震源とするマグニチュード 7.2

の大地震発生時，住民たちはどんな行動を行ったのかをインタビュー構成で紹介します｡ 

 

B-187 ランボーのうそ 15分 （幼・小（低）・保  人間形成）アニメ 

いたずらぎつねのランボーが､自分で作った弓矢で自慢げにリンゴを打ち落として見せたり，

湖のｶﾓをめがけて打ったりしていた｡平和な森にも最近人間が入ってきて悪さをするようになっ

てきた｡ある時，湖に矢の刺さったｶﾓがいたことから大騒ぎとなる｡ランボーは，自分の矢が刺さ

ってしまったと思い，｢人間の仕業だ，この弓も人間が捨てていったものだ｣とうそをついてしま

う｡それから巻き起こるいろいろなできごと｡こんなに苦しむなら，はじめから本当のことを言え

ば良かったという，うそをついてはいけないということを理解させる物語 

 

B-188 おおきなかぶ 21分 （幼･小  情操向上）アニメ 

小学校 1 年の国語の教科書にも記載されている有名なロシア民話です｡このお話は，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道徳教育教材に使えるものです｡大地の恵と収

穫の喜びを理解し，愛と勇気と思いやりの心を育て，おおきなかぶをつぎつぎと集まって引っ張

る過程を楽しみながら，クライマックスへと盛り上がっていくリズムが感じとれるよい物語で

す｡ 

 

B-189 忍たま乱太郎の交通安全 15分 （幼・小（低）  交通安全）アニメ 

幼児からお年寄りまで，幅広い人気を持つ落第忍者の乱太郎，きり丸，しんべヱが現代の街で

交通安全ルールのいろはを覚えていくストーリーのなかで，信号を守ることの大切さや，横断歩

道の正しい渡り方などを学んで行けるものです｡ 

 

B-190 はばたけ明日への瞳 51分 （小（高）・中・保  非行防止）劇映画 

情緒障害児の少年の心の優しさ，クラスの子供たちの友情の美しさを表現した，笑いと涙そし

て先生と子供たちの心の通い合った｢いじめ｣をなくする｢障害児｣をはげます現代社会を描く見

ごたえのある心あたたまる感動の物語です｡ 

 

B-191 くもりのち晴れ 40分 （小（高）・中・保  非行防止）アニメ 

私たちには，自分なりの誇りや希望をもって，幸せに生きる権利があります｡しかし，私たち

の生活の中で，不当にその権利を侵される問題があります｡その一つが｢いじめ｣です｡いじめのた

めに言葉を失った一人の少女の話をきっかけに，先生を中心にクラス全員が学び成長した実践の

記録をもとにアニメ化したものです｡実践を通して生徒たちは，いじめが自分たち一人ひとりの

問題であり，身近な人権問題であることに気づいていきます｡級友たちの勇気と正義感などを通

して，人と人との関わり方を自分の課題として考えることができる物語です｡ 
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B-192 かえだま日曜日 48分 （小（中・高）・保  人間形成）劇映画 

"いじめ"を始め"校内暴力"や"不登校"など，現代の子供たちの心の荒廃を象徴するような数多

くの事件が，大きな社会問題となっている｡子供たちに，豊かな心を取り戻させることこそ，今

日の教育の大きな課題といえるでしょう｡この作品は，ふとしたことから従兄弟の勇介の替え玉

として，ある駅伝チームに参加することとなった小学 6 年の少女･ユミを主人公にしながら，彼

女が日々仲間と走り抜くことの中から，人間的に成長していく姿を描きます｡そして，彼女と仲

間たちとのさわやかな触れ合いを通して，今日の子供たちの最も必要とされる，真の友情や思い

やり， 

そしてともに助け合うことの大切さ･･･などを，躍動感にあふれた映像によって，力強く訴え

ようとするものである。 

 

B-193 すばらしい私のおじいちゃん 35分 （小・保  家庭教育）劇映画 

祖父と孫娘との心の交流を通して，命の尊さ，人を思いやる心の大切さを描く感動の物語です｡

おじいちゃんと一緒に暮らすようになった孫娘｡始めは大嫌いであったおじいちゃんに，ぶつか

り合いながらも次第に親しみが感じられるようになり，いつしかおじいちゃんがだいすきになっ

た…｡小学生の作文をもとに，思いやりを身につけながら成長していく少女の心情を美しく描い

ている｡世代間の断絶によって思いやりの精神が忘れかけている今日，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ています｡ 

 

B-194 かんすけさんとふしぎな自転車 23分 （小  情操向上）アニメ 

心に響くかんすけさんのやさしい心｡自転車屋さんをやっているかんすけさんと，子供たちの

ふれあいのなかに，自分たちの周りにいる人へのやさしさ，思いやり，なにかをしてもらうため

にするのではなく，自分から周りの人を幸せにすると，また自分のところに幸せがかえってくる

という，やさしい心をおしえてくれる，みんなの心をやわらかくしてくれるような力をもった，

すてきな物語といえるものです｡ 

 

B-195 むくはとじゅうの名犬物語 20分 （小・中  情操向上）アニメ 

子供たちに今もなお親しまれている椋鳩十の動物物語の中から，｢アルプスの猛犬｣をアニメー

ション化した物語です｡母をなくした少年と山犬との愛情…その強い絆は，純朴さと鋭さゆえに，

見る者の心を強烈に揺さぶります｡南アルプスの美しい自然を背景に，友情の尊さをさわやかに

描き出している物語です｡ 

 

 

 

 

 



 44 

B-196 ぼくの青空 26分 （小（高）・中・保  福祉）アニメ 

難病･筋ジストロフィーの大久保義人さんの闘病生活を綴った 1 冊の本｢僕の青空｣｡大久保さ

んがわずかに動く口を使ってベッドの上で打ったワープロ，そして家族や病院職員の方々の協力

により口述筆記から，原作は作られました｡｢障害者も生きているんだ，ということを普通のこと

のように，多くの人に理解してほしい｣という大久保さんの思いが子どもたちにも伝わるように

アニメ化されたこの映画は，命への応援歌となって反響を呼ぶ物語です｡ 

 

B-197 星空のバイオリン 88分 （小（高）・中・成  平和教育）アニメ 

長野県中野市で農業のかたわらバイオリンの制作をつづけている小沢僖久二さんの伝記｢星空

のバイオリン｣(和田登著)を原作にしたオリジナルの物語です｡小沢さんは，幼い時から工作が得

意で，音楽が好きでした｡小学校の時はじめてバイオリンを聴き，その音色に魅せられ，自分で

バイオリンを作ってみようと，独学で制作を始めました｡この作品は，小沢さんの少年期と青春

時代を子どもにも大人にも楽しんでもらえる愛と感動とスリルにみちたロマンとして描き，バイ

オリン主体に懐かしい唱歌｢ふるさと｣や中山晋平の童謡｢ジャコンヌ｣「ハンガリア舞曲」等の名

曲を盛り込んだ長編アニメの音楽映画である。 

 

B-198 ひろし君と学ぶ安全な自転車の乗り方 22分 （小  交通安全）実写版 

子供たちにとって自転車は自分で運転する初めての乗り物です。技術も未熟で交通ルールもよ

く分からない子供たち，特に小学生が自転車の事故を起しています。自転車事故を防ぐにはどう

したらいいのでしょうか。実際に起こった事故例から原因を探ってみましょう。 

 

B-199 しつけで守る幼児のいのち 21分 （小（低）・保  交通安全）実写版 

幼児の交通事故の大半が歩行中に起こっています。その中でも飛び出しは幼児事故の大きな特

徴と言えるでしょう。幼い命を交通事故から守るにはどうすればよいのか，実際の事故例を見な

がら家庭で出来る幼児の交通安全を考えていきます。 

 

B-200 ぼくのお姉さん 36分 （小（高）・中・保  福祉）劇映画 

生涯を乗り越え，自立して生きようとする姉。姉を疎ましく思いつつ，心の痛みや苦しみを理

解しようとする弟。その家族の絆の素晴らしさ，障害者を正しく理解することの大切さを示しま

す。さらに，生涯の有無に関係なく，誰に対しても優しさや思いやりの気持ちを持つことの重要

性を訴えます。 

 

B-201 しらんぷり 21分 （小（高）・中・保  非行防止）アニメ 

「子どもといっしょになっておとなも考えてほしい」このアニメ映画では，いじめと対峙した

少年の心の葛藤のドラマをリアルに描き出しています。特に，少年の心の叫びが爆発するラスト

シーンは胸を打ちます。親子で，クラスで，観てください。話し合ってください。 
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B-202 ワオくんのはね 17分 （幼・小（低）・保  非行防止）アニメ 

このアニメ映画では，いじめられっ子が自分の気持ちを大切にし，身近な大人に見守られて「い

やだ，やめて」と言えるようになり，みんなとなかよく遊べるようになるまでを描いています。

子どもたちがこの作品を楽しみながら，お互いの違いを認め尊重し合い，相手を思いやる気持ち

を育んでいってくれることを願っています。 

 

B-203 知らんぷりの目 18分 （小・保  人間形成）アニメ 

この作品は，ある日の電車内で，酔っ払いが酒ビンを投げ捨てたり…女性が床にガムを吐き出

したままにしたり…しているのに，“知らんぷり”を決め込んでしまう周囲の乗客の姿を，アニ

メーションならではの技法で，克明に生き生きと描き出したものです。他人に冷たい「知らんぷ

りの目」を，まわりを思いやる，勇気のある「暖かい目」に変えていくにはどうしたらよいのか？ 

 

B-204 ＭＡＲＣＯ（母をたずねて三千里） 99分 （小(中・高）・中  情操向上）アニメ 

アルゼンチンへ行ってしまった母を追いかけて，９歳の少年マルコはイタリア・ジェノバから，

数々の困難を乗り越えながら，12000キロの旅をする。旅の中で，様々な人々との出会いや友情

があり，貧しいながらもけん命に生きている人々の喜びや悲しみを体感していって，人間的に大

きく成長したそのとき，母とのうれしい再会が待っていた…。 

 

B-205 心のおくりもの 21分 （小・保  人間形成）劇映画 

この作品は，拾った 5千円をめぐる小学生と警察官の心の交流を通して，正しい行いを決意し

実行に移した少年のかけ渡す素晴らしい友情，奉仕の心，少年を暖かく導いた家族の愛を，鮮や

かに描き出しています。 

 

B-206 マザー・テレサ 20分 （小(中・高）・中  情操向上）アニメ 

ある女子大生のインドでのボランティア活動の中で，マザー・テレサの人物伝記が展開される

アニメ映画。テレサはマケドニアの富裕な家に生まれたが，18 歳でアイルランドの修道院に入

り，そこからインドに渡った。そして，36 歳の時に神の声を聞き，貧しい人々に奉仕したいと

スラムに入った。テレサの崇高な人間愛をわかりやすく解説している。 

 

B-207 くまのプーさん－イーヨのおたんじょう日－ 28分 （幼･小  情操向上）アニメ 

誰も自分のお誕生日に気づいてくれなくて，さびしい思いをしていたロバのイーヨは，とらの

ティガーに突き飛ばされて川に落ちて流されても怒っていなかった。イーヨのお誕生日にやっと

気づいて，くまのプーさん，クリストファー坊やなどみんなが集まってパーティーを開いて，イ

ーヨは変なプレゼントを贈られても，みんなの気持ちを喜んで受け取った。 
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B-208 くまのおいしゃさん 23分 （幼･小  情操向上）アニメ 

くまのお父さんは、森のおいしゃさん。森の中には、たくさんの動物たちが仲良く助け合いな

がら暮らしている。欲しかった自転車をくまのお父さんからプレゼントされた，くまの子どもた

ちは特訓の末，自由に自転車に乗れるようになった。ところが，坂道でお母さんの注意を守らな

かった子どもは，ひっくりかえって大事なお届け物をなくしてしまう。くまの親子の様子を通し

てやさしさと思いやりの心の大切さを気づかせる，心暖まる作品 

 

B-209 源吉じいさんと子ぎつね 18分 （小（中・高）  情操向上）アニメ 

一人暮らしのおじいさんと，柿の実が食べたいばかりにその孫に化けた子ぎつね。その出会い

と別れを美しい秋の山村を舞台に描いた，思いやりの心，人のぬくもりを伝える愛の物語。お互

い一人ぼっちのおじいさんと，人間に化けた子ぎつね。おじいさんは子ぎつねの正体を見てしま

ったときこそ，きつねを憎んだものの，動物ではあっても，おじいさんへの暖かい慈しみ，なつ 

きを感じて，おじいさんはまた会いたいと思う。 

 

B-210 走れタンコロ ひかりのなかへ 49分 （小（中・高）  情操向上）劇映画 

江ノ電の運転手になりたいと強く希望していた心臓病の少年が多くの人々の援助で江ノ電を

運転してみせた実話を，深い感動を込めて描いた作品。心臓にときどき強い発作の起きる難病を

抱えた友彦少年は，電車博士のあだ名があるくらい電車が好きだった。級友のまゆが昭和期活躍

したタンコロ（108号）という電車の絵を病院の窓越しに見せて励ました。江ノ電の運転手にな

りたいという友彦の願いを聞いた周囲のタンコロ運転計画が始まる 

 

B-211 どんぐりと山猫 20分 （小  情操向上）アニメ 

ある晩，一郎の家に届いた山猫からのはがきには「あした，めんどうなさいばんをしますから

おいでんなさい。」とあった。翌朝，おかしな誘いに招かれた山へ行った一郎は，どんぐりたち

のめんどうなあらそいごとを目の当たりにする。どんぐりの中でいちばん偉いのはだれか，この

裁判に決着をつけた一言が一郎の口から出て…。差別を超越し，平等を求めた宮沢賢治の思想が

息づく作品。 

 

B-212 モジャ公－宇宙から来た友達－ 23分 （小  情操向上）アニメ 

宇宙空間を飛ぶ異様な宇宙船は，計器の故障を起こしながらある惑星に引き寄せられた。その

惑星に住む少年・天野空夫は宇宙船から降り立った宇宙生物モジャ公たちと友達になり，人間世

界の家族や友達をも巻き込んだ冒険が始まった…。藤子・Ｆ・不二雄の人気アニメ「モジャ公」

シリーズの第１作。 
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B-213 ロトの紋章（ドラゴンクエスト列伝） 45分 （小  情操向上）アニメ 

まだ幼く弱々しかったアルス少年が，妖精たちの頼みで邪悪の花・マンイーターを倒し，妖精

の里に平和な生活を甦らせた奮闘物語。愛と友情，勇気と自信の大切さ，成長に必要なのは努力

という点を読み取らせたい。人気ゲームソフト・ドラゴンクエストの物語バージョン。 

 

B-214 身障犬ギブのおくりもの 39分 （小（高）  情操向上）実写版 

生き物を飼うには，その命を預かり最後まで責任を持たなければならない。この物語は障害を

持った犬を育てたある家族の実話に基づいている。主人公は周囲の人々に支えられ，人との関わ

りの大切さ，命に関わる責任，感謝の気持ちを知ることで「命」が与えてくれる贈り物の大切さ

に気づいていく。「命の大切さ」,「思いやりの大切さ」を学ばせたい。 
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６ ＶＨＳビデオテープ及びＤＶＤ教材（分類別索引） 

 

１ 学校教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

 （１）国語科（２）社会科（３）理科（４）生活科（５）英語課（６）保健科（７）道徳 

 （８）特別活動（９）その他 

２ 地域情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

 （１）富里の地理・風俗・習慣（２）千葉県の歴史・伝記（３）千葉県内の地理・風俗・習慣 

 （４）千葉県の芸術・文化（５）千葉県の産業（６）千葉県の施設・機関（７）その他 

３ 教養・情操・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 

 （１）歴史・伝記（２）地理・風俗・習慣・紀行（３）自然科学（４）施設・機関紹介 

（５）言語（６）童話・昔話（７）文学（８）その他 

４ 家庭生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

 （１）消費者生活（２）人間形成（３）非行防止（４）その他 

５ 市民生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

 （１）環境・公害（２）災害予防（３）国民生活全般（４）平和教育（５）国際理解 

 （６）福祉関係 

６ 健康・体力・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 

 （１）保健・衛生（２）スポーツ（３）体力づくり（４）その他 

７ 職業生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

（１）職業生活 

８ 社会教育の方法・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 

 （１）学習援助の方法（２）社会教育施設 

 

☆教材番号はＦ、Ｖ、Ｃ、Ｄ、Ｊ－○○○で表示しています。 

☆教材番号にＦの記号のあるものについては、学校に優先的に貸出します。 

☆番号に網掛けされている教材はＤＶＤの教材になります。 

 



教材番号 タイトル 時間 対象

F-001 毛筆書体の基本 15 小

F-144 ディベートを楽しもう 20 小(高）

教材番号 タイトル 時間 対象

F-004 地図の見方 5 小

F-080 空から見た日本の国土（１）山地と山脈 12 小

F-081 空から見た日本の国土（２）川と平地 12 小

F-082 空から見た日本の国土（３）海岸と島 13 小

F-083 空から見た日本の国土（４）工業地帯 13 小

教材番号 タイトル 時間 対象

F-045 大むかしの生活 20 小

F-046 登呂の米造り 21 小

F-047 古墳の時代 19 小

F-048 やまとの朝廷 20 小

F-049 聖徳太子と法隆寺 19 小

F-050 奈良の都  －東大寺と国分寺－ 15 小

F-051 遣唐使船　－遣唐使船の人々－ 20 小

F-052 平安京の貴族 16 小

F-053 平安時代の都と地方 20 小

F-054 いざ鎌倉　－鎌倉幕府と御家人－ 21 小

F-055 蒙古の来襲 18 小

F-056 金閣と義満　－室町時代（１）－ 18 小

F-057 銀閣と義政　－室町時代（２）－ 18 小

F-058 秀吉と天下の統一 18 小

F-059 キリシタンとヨーロッパの文化 20 小

F-060 将軍と大名 16 小

F-061 江戸幕府と大名 20 小

F-062 江戸幕府と鎖国 18 小

F-063 士農工商 20 小

F-064 江戸時代の川と海の交通 20 小

F-065 東海道の旅　－江戸時代の陸上交通－ 20 小

F-066 商人の力 16 小

F-067 蘭学をおさめた人びと 20 小

F-068 藩校と寺子屋 20 小

１　学校教育

　（１）国語科

　（2）社会科

　　①地理的分野

　　②歴史的分野

※      は ＤＶＤソフトです  
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F-069 鎖国の中の世の中 20 小

F-070 開国　－黒船来航－ 20 小

F-07１ 江戸から東京へ 18 小・中

F-072 大久保利通 22 小・中

F-073 鉄道の開通 15 小・中

F-074 明治（１）文明開化の世の中 20 小・中

F-075 明治（２）新しい産業の発達 20 小・中

F-076 大正・民衆の時代 20 小・中

F-077 昭和（１）戦争と国民生活 20 小・中

F-078 昭和（２）混乱から復興へ 20 小・中

F-079 昭和（３）発展する日本 20 小・中

F-137 印旛沼の開発(４年生の社会科ノート) 15 小

F-138 印旛沼の開さく-その１-(４年生の社会科ノート) 20 小

F-139 印旛沼の開さく-その２-(４年生の社会科ノート) 20 小

F-140 印旛沼の開疏(かいさく)(房総プロムナード) 20 小

F-141 印旛沼をひらく(のびゆく千葉県) 20 小

F-142 印旛沼の開発(さわやかちばっ子) 15 小

教材番号 タイトル 時間 対象

F-005 豆でんきゅうとかん電池 10 小

F-016 光の進み方 10 小

F-017 レンズ 10 小

F-018 音のつたわり方 10 小

F-025 電磁石 10 小

F-026 て　こ 10 小

F-027 風でうごくおもちゃ 10 小

F-028 ゴムでうごくおもちゃ 10 小

F-029 じしゃくあそび 10 小

F-030 じしゃくのふしぎ 10 小

F-031 かげえあそび 10 小

F-034
おもりでうごくおもちゃ
①おきあがりこぼし

10 小

F-035
おもりでうごくおもちゃ
②やじろべえ

10 小

F-036 まめでんきゅうのつなぎ方 10 小

F-037 あかりのつくおもちゃ 10 小

F-038 いろいろな音 10 小

F-039 かがみ 10 小

F-042 じしゃく 10 小

　（３）理科

　　①物理的分野
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F-106 実験で知るエネルギーの世界 20 高

F-107 音の正体をつかめ！ 25 小

F-108 光の正体をさぐってみよう 21 小

Ｆ-179 でんじろう先生のかがく　１　～それゆけ！科学実験隊～　空気砲と音編 60 小

Ｆ-180 でんじろう先生のかがく　２　～それゆけ！科学実験隊～　ブーメランと電池編 60 小

Ｆ-181 でんじろう先生のかがく　３　～それゆけ！科学実験隊～　静電気と風船編 60 小

F-235 放射線映像教材集 90 中

教材番号 タイトル 時間 対象

F-006 温度と空気の体積 10 小

F-011 ほうさんのとけ方 10 小

F-012 てんびん 10 小

F-013 火と空気 10 小

F-014 ものを燃やす 10 小

F-015 酸素・二酸化炭素 10 小

F-019 水のよう液のこさ、重さ 10 小

F-020 日光によるあたたまり方 10 小

F-021 水溶液 10 小

F-022 燃　焼　(1) 10 小

F-023 燃　焼　(2) 10 小

F-024 熱のつたわり方 10 小

F-032 せっけん水 10 小

F-210 偉人たちとの授業　～放射線を知る 23 中

F-211 活躍する放射線！　～普段は見られない放射線の利用 33 中

教材番号 タイトル 時間 対象

F-040 虫めがね 10 小

F-093 小学校人体シリーズ（５年生用)　－動物の赤ちゃん－ 15 小

F-094 小学校人体シリーズ（５年生用)　－赤ちゃん今日は－ 15 小

F-095 小学校人体シリーズ（５年生用)　－動物のオスとメス－ 15 小

F-096 小学校人体シリーズ（５年生用)　－男女のからだの作り－ 15 小

F-097 小学校人体シリーズ（５年生用)　－成長とからだの変化－ 15 小

F-098 小学校人体シリーズ（６年生用)　－呼吸のしくみ－ 15 小

F-099 小学校人体シリーズ（６年生用)　－消化のなぞ－ 15 小

F-100 小学校人体シリーズ（６年生用)　－体をめぐる血液－ 15 小

F-101 小学校人体シリーズ（６年生用)　－２本足のふしぎ－ 15 小

F-102 小学校人体シリーズ（６年生用)　－かしこい動物－ 15 小

F-103 小学校人体シリーズ（６年生用)　－人と植物のかかわり－ 15 小

F-104 小学校人体シリーズ（６年生用)　－ヒトと環境－ 15 小

　　③生物的分野

　　②科学的分野
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F-117 驚異の小宇宙・人体（１）生命誕生 50 小・中・成

F-118 驚異の小宇宙・人体（２）心臓・血管 50 小・中・成

F-119 驚異の小宇宙・人体（３）胃・腸 50 小・中・成

F-120 驚異の小宇宙・人体（４）肝臓 54 小・中・成

F-121 驚異の小宇宙・人体（５）骨・筋肉 50 小・中・成

F-122 驚異の小宇宙・人体（６）免疫 50 小・中・成

教材番号 タイトル 時間 対象

F-007 雨・雪・つらら 10 小

F-010 川 10 小

F-033 空気のふしぎ 10 小

F-041 風 10 小

F-043 冬の天気 10 小

F-089 １．毛利　衛　宇宙で学ぶ理科実験室　ふわっと快適宇宙の生活 30 小

F-090 ２．毛利　衛　宇宙で学ぶ理科実験室　不思議いっぱい無重力のヒ 30 小

F-091 ３．毛利　衛　宇宙で学ぶ理科実験室　世界はひとつ国境はありま 30 小

F-146 月と星の動き(小学校理科ﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽﾞ) 13 小（高）

F-147 広大な宇宙　星・太陽系・水星 13 小（高）

Ｆ-183 宇宙の不思議　第１巻 20 小（高）

Ｆ-184 宇宙の不思議　第２巻 24 小（高）

教材番号 タイトル 時間 対象

F-088 千葉県における生活科の展開について 30 小

教材番号 タイトル 時間 対象

F-123 ゼロから始める英会話１　Ｈｉ！ 26 小

F-124 ゼロから始める英会話２　Ｓｕｒｅ． 23 小

F-125 ゼロから始める英会話３　Ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ． 23 小

F-126 ゼロから始める英会話４　Ｗｈａｔ？ 25 小

F-127 ゼロから始める英会話５　Ｅｘｃｕｓｅ　ｍｅ． 27 小

F-128 ゼロから始める英会話６　Ｈｏｗ　ａｂｏｕｔ　ｙｏｕ？ 24 小

F-129 ゼロから始める英会話７　Ｔｈａｔ’ｓ　ｏｋａｙ． 26 小

F-130 ゼロから始める英会話８　Ｗｏｗ！ 27 小

V-323 中学１年１学期の英語 24 中

教材番号 タイトル 時間 対象

F-109 小学生のための性教育シリーズⅠ　おとこのことおんなのこ 18 小

F-110 小学生のための性教育シリーズⅡ　すてきなおとなになるために 20 小

F-111 小学生のための性教育シリーズⅢ　いのちを伝える・受精から誕生 18 小

　　④地学的分野

　（４）生活科

　（５）英語科

　（６）保健科
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F-134 はてな？で学ぶ保健指導　第１巻　ぎもん・しつもん！虫歯の予防 19 小

F-135 はてな？で学ぶ保健指導　第２巻　はてな？で歯並び　歯の不思 19 小

F-136 はてな？で学ぶ保健指導　第３巻　探検 目の健康　ふしぎ館 19 小

V-342 小学生のための性教育シリーズ　おとなへジャンプ 24 小

F-160 はてな？で学ぶ保健指導　第４巻　ぎもん・しつもん！かぜ　インフルエンザの予防 21 小

F-161 はてな？で学ぶ保健指導　第５巻　朝食と生活リズムおもしろ大実験 23 小

教材番号 タイトル 時間 対象

V-268 Ｖサイン 45 中・教

V-307 うばわれた自由 46 小・中・成

V-308 裏庭でのできごと 43 小・中・成

V-321 ブランコ乗りとピエロ 54 小・成

V-339 援助交際を考える 20 中・保

V-343 一番星 45 中

V-344 文鳥になったマー君 22 小

V-345 太一のもりのぼうけん 15 幼

F-162 いのちの授業９００日　ぶたのＰちゃんと３２人の小学生 40 小

Ｆ-176 道徳ドキュメント　１　キミならどうする？ 45 小・中

Ｆ-177 道徳ドキュメント　２　人生はチャレンジだ 45 小・中

Ｆ-178 道徳ドキュメント　３　人とつながる 45 小・中

Ｆ-196 どろんこサブウ 16 小（高）

Ｆ-197 にんげんってなんだろう 18 中

Ｆ-198 たんぽぽの金メダル 14 小（高）

Ｆ-199 くもの糸 11 小（高）

Ｆ-200 青の洞門 30 小（高）

Ｆ-201 改心 14 中

Ｆ-202 六千人の命のビザ 14 小（高）

Ｆ-203 吾一と京造 13 小（高）

Ｆ-204 僕は生きる 16 小（高）

Ｆ-205 足袋の季節 15 小（高）

Ｆ-206 二度と通らない旅人 16 小（高）

Ｆ-207 マザー・テレサ 22 中

Ｆ-208 ハードル 84 小（高）・中

教材番号 タイトル 時間 対象

F-002 初潮にそなえて 15 小

F-003 自転車の交通法規 24 小

F-084 どうしてとびだしたの －安全教育－ 16 小

F-085 こんなときがいちばんあぶない －安全教育－ 19 小

　（７）道徳

　（８）特別活動
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F-086 自転車事故は防げる －安全教育－ 19 小

F-112 たばこ　-健康な心と体シリーズ- 15 小・中

F-113 アルコール　-健康な心と体シリーズ- 15 小・中

F-114 薬物乱用　-健康な心と体シリーズ- 15 小・中

F-131 カブタックの交通安全 15 小

F-132 はれときどきぶたの交通安全 15 小(低）

F-145 中学生のためのトライアスロン 27（18） 中・高・(教)

V-285 青い炎の科学　－暮らしを支えるLPガス-　小学校高学年向安全教育 20 小（高）

V-286 青い炎の科学　－暮らしを支えるLPガス-　中学校向安全教育 20 中

V-327 いじめを考える　－被害者の心の叫び－ 15 中・成

V-328 いじめを考える　－加害者の心の弱さ－ 15 中・成

V-337 サイクルマン太郎の自転車交通安全教室 21 小（中・高）

V-346 「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用をノックアウト 20 小・中・成

V-347 「ダメ。ゼッタイ。」スクール　-薬物乱用防止- 20 小・中・成

V-348 ドラッグ　-たった一度から始まる破滅への道- 20 中・高・成

V-349 ＮＯ！　-脳からの警告- 24 中

V-350 なくした自由　-薬物乱用防止- 22 高

V-351 未来からのメッセージ　-知ってほしいエイズのこと- 30 中

V-434 薬物乱用防止ビデオ（小学生用）ストップ・ザ・薬物 30 小

V-403 みんなの体操 18 成

V-502 輝く明日へのステップ～中学生は飲酒にＮО!!～ 20 中・教・保

V-504 いじめ１４歳のMessage 25 小(高)・中・教・保

F-159 まなちゃんと博士のたばこのはなし 22 小

Ｆ-182 ボクらの島をドキュメント！ 40 小・中

Ｆ-185 名探偵コナン　クイズ形式で学べる防犯ガイド 26 小

Ｆ-186 なくそう子どものネット悲劇　生徒用 15 小・中

Ｆ-187 なくそう子どものネット悲劇　保護者・指導者用 17 教・保

Ｆ-188 違法ドラッグにＮＯ！ 31 中

Ｆ-189 危ない！お母さんの自転車事故 20 保

Ｆ-190 安全は自分自身の手で 20 中・教

Ｆ-191 やめよう！ネットでウソと悪口 27 小（高）

Ｆ-192 出会い系サイト　狙われる女子中高生 16 中・高

Ｆ-193 守ろう！みんなの大切な命 20 小（中・高）

Ｆ-194 カルガモ親子の交通安全 13 幼・小（低）

Ｆ-195 はじめにおぼえる交通安全 12 幼・小（低）

Ｖ-546 まさか私は狙われない 18 高・成

Ｆ-213 親子で学ぶ人間の基本　第１章　立派な人間とは 114 成

Ｆ-214 親子で学ぶ人間の基本　第２章　人間とは何か 88 成

Ｆ-215 親子で学ぶ人間の基本　第３章　規範の重要性（その１） 59 成
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Ｆ-216 親子で学ぶ人間の基本　第４章　規範の重要性（その２） 55 成

Ｆ-217 親子で学ぶ人間の基本　第５章　人間としての基本 117 成

Ｆ-218 親子で学ぶ人間の基本　第６章　幼年教育とは（その１） 96 成

Ｆ-219 親子で学ぶ人間の基本　第７章　幼年教育とは（その２） 52 成

Ｆ-220 親子で学ぶ人間の基本　第８章　学ぶとは何か 135 成

Ｆ-221 親子で学ぶ人間の基本　第９章　人として学ぶべきこと 90 成

Ｆ-222 親子で学ぶ人間の基本　第１０章　家庭の教育 122 成

Ｆ-223 親子で学ぶ人間の基本　第１１章　欲とは何か 92 成

Ｆ-224 親子で学ぶ人間の基本　第１２章　社会で生きる要点 96 成

F-225 きつねのかんちがい 28 小（低）

F-226 きずだらけのりんご 23 小

F-227 みんなで跳んだ 28 小・中

F-228 やさしいオオカミ 15 小

F-236 転落へのクリック　－え？まさか犯罪者に－ 48 中・高

F-237 薬物はすべてを壊す　規制薬物と危険ドラッグ 40 中・高

F-240 ちびまる子ちゃんと学ぶ　大切な３つのお話 37 幼・小

F-243 次にあなたが騙される 50 成

F-244 薬物汚染を許さない！ 40 高・成

教材番号 タイトル 時間 対象

F-087 火事のとき、地震のとき －職員研修－ 20 教

F-115 生徒の心をつかみたい（４）学級崩壊を防ぐ 37 教・保

F-116 生徒の心をつかみたい（５）ムカツクとき，キレルとき 36 教・保

F-133 育てたい生きる力-喫煙、飲酒、薬物乱用防止のために 58 教・保

F-143 学校におけるカウンセリングの考え方と方法 66 教・保

V-047 ＯＨＰ教材の作り方 22 教・成

F-148 新高校入試～面接の受け方～ 20 高

F-149 凶器にも変わる携帯電話 20 中・高

F-150 おじゃる丸の交通安全 15 幼・小

F-151 こぎつねの消防隊 17 幼・小

F-152 ちび丸子ちゃんの地震を考える 13 幼・小

F-153 とっとこハム太郎のとっとこ大事件だ！！防災訓練 13 幼・小

F-154 安全な自転車のルール 20 中・高

F-155 とまるクンとわたるクンの交通安全 14 小

F-156 学校の危機管理　大丈夫ですか　あなたの学校は 25 教

F-157 こんなときどうする？　危険から身を守る 19 小

F-158 やめよう！ネットでウソと悪口 27 小

V-473 みんなの体操 18 成

V-514 こども交通安全教室　いのちを守るために 19 保

　（９）その他
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V-530 薬物乱用の誘惑　事例に学ぶ 20 中・高・成

Ｆ-163 やってみよう　さかあがり 15 小

Ｆ-164 やってみよう　とび箱 15 小

Ｆ-165 やってみよう　かべさか立ち 15 小

Ｆ-166 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　警察官 24 中・高

Ｆ-167 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　保育士 24 中・高

Ｆ-168 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　大工 24 中・高

Ｆ-169 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　美容師 24 中・高

Ｆ-170 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　パティシエ 24 中・高

Ｆ-171 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　救急救命士 24 中・高

Ｆ-172 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　プログラマー 24 中・高

Ｆ-173 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　声優 23 中・高

Ｆ-174 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　市役所職員 24 中・高

Ｆ-175 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑　レスキュー隊員 24 中・高

Ｆ-209 ようこそ！エネルギー図書館へ 43 小（高）

Ｆ-212 マジカルプータの火あそびはあぶないよ 15 幼・小（低）

Ｆ-238 火災から自分を守るためには　役立つ防炎品 16 小（中高）・中

F-242 おじいちゃんが残してくれたもの　～燃えても燃えない？燃えにくい！～ 10 小

教材番号 タイトル 時間 対象

J-001 富里の自然　植物の世界(春その１) 20 成

J-002 富里の自然　植物の世界(春その2) 20 成

J-003 第５回縄文チャレンジキャンプ　２０００年 25 成

J-005 富里町指定無形文化財・久能獅子舞 20 成

J-006 富里町指定無形文化財・中沢麦つき踊り 20 成

J-007 富里町指定無形文化財・武州ばやし 20 成

J-008 富里の自然　植物の世界(秋その１) 240 成

J-010 第６回縄文チャレンジキャンプ　２０００年 25 成

V-054 馬と桜とジェット機と －世界に開く「緑輝都市」- 30 成

V-515 はつらつ誕生　富里市 20 小・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-039 房総子供の四季 －安房・上総地方のわらべ歌－ 23 成

V-048 千葉のむかしばなし 32 幼・保

V-053 千葉文学散歩 23 中・高・成

V-069 房総の子どもの四季 －下総地方のわらべうた－ 25 成

C-001 かさもりのかんのんさま 15 幼・小・成

２　地域情報

　（２）千葉県の歴史・伝記

　　『おーいおはなしだよー』千葉県の民話と昔話

　（１）富里の地理・風俗・習慣
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C-002 じゃがいもとてんぐ 15 幼・小・成

C-003 きつねのあだうち 15 幼・小・成

C-004 だいじゃせいばつ 15 幼・小・成

C-005 かぶたれもち 15 幼・小・成

C-006 かっぱのくれたつぼ 15 幼・小・成

C-007 おにのはらきり 15 幼・小・成

C-008 むらびとをすくったほし 15 幼・小・成

C-009 まごにばけたたぬき 15 幼・小・成

C-010 おしょうとむじな 15 幼・小・成

C-011 やまぶしときつね 15 幼・小・成

C-012 さるかにがっせん 15 幼・小・成

C-013 ちいさならんぷ -1 15 幼・小・成

C-014 ちいさならんぷ -2 15 幼・小・成

C-015 におうのまたくぐり 15 幼・小・成

C-016 わらいじぞうとなきじぞう 15 幼・小・成

C-017 からすのあかいまんと -2 15 幼・小・成

C-018 からすのあかいまんと -1 15 幼・小・成

C-019 かっぱのつぼ 15 幼・小・成

C-020 かなめいし 15 幼・小・成

C-021 よなきいし 15 幼・小・成

C-022 あまとおおあわび 15 幼・小・成

C-023 なんじゃもんじゃ 15 幼・小・成

C-024 わきいどばなし 15 幼・小・成

C-025 じゅうにしのはなし 15 幼・小・成

C-026 かっぱのちえくらべ 15 幼・小・成

C-027 ばかされやごへい 15 幼・小・成

C-028 きょじんでーでっぽ 15 幼・小・成

C-029 ねずみたいじのはなし 15 幼・小・成

C-030 いしになったおいも 15 幼・小・成

C-031 いわのなかのどんきち 15 幼・小・成

C-032 ねこそんちょう 15 幼・小・成

C-033 もうれんやっさ 15 幼・小・成

C-034 ぬまにはいったうし 15 幼・小・成

C-035 とべなくなったかも 15 幼・小・成

C-036 おしどりのてら 15 幼・小・成

C-037 ねことおおねずみ 15 幼・小・成

C-038 にへいじいさんとたぬき 15 幼・小・成

C-039 さといもころりん 15 幼・小・成

C-040 としよりのちえ 15 幼・小・成
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C-041 かきねのちょうじゃ 15 幼・小・成

C-042 むしじいさん 15 幼・小・成

C-043 せんばがいけ 15 幼・小・成

C-044 おにのつばきのき 15 幼・小・成

C-045 じぞうにたんご 15 幼・小・成

C-046 たんものじぞう 15 幼・小・成

C-047 しろぎつねのよめいり 15 幼・小・成

C-048 とのさまをすくったいぬ 15 幼・小・成

C-049 すずめとつばめとこうもり 15 幼・小・成

C-050 いたずらこびと 15 幼・小・成

C-051 いいだかでらのきつね 15 幼・小・成

C-052 ちゃがまにばけたたぬき 15 幼・小・成

C-053 うさぎとむじな 15 幼・小・成

C-054 ずくずくぼう 15 幼・小・成

C-055 かっぱのおしえてくれたくすり 15 幼・小・成

C-056 おつきさまのたすけづな 15 幼・小・成

C-057 にへいじいさんとむじな 15 幼・小・成

C-058 おじゃがいけ 15 幼・小・成

C-059 じゅえむのはなし 15 幼・小・成

C-060 かにのおんがえし 15 幼・小・成

C-061 くらげほねなし 15 幼・小・成

C-062 へっぴりむすこ 15 幼・小・成

C-063 ほらがいのおおげんか 15 幼・小・成

C-064 くさとりにおう 15 幼・小・成

C-065 おおたきふちのはたおり 15 幼・小・成

C-066 じゅうにしからおちたねこ 15 幼・小・成

C-067 おもちとおしょう 15 幼・小・成

C-068 とりをのみこんだじいさん 15 幼・小・成

C-069 ちょうじゃのいずみ 15 幼・小・成

C-070 おしどりととのさま 15 幼・小・成

C-071 かえるのたいこばら 15 幼・小・成

C-072 おせんころがし 15 幼・小・成

C-073 つりがねそうとおばあさん 15 幼・小・成

C-074 うしになったおぼうさん 15 幼・小・成

C-075 やどなしくじら 15 幼・小・成

C-076 しょじょうじのたぬきばやし 15 幼・小・成

C-077 ねずみのおんがうし 15 幼・小・成

C-078 てんぐのはな 15 幼・小・成

C-079 さるとかに 15 幼・小・成
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C-080 たぬきのとのさま 15 幼・小・成

C-081 はなみだんご 15 幼・小・成

C-082 たうえをしたほとけさま 15 幼・小・成

C-083 ぬまにできたみち 15 幼・小・成

C-084 ふしぎないしぶえ 15 幼・小・成

C-085 くらっこどり 15 幼・小・成

C-086 ほととぎす 15 幼・小・成

C-087 つばめのおんがえし 15 幼・小・成

C-088 あかいてぶくろ 15 幼・小・成

C-089 あしかのおんがえし 15 幼・小・成

C-090 あめをふらせたりゅう 15 幼・小・成

C-091 おもちこぞう 15 幼・小・成

C-092 ぼうろくばなし 15 幼・小・成

C-093 うみのふえ 15 幼・小・成

C-094 おしょうさんとねずみ 15 幼・小・成

C-095 におうさま 15 幼・小・成

C-096 ゆきじぞう 15 幼・小・成

C-097 さださんとてんぐ 15 幼・小・成

C-098 じまんいしゃ 15 幼・小・成

C-099 じゅんたとえびぶね 15 幼・小・成

C-100 いだてん 15 幼・小・成

C-101 おおかみのおんがえし 15 幼・小・成

C-102 ゆきのなかのすずめ 15 幼・小・成

C-103 やまくらさまのしゃけ 15 幼・小・成

C-104 おだいしさまのこめびつ 15 幼・小・成

C-105 ふしぎないどみず 15 幼・小・成

C-106 うみのなかのゆりかご 15 幼・小・成

C-107 いずみがわのおおなまず 15 幼・小・成

C-108 りすのエレベーター 15 幼・小・成

C-109 てがぬまにもどったうし 15 幼・小・成

C-110 おさんぎつね 15 幼・小・成

C-111 はんにゃとつのぶえ 15 幼・小・成

C-112 ピーピーきゅうべえ 15 幼・小・成

C-113 はなをつたえたおひめさま 15 幼・小・成

C-114 こざるのキッキ 15 幼・小・成

C-115 おぶさったこむじな 15 幼・小・成

C-116 かめのまくら 15 幼・小・成

C-117 てんにょのおはなし 15 幼・小・成

C-118 さんまいのおふだ 15 幼・小・成
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C-119 くものけんか 15 幼・小・成

C-120 へびになったわらび 15 幼・小・成

C-121 どろんこだんご 15 幼・小・成

C-122 ひろったきつねのこ 15 幼・小・成

C-123 ひぶせのうし 15 幼・小・成

C-124 はっちむどんのきつね 15 幼・小・成

C-125 ねずみのすきなおぼうさん 15 幼・小・成

C-126 とりみづか 15 幼・小・成

C-127 でんしゃにのったやぎ 15 幼・小・成

C-128 ちえのはたらくかんぬし 15 幼・小・成

C-129 たこのうらみ 15 幼・小・成

C-130 そらとぶてんぐ 15 幼・小・成

C-131 すみやきごやのたぬき 15 幼・小・成

C-132 さるとうさぎとかえる 15 幼・小・成

C-133 こねこ、むぎ 15 幼・小・成

C-134 かわべのおはる 15 幼・小・成

C-135 かっぴたれもち 15 幼・小・成

C-136 かぜのうんぺい 15 幼・小・成

C-137 おじぞうさまのきずのあと 15 幼・小・成

C-138 うみんばおさつ 15 幼・小・成

C-139 うすとうま 15 幼・小・成

C-140 うしにされたおぼうさん 15 幼・小・成

C-141 ちえのはたらくしょうや 15 幼・小・成

C-142 かにとかえるのおんがえし 15 幼・小・成

C-143 びんぼうがみ 15 幼・小・成

C-144 へそのまがったかえる 15 幼・小・成

C-145 ほととぎすのおやこ 15 幼・小・成

C-146 まがいいてっぽうぶち 15 幼・小・成

C-148 もどりがね 15 幼・小・成

C-149 やつぶさとおひめさま 15 幼・小・成

C-150 やまねこのどらとむくちゃん 15 幼・小・成

C-151 おどけおにのこ 15 幼・小・成

C-152 まのよいりょうし 15 幼・小・成

C-153 ふしぎないずみ 15 幼・小・成

C-154 つのなしさざえ 15 幼・小・成

C-155 はたおりものがたり 15 幼・小・成

C-156 ほしになったおぼうさん 15 幼・小・成

C-157 おしどりのかなしみ 15 幼・小・成

C-158 じんべいさんとたぬき -2 15 幼・小・成
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C-159 じんべいさんとたぬき -1 15 幼・小・成

C-160 たらんぼたらんぼ 15 幼・小・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-066 房総の魅力５００選 30 小・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-137 第６回国民文化祭千葉‘９1 開会式・オープニングフェスティバル 90 成

V-138 第６回国民文化祭千葉‘９1 開会式・オープニングフェスティバル 90 成

V-139 第６回国民文化祭千葉‘９1 開会式・オープニングフェスティバル 90 成

V-140 第６回国民文化祭千葉‘９1 閉会式・グランドフィナーレ 60 成

V-141 第６回国民文化祭千葉‘９1 全国民謡民舞フェスティバル 60 成

V-142 第６回国民文化祭千葉‘９1 パーカッションフェスティバル 90 成

V-143 第６回国民文化祭千葉‘９1 ヤングミュージックフェスティバル 90 成

V-144 第６回国民文化祭千葉‘９1 日本の民話劇 －民話の語り- 75 成

V-145 第６回国民文化祭千葉‘９1 日本の民話劇 36 成

V-146 第６回国民文化祭千葉‘９1 創作演劇祭 43 成

V-147 第６回国民文化祭千葉‘９1 人形劇フェスティバル(1) 80 成

V-148 第６回国民文化祭千葉‘９1 人形劇フェスティバル(2) 12 成

V-149 第６回国民文化祭千葉‘９1 日本舞踊の祭典 55 成

V-150 第６回国民文化祭千葉‘９1 全国洋舞フェスティバル 90 成

V-151 第６回国民文化祭千葉‘９1 全国洋舞フェスティバル－モダンダンス 20 成

V-152 第６回国民文化祭千葉‘９1 社交ダンス大舞踏会 20 成

V-153 第６回国民文化祭千葉‘９２ 全国民俗芸能祭 95 成

V-154 第６回国民文化祭千葉‘９1 国際映像祭 30 成

V-155 第６回国民文化祭千葉‘９1 生活文化総合フェア 30 成

V-156 第６回国民文化祭千葉‘９1 伝統工芸フェスティバル 30 成

V-157 第６回国民文化祭千葉‘９1 全国落語競演会 その１ 20 成

V-158 第６回国民文化祭千葉‘９1 全国落語競演会 その２ 20 成

V-159 邦楽音楽祭１ 20 成

V-160 邦楽音楽祭２ 20 成

V-161 邦楽音楽祭３ 20 成

V-162 邦楽音楽祭４ 20 成

V-163 第６回国民文化祭千葉‘９1 すしフェスティバル 30 成

V-164 第６回国民文化祭千葉‘９1 吟詠剣詩舞道祭４－１ 20 成

V-165 第６回国民文化祭千葉‘９1 吟詠剣詩舞道祭４－２ 20 成

V-166 第６回国民文化祭千葉‘９1 吟詠剣詩舞道祭４－３ 20 成

V-167 第６回国民文化祭千葉‘９1 吟詠剣詩舞道祭４－４ 20 成

V-168 第６回国民文化祭千葉‘９1 世界民族舞踊フェスティバル 20 成

　（４）千葉県の芸術・文化

　（３）千葉県内の地理・風俗・習慣
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V-172 第６回国民文化祭千葉‘９1 映像記録 30 成

V-173 第６回国民文化祭千葉‘９１ 映像記録 30 成

V-174 第６回国民文化祭千葉‘９1 映像記録 30 成

V-175 第６回国民文化祭千葉‘９1 映像記録 30 成

V-176 第６回国民文化祭千葉‘９1 映像記録 30 成

V-352 千葉県の民謡　全2巻　-海･山･里に生きる人びとの歌- 120 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-210 ご存知ですか千葉県農業 20 成

V-300 房総の匠たち 60 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-046 新東京国際空港 －日本の表玄関にふさわしい空港の実現に向けて- 15 小・成

V-104 県立美術館・博物館ガイド 30 成

V-115 歴博へのご招待 15 成

V-272 成田空港ではたらく人たち 20 小

V-273 環境にやさしい空港をめざして －成田空港環境レポート－ 23 小・成

V-274 成田空港へいこう！ －ゆかいな仲間の冒険- 20 小

V-275 飛行機と空港 20 小・成

V-276 なりたエアポート 20 小・成

V-282 ふれあい空港成田 20 小・成

V-315 さわやかちば県民プラザ 9 成

V-353 成田空港を支える 15 成

V-431 成田空港で働く人たち（平成12年度版） 22 成

V-500 成田空港で働く人たち(フリップフラップのなんでもウオッチ!) 23 成

V-538 ＮＡＲＩＴＡ　ＡＩＲＰＯＲＴ 20 小・成

V-539 成田空港の歩み 20 小・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-290 愛馬と駆ける少女たち -96SUMMER IN こぶちざわ- 30 成

V-362 チャグチャグ馬コの里～岩手･滝沢村～ 28 成

V-534 メアフェルトの風－ドイツ・勇壮な野生馬の祭り－ 45 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-428 飛鳥・奈良　世界遺産の謎 106 成

　（５）千葉県の産業

３　教養・情操

　（１）歴史・伝記

　（２）地理・風俗・習慣・紀行

　（６）千葉県の施設・機関

　（７）その他
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教材番号 タイトル 時間 対象

V-193 ビジュアル歳時記 日本の暦 32 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-067 ４６億年の贈りもの 25 小・中・成

V-085 つめときばの王者 －肉食動物－ 45 小・成

V-086 小さな殺し屋 －小型肉食動物－ 40 小・成

V-087 群れで身を守る動物 －草食動物－ 45 小・成

V-088 かわいい動物たち －小型草食動物－ 40 小・成

V-089 森のひょうきん者 －霊長類- 40 小・成

V-090 なぞを秘めた動物 －単孔類・有袋類- 40 小・成

V-091 大空にはばたく翼 －鳥- 45 小・成

V-092 身近な忍者たち －昆虫－ 40 小・成

V-093 恐竜の子孫達 －両性類・は虫類- 45 小・成

V-094 水中の豊かな生命 －原生動物と魚－ 40 小・成

V-119 空と海と陸 地球を知る 30 成

V-208 みらいテレビ科学でＧＯ！ 21 成

V-259 「さけ」いのちのふしぎ 15 小

V-269 未来をひらく光電池 12 小

V-270 教えて！ボルタ先生 24 小

V-281 向井千秋の宇宙教室 第１巻 宇宙への限りなき夢 30 小・成

V-354 対決！エレクとマグネの真剣勝負 25 小・成

V-355 “不思議”がひらく科学のとびら 45 成

V-356 脳科学への招待 24 成

V-429 「１」を決めるために（単位のはなし） 33 成

V-454 サイエンス指令　熱をさぐれ！ 25 小・成

V-457 地球に学び人の英知を集めて 29 高・成

V-458 未来への選択 20 高・成

V-459 秘められた地層の力 22 高・成

V-460 はじめて見る地層処分 11 高・成

V-461 原子力平和利用と高レベル放射性廃棄物 17 高・成

V-462 地層処分フォーラム（東京）　Ｈ12.10.30(Mon.) 50 高・成

V-499 水の惑星を守れ！ 25 小・成

V-510 地層処分フォーラム（東京）H12.10.30 50 高・成

V-511 地層処分フォーラム（仙台）H12. 8.25 50 高・成

V-512 地層処分フォーラム（大阪）H12.12. 7 50 高・成

V-513 地層処分フォーラム（福岡）H13. 2.16 50 高・成

V-517 野菜のチカラ 15 小・中・成

V-544 みんなの放送局　ニュース番組ができるまで 8 幼・小

　（３）自然科学
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教材番号 タイトル 時間 対象

V-038 おじゃまレポート －コンテナターミナル- 21 小・中・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-002 「美しく豊かな言葉をめざして」（１） 15 小～成

V-003 「美しく豊かな言葉をめざして」（２） 50 小～成

V-004 「美しく豊かな言葉をめざして」（３） 15 小～成

V-005 「美しく豊かな言葉をめざして」（４） 15 小～成

V-006 「美しく豊かな言葉をめざして」（５） 50 小～成

V-024 昭和58年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 45 小～成

V-034 昭和59年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 45 小～成

V-035 昭和60年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 45 小～成

V-036 昭和61年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 45 小～成

V-044 昭和62年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 45 小～成

V-058 昭和63年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 45 小～成

V-095 平成元年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 45 小～成

V-106 平成２年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 45 小～成

V-181 平成３年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 41 小～成

V-357 平成９年度版「美しく豊かな言葉をめざして」－おわびとお礼－ 37 小～成

V-358 平成10年度版「美しく豊かな言葉をめざして」－対話を組み立てる 35 小～成

V-430 平成11年度版「美しく豊かな言葉をめざして」 39 小～成

V-476 平成12年度「美しく豊かな言葉をめざして」表現を豊かにするため 42 小～成

V-531 相手を理解する　「ことばビデオ」シリーズ１ 37 保

教材番号 タイトル 時間 対象

C-161 トンデモネズミ大活躍　長編名作アニメ(２) 69 幼・小・成

C-162 母うずら 13 幼・小・成

C-163 ミッキーマウスとまほうのぼうし 10 幼・小・成

C-164 ドナルド・ダックと魔法使い 11 幼・小・成

C-165 ロビンフッドの冒険　世界名作アニメーション② 50 幼・小・成

C-166 アリババと40人の盗賊　世界名作アニメーション④ 50 幼・小・成

C-167 人魚姫[The Little Marmaid] 世界名作アニメーション⑤ 50 幼・小・成

C-168 野球狂の詩 北の狼・南の虎[劇場版] 長編名作アニメ(４) 92 幼・小・成

C-169 十五少年漂流記 瞳の中の少年 長編名作アニメ(８) 68 幼・小・成

C-170 素敵で小さなお話①キズついたオオカミと少女 他４話 35 幼・小・成

　（６）童話・昔話

　（４）施設・機関紹介

　（５）言語

　　『美しく豊かな言葉をめざして』（文化庁ビデオテープシリーズ）
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C-171 素敵で小さなお話②ボクの味方は強いワニ　他４話 31 幼・小・成

C-172 素敵で小さなお話③赤い鼻をなくしたピエロ 他４話 33 幼・小・成

D-1 イソップ物語①木こりと金のおの　他３話 50 幼・小

D-2 イソップ物語②北かぜとおひさま　他３話 50 幼・小

D-3 イソップ物語③こな屋とロバ　他３話 50 幼・小

D-4 イソップ物語④いなかのねずみと町のねずみ　他３話 50 幼・小

D-5 日本の名作童話①うらしま太郎　他３話 60 幼・小

D-6 日本の名作童話②もも太郎　他３話 60 幼・小

D-7 世界の名作童話①ジャックと豆の木　他３話 60 幼・小

D-8 世界の名作童話②ピーターパン　他３話 60 幼・小

D-9 世界の名作童話③マッチうりの少女　他３話 60 幼・小

D-10 世界の名作童話④おやゆび姫　他３話 60 幼・小

教材番号 タイトル 時間 対象

V-008 蒸気機関車の詩 20 小

教材番号 タイトル 時間 対象

V-001 ビデオ撮影テクニック 30 成

V-007 ビデオ撮影テクニック －運動会- 30 成

V-025 広がるコンピューターの世界 18 高・成

V-026 おまえの名はサラブレッド 35 成

V-030 未来への創造 29 高・成

V-031 アクアの肖像 －横濱水道物語－ 30 小～成

V-037 健太君は編集長 －著作権てなんだ?- 20 成

V-056 もみ・稲そして米 25 小・中・成

V-073 板ガラスの世界 －快適な暮らしを創る- 20 中・成

V-082 クルマのできるまで 16 小・成

V-109 ザ・石油 -オイルマンの熱い日々 27 成

V-110 お金のできるまで 15 成

V-117 ２１世紀へのブレークスルー －新しい素材を求めて- 30 成

V-118 ニューフロンティア －宇宙へ- 30 成

V-183 ウルトラマンのシュワッチ！宇宙探検 30 成

V-184 ウルトラマンＴＶゲーム大冒険 30 成

V-201 ガス灯物語 12 成

V-217 ハクガン －北極からの旅を追って－ 20 成

V-218 ハクガン －北極からの旅を追って－ 20 成

V-226 そろばんと友達 30 小

V-245 今どき科学がおもしろい 30 小・成

V-246 ＳＥＶＥＮ ＩＮ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ 25 小・成

　（８）その他

　（７）文学
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V-279 土木の世紀 -NHK「テクノパワー」より- 56 成

V-283 夏空の仲間たち 20 成

V-291 悟空の著作権入門 22 成

V-297 助っ図くん／Ｊｒ －これからの学校図書館－ 15 成

V-298 科学技術国への歩み －日本の科学技術50年－ 30 成

V-299 かぶ号は風にのって －株式の役割と株式投資－ 30 成

V-312 ならんで一緒に歩きたい 16 成

V-318 紺野美沙子の科学館 60 小・成

V-319 おもしろ科学大発見 18 小・成

V-359 友情　-フレンドシップ- 103 中

V-360 探検！みんなの放送局　-ＮＨＫってどんなとこ？- 18 小・成

V-363 マルチメディア社会と電波環境（一般広報用） 15 成

V-364 マルチメディア社会と電波環境（家庭用） 15 成

V-471 どうなる？公的年金＆医療保険 15 成

V-472 Ｔｈaｔ’ｓ　預金保険制度 17 成

V-475 21世紀はみんなが主役　男女共同参画社会基本法のあらまし 23 成

V-501 お客様の資産は守られています！－証券会社の分別保管－ 19 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-027 石油の探査から生産まで 20 小・成

V-028 原油から生産まで 20 小・成

V-052 消費者保護 －契約のQ&A- 消費者の知恵と勇気 15 成

V-055 高石ともやのきままな旅 20 成

V-059 考えてみようエネルギー －マリーのみた原子力発電- 20 高・成

V-060 エネルギーおもしろクイズ 20 小・成

V-061 日本のエネルギー -2０世紀～21世紀- 26 中・成

V-062 マッハのエネルギーＱ＆Ａ 20 小・成

V-070 私の名は電気 20 小・成

V-081 一平君のクレジット体験 －契約とその心構え－ 24 高・成

V-084 豊かな暮らしとエネルギー 20 成

V-108 タックンのＴＡＸノート 25 成

V-132 くらしと産業を支える貨物輸送 18 成

V-136 わたし電気をつくる人 －智子の新エネルギー見て歩き- 28 成

V-169 知恵と工夫で快適な生活を -エネルギー- 家庭での省エネ 17

V-177 クイズ！ホントにホント？税ってなんだ 20 中・成

V-182 石油危機に備えて 17 中・成

V-186 キミ科学する？ －暮らしを支える先進技術- 20 成

４　家庭生活

　（１）消費者教育
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V-200 紙・ワンダーランド －豊かな暮らしを支えるパートナー- 20 成

V-219 ゴミの減量は生活の見直しから －身近な環境問題- 15 成

V-223 借りすぎ、使いすにご用心 －ローンとクレジットの正しい利用法 15 成

V-235 バック・トゥ・ザ・リサイクル －リサイクルは分別から－ 24 成

V-236 水のはなし 20 小・成

V-237 新エネルギーパーク 26 小・成

V-239 ラサール石井の科学のふしぎ実験室 43 小

V-247 アースとムースの石油とラベル 30 小・成

V-251 ルーシーの挑戦 －エネルギー百万年の旅－ 25 小

V-254 タマゴが食卓に届くまで 15 小・成

V-255 タマゴをおいしく・かしこく食べる 15 小・成

V-256 タマゴのいろいろな利用法 15 小・成

V-257 タマゴからのメッセージ 15 小・成

V-258 これは知っておきたい卵料理のコツ 15 小・成

V-263 太陽の子メグちゃんの水産業案内 －私たちの食生活と水産業- 15 小・成

V-265 せまってみよう！３つのキーワード －日常生活と科学技術- 32 成

V-302 資源が生きるＰＥＴボトルリサイクル 16 成

V-303 うっかり奥さまのＰＥＴボトルリサイクル 18 成

V-306 石油ワンダーツアー 16 成

V-309 みんなで回そうリサイクルの輪 15 成

V-316 エネルギーの未来 18 成

V-317 ごはんおいしいね －たろうのキッチンだいぼうけん－ 15 幼・小・成

V-322 牛乳と酪農 -酪農家を訪ねて 20 小・成

V-365 金融ビッグバン　ビッグバンファミリー 37 成

V-366 100万円あったらどうする？ 28 成

V-367 下水道ってな～に？ 15 小・成

V-368 よみがえる水　-下水道のしくみとはたらき- 16 小・成

V-369 私たちの下水道　-豊かな水環境をつくりだす- 16 小・成

V-370 世界のペットボトルリサイクル事情　-北アメリカ編- 9 成

V-371 エルピーランド大冒険　-LPガスの正しい使い方と安全器具- 27 小・中・成

V-543 ひょっこりひょうたん島の税ってなんだろう？ 24 小

教材番号 タイトル 時間 対象

V-010 お母さんの勉強室 －子どもの反抗－ 教育相談 30 保

V-011 お母さんの勉強室 －遊びと勉強- 30 保

V-012 お母さんの勉強室 －ほめ方・しかり方－ 30 保

V-013 お母さんの勉強室 －親の言い分・子の言い分- 良い友達 30 保

V-014 お母さんの勉強室 －十代のなやみ－ 30 保

V-015 お母さんの勉強室 －男の子・女の子- 30 保

　（２）人間形成
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V-016 お母さんの勉強室 －親の言い分・子の言い分- 正義感 30 保

V-017 お母さんの勉強室 －うそ－ 幼児の心理 30 保

V-121 若人よ －命と愛のメッセージ- 105 小・中・高・成

V-134 あなたのヒューマンライツのために 16 成

V-198 能力発揮していきいきライフ －女性－ 20 婦・成

V-311 やっぱり子どもを育てたい！ －育児を支える新しい環境づくり－ 16 保

V-324 平成９年度命を大切にするキャンペーン 68 成

V-372 いじめ白書’96 116 教・成

V-373 子どもの心に向き合う心-少年非行を防ぐ- 20 保

V-374 頑張れ！お父さん　-パパたちの子育て奮闘記- 16 成

V-375 子どもとしつけ　-ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ＆テディ- 16 成

V-376 ゆっくり，ゆったり　-子育ての極意- 17 成

V-405 乳幼児期の子育て　赤ちゃん！こんにちは 15 保

V-406 乳幼児期の子育て　赤ちゃんができたよ 15 保

V-407 乳幼児期の子育て　もうすぐ幼稚園 15 保

V-408 乳幼児期の子育て　みんなの子育て広場 15 保

V-409 乳幼児期の子育て　親子あそび 15 保

V-443 アミーゴ　友だち 15 小・成

V-464 地球が動いた日 76 小・成

V-467 考えよう　命の大切さ 15 成

V-469 エル・ネット家庭教育セミナー解説ビデオ　家庭教育手帳 70 成

V-470 エル・ネット家庭教育セミナー解説ビデオ　家庭教育ノート 75 成

V-491 あしたね～ゆれ動く心、４歳児～ 22 保

V-540 広がる未来！私が選ぶ 29 婦・成

V-541 元気に再チャレンジ！ 25 婦・成

V-542 親子で育む　素晴らしき思春期 26 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-111 豊かな心を持ちたくましく生きる子供を育てる 30 教・保

V-112 豊かな心を持ちたくましく生きる生徒を育てる 30 教・保

V-188 豊かな心をもちたくましく生きる子供を育てる 31 教・保

V-189 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる 31 教・保

V-213 豊かな心をもちたくましく生きる子供を育てる 39 教・保

V-214 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる 39 教・保

教材番号 タイトル 時間 対象

V-329 色が心を語る －色彩心理編－ 30 教・成

V-330 絵から知る心の成長 －成長・自立編－ 30 教・成

V-331 個性と知力を結ぶ創作体験 －能力発見編－ 30 教・成

　　『豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる』

　　『絵で育つ子どもの心と能力』
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V-332 色は健康のバロメーター －健康編－ 30 教・成

V-333 絵を子育てに役立てる －子育て応用編－ 30 教・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-335 いじめ・親として 30 小・中・保

V-338 少年犯罪を考える 20 中・保

V-480 ＤＲＵＧ～覚醒剤の恐ろしさ～ 113 小・成

V-497 わたしがＳｕＫｉ 88 中・高・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-340 赤ずきんちゃん　ちゃんとチェック 13 保

教材番号 タイトル 時間 対象

V-097 環境に優しいライフスタイル －生活環境－ 地球時代の暮らしの提 20 成

V-127 森の働き 16 中

V-185 地球環境を守る －エンノスケの旅- 20 成

V-190 森林の成り立ちと営み 16 中

V-197 原子力と環境／原子力発電所のしくみ 24 成

V-204 農業と地球環境 －オモシロ教室－ 15 成

V-212 育て！子どもの森 20 成

V-216 森林と暮らし －木を活かす日本人の知恵- 20 成

V-220 私たちの暮らしを守る山の緑 －森林の働きをしろう- 20 成

V-248 屋久島・森と水 48 成

V-249 自然の宝庫・屋久島 47 成

V-250 ＹＡＫＵＳＩＭＡ ＩＳＬＡＮＤ （英語版) 48 成

V-284 私たちの暮らしと森林 －環境教育－ 30 成

V-301 森林の恵み 16 成

V-305 広がる緑のボランティア 16 成

V-313 愛華ちゃんの地球 33 小・成

V-377 森林から見た日本の気候 21 成

V-378 地球の歌、まだ聞こえますか 16 成

V-379 ストップ！地球温暖化 18 成

V-412 海の森づくり 23 成

V-441 世界遺産シリーズ①　白神山地 20 中・成

V-468 あなたも木を使ってみませんか？～環境と人に優しい木の話～ 21 成

V-477 マナ・カナの天然ガス自動車で行こう！ 25 成

V-478 気象を科学する～緑の地球を守るために～ 27 成

　（３）非行防止

　（４）その他

５　市民生活

　（１）環境・公害

69



V-495 ごみを出さない暮らし方 25 成

V-535 世界遺産シリーズ②　生命に満ちた島・屋久島 20 中・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-009 いざという時にこうする －避難用具の知識- 16 小・中・成

V-068 わたしたちの街はわたしたちが守る 30 成

V-071 シルバー・エイジの安全教室 －交通安全－ 高齢者編 20 高齢・成

V-083 豊かさと楽しさを支える安心・安全思想 18 成

V-098 お元気ですか －お年よりの交通安全- 20 高齢・成

V-099 お元気ですか（２）－安全なシルバードライビング- 20 高齢・成

V-100 お元気ですか（３）－安全なシルバーライフを願って－ 20 高齢・成

V-102 『私たちの防火』 35 成

V-114 備えあれば憂いなし －地震防災対策－ 22 成

V-129 あなたを守る知恵と行動 －防災－ 地震の被害防止 20 成

V-131 安心へのステップ‘９１ 17 成

V-187 もしも、そのとき… 火災を科学する 30 成

V-199 紙・地球への思いやり －水と大気を守り緑を育てる－ 15 成

V-238 地球は生きている －自然災害と総合防災- 29 成

V-253 安心への物語 －国家石油備蓄の安全防災体制- 14 小・成

V-304 本気で地震対策していますか 15 成

V-383 臨界事故のここが疑問 59 成

V-436 危険な瞬間－高齢者の交通安全－ 32 高齢・成

V-437 １月17日・阪神大震災に学ぶ　僕は，あの日を忘れない 24 小・中・成

F-229 ぶーぶーききー！　（生活安全編２　交通安全） 22 幼・小

F-230 びゅうびゅうざざー！　（自然災害編２　風水害・雪害・土砂災害・火山噴火） 29 幼・小

F-231 にこにこがおー！　（生活安全編３　犯罪防止） 29 幼・小

F-232 ぐらぐらどーん！　（自然災害編１　地震・津波） 32 幼・小

F-233 めらめらもくもく！　（生活安全編１　火災） 24 幼・小

F-234 災害ケーススタディ　（地震・津波・台風・雷・雪・火山） 86 小

教材番号 タイトル 時間 対象

V-043 ２つのコントロール －ハイセンスドライバーをめざして- 25 成

V-063 ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＷＯＭＡＮ ＴＯＤＡＹ 30 成

V-072 自ら考え自ら行う地域づくり －地域の活性化－ 30 成

V-107 豊かな時をつくるために －余暇－ 意識改革のすすめ 19 成

V-113 ある日の藤代さん親子 －原子炉の暴走は防げるか- 30 成

V-195 国会百年 68 成

V-240 政治改革 －明るい未来のために- 15 成

V-241 古都新世紀 －古都の保存と活性化- 23 成

　（２）災害予防

　（３）国民生活全般
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V-380 太陽の子メグちゃんの畜産業案内 15 小・成

V-381 太陽の子メグちゃんの林業案内 15 小・成

V-384 未来への伝言　-同和教育- 50 成

V-385 結婚　-同和教育- 33 成

V-432 太陽の子メグちゃんの環境を守る農林水産業 15 小・成

V-455 みんなでみんなのよりよいまちづくり 29 青・成

V-503 いっしょに考えよう　21世紀の日本と首都機能移転 26 青・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-192 炎の証言 －これが空襲だった－ 21 小・中・成

V-266 レクイエム・５０ －北千島最北端・占守島の戦後- 97 成

V-289 ヒロシマに一番電車が走った 30 小・成

V-386 対馬丸　-さようなら沖縄－ 75 成

V-387 猫は生きている 75 成

V-388 煙突屋ペロー 23 成

Ｖ-548 キムの十字架 80 小・中

Ｖ-549 火垂るの墓 88 小・中

F-239 ボーエもんの防衛だもん 19 小

F-241 君が世界を変えていく 24 小（高）・中

教材番号 タイトル 時間 対象

V-040 日本とオーストラリアを結ぶ海運 －産業と貿易を通じて- 18 小・中・成

V-041 日本とアメリカ合衆国を結ぶ海運 －産業と貿易を通じて- 18 小・中・成

V-042 日本の海運 －船が支える日本の暮らし- 30 小・中・成

V-065 地域ぐるみの交流アラカルト 国際交流 -草の根外交－ 20 成

V-096 日本とヨーロッパを結ぶ海運 20 小・中・成

V-130 われら地球家族 －国際貢献－ 国際緊急援助隊の活動 20 成

V-191 日本の海運 30 小・中・成

V-221 熱帯に賭ける夢 －アジア太平洋からのリポート- 27 成

V-222 科学技術が世界を結ぶ -アルキメデスの探検 20 成

V-224 日本とアジアを結ぶ海運 20 小・中・成

V-225 日本と西アジア・アフリカ・中南米を結ぶ海運 20 小・中・成

V-243 日本と世界を結ぶ海運 20 小・中・成

V-260 はばたけ!2１世紀を担う青年たち -NGO国際貢献- 30 成

V-261 ＡＰＥＣとは何？ -APEＣの目指す方向と日本の役割－ 26 成

V-262 エネルギー資源 －豊かさを運ぶ海の道- 20 小・中・成

V-271 世界の友だち －国際社会で活躍する日本人－ 26 成

V-277 JET-A Year of Exploration －理解しあう心－ 29 成

V-278 ＪＥＴ 日本からの手紙 25 成

　（４）平和教育

　（５）国際理解
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V-280 ほんのちょっと変えてみよう 15 成

V-287 ＪＥＴ／青年の仕事とくらし 44 成

V-292 世界を結ぶ日本の海運 30 小・中・成

V-361 豊かさを運ぶ海の道　コンテナ船 21 小・中・成

V-411 ジオストラの熱い一日 45 成

V-433 豊かさを運ぶ海の道　地球環境と海運 21 小・中・成

V-494 ショーロホフの春 45 成

V-536 海の大動脈　内航海運 19 小・中・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-074 人生８０年時代を生きる－長寿社会－ エイジレス・ライフのすすめ 20 成

V-078 家庭でのお年寄りの世話 30 成

V-101 思いやりを行動に -社会福祉- 障害者とともに歩む 18 成

V-133 おんなじ空の下で －私たちの社会参加－ 25 成

V-179 寝たきりにならないために －長寿社会－ 豊かな老後を 15 成

V-211 盲導犬 20 成

V-320 ボランティアはじめの一歩 －できることからすこしずつ－ 17 成

V-389 介護保険制度がはじまります 28 成

V-390 世代をこえて　-みんなでつくる高齢社会- 20 成

V-426 エンジェルがとんだ日 80 中・成

V-435 ここが知りたい！介護保険 30 成

V-465 ５等になりたい 76 小・成

V-498 ハンセン病を知っていますか？ 22 成

V-509 知っていますか？支えて支えられること 25 成

V-532 支援費制度～障害者福祉の新しい流れ～ 25 成

V-537 Ｔｈａｔ’ｓ　預金保険制度[改定版] 17 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-029 ようこそ小さなレディーたち 15 小・成

V-033 女性とお酒 30 成

V-045 性の衛生・母性への心くばり 26 成

V-050 炭酸ガスでウォーム・ダウン －疲労と上手に付き合う方法－ 8 成

V-051 医療と健康 －成人病予防- 成人病は悪い習慣の積み重ねから 17 成

V-064 ストレスと上手につきあおう 医療と健康 －ストレス対応－ 20 成

V-075 胃ガンの検診 －精密検査のすすめ－ 20 成

V-076 ご存知ですかお酒の正体 －適性飲酒の基礎知識- 20 成

　（６）福祉関係

６　健康･体力

　（１）保健・衛生
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V-077 食物繊維と健康 30 成

V-080 タバコはやめられる －禁煙への道- 26 成

V-103 「献血」言葉だけ知っていても 19 成

V-122 歯とくらし 18 成

V-123 お年寄りに多い事故の予防と応急処置 21 成

V-124 動脈硬化の予防 15 成

V-125 １日３０品目を目標に －若さを保つための食事－ 16 成

V-126 運動不足をチェックする -4０歳代の自己診断- 15 成

V-135 たった一度の好奇心それがすべてを終わらせる 19 成

V-170 がんを知ろう －小学生編－ 50 小

V-171 がんを知ろう －中・高・一般編- 43 中・高・成

V-178 エイズ正しい知識と予防 －これだけは知っておきたい－ 15 成

V-194 私たちの生命創造 （児童版） 18 小・成

V-202 なるほど血液ゼミナール －血液のはたらき- 15 成

V-203 成分献血入門 －これからの献血- 12 成

V-205 ＡＩＤＳ・正しい理解と行動 21 高・成

V-206 ＡＩＤＳ・正しい理解と行動 21 保・成

V-209 もう、がんはこわくない 25 成

V-227 成人病予防と子どもの食事 －米飯給食と子供の成長を考える－ 30 成

V-228 学校給食の意義と米飯給食 －米飯給食と子供の成長を考える－ 30 成

V-229 米飯学校給食最前線 －米飯給食と子供の成長を考える－ 30 成

V-230 これだけは運動しよう －中高年の年代別健康づくり－ 26 成

V-231 幼児の運動あそび －生き生きとした子供を育てるために－ 26 教・成

V-232 脂肪は量と質を考えて －若さを保つための食事－ 14 成

V-233 骨粗鬆症 －骨の老化とその予防- 15 成

V-242 お年寄りの在宅介護入門 15 成

V-264 歯・みがこっ！ （手話入り） 11 小

V-288 エイズはいま －その教育のために－ 52 成

V-295 手を出さない！！ぜったいに！ －薬物乱用の恐怖- 29 成

V-310 あなたを待っている人がいる 15 成

V-314 地球っ子 －いのちと愛のメッセージ- 83 小・中・成

V-325 おそるべき覚醒剤 20 中・成

V-326 Ｏ－１５７と食中毒 －家庭での予防－ 20 中・成

V-341 新・妊娠中の生活 24 成

V-392 妊娠中におこりやすい病気 20 成

V-393 水と健康　-子どもの水分補給- 13 保・成

V-394 水を制御する　-ドライシステム化への挑戦-　学校給食食中毒防止 21 成

V-410 生活習慣病からわが子を守る 17 保・成

V-438 健康に良いこと見つけよう～健康日本21～ 25 成
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V-442 日母会員ｼﾘｰｽﾞ 生まれたばかりのぼくたち 28 保・成

V-492 タローの誕生-妊娠中毒症を防ぐ健康管理- 22 保・成

Ｖ-545 血液サラサラ健康生活 23 成

Ｖ-547 心肺蘇生とＡＥＤ 15 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-505 お母さんのデンタル教室①赤ちゃんができたら‐妊娠から乳歯が 18 保・成

V-506 お母さんのデンタル教室②乳歯を大切に‐むし歯予防と良い咬み合 18 保・成

V-507 お母さんのデンタル教室③大切な第一大臼歯‐健康な口腔内を保つ 18 保・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-395 ラージボール卓球＆ウォークラリー 30 成

V-396 グランドゴルフ　-心･からだの健康とグランドゴルフ- 23 成

V-397 グランドゴルフ　-ルールとゲームの基本- 23 成

V-398 グランドゴルフ　-ゲームの展開と大会運営- 23 成

V-399 ターゲットバードゴルフ＆インドアローンボウルズ 30 成

V-400 Ｌｅｔ’ｓダーツ･グランドゴルフ 30 成

V-401 楽しいニュースポーツ　ディスクゴルフ・インディアカ 30 成

V-402 楽しいニュースポーツ　ペタンク，チャレンジザゲーム 30 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-079 脚・痛みませんか －楽しい運動を続けるために－ 25 成

V-234 中高年のジョギング 14 成

V-403 みんなの体操 18 成

V-474 なのはな体操～高齢者向け～ 15 高齢・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-120 ライフサイエンスの未来 30 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-444 笑顔の達人①旅行会社スタッフ編 24 中・高・成

V-445 笑顔の達人②ホテルスタッフ編 24 中・高・成

V-446 笑顔の達人③旅館スタッフ編 24 中・高・成

V-447 笑顔の達人④民宿／ペンションスタッフ編 24 中・高・成

V-448 笑顔の達人⑤飲食／おみやげ品店スタッフ編 24 中・高・成

V-449 笑顔の達人⑥体験型観光施設スタッフ編 24 中・高・成

V-450 笑顔の達人⑦ﾃｰﾏﾊﾟｰｸｽﾀｯﾌ/ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ編 24 中・高・成

７　職業生活

　（１）職業生活

　（４）その他

　　『お母さんのデンタル教室』

　（２）スポーツ

　（３）体力づくり
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V-451 笑顔の達人⑧イベントスタッフ編 24 中・高・成

V-452 笑顔の達人⑨ガイド編 24 中・高・成

V-453 笑顔の達人⑩交通機関接客スタッフ編 24 中・高・成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-049 新しい風 －生涯学習－ 30 成

V-057 教育・文化 －生涯学習－ ゆとりと生きがいをもとめて 20 成

V-404 ひろがれ！冒険遊び 40 成

教材番号 タイトル 時間 対象

V-105 県立少年自然の家・青年の家ガイド 30 教・成

　（２）社会教育施設

８　社会教育の方法

　（１）学習援助の方法
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