
番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０５５０１
名犬ジョン～大自然
に生きる～

飛行機の事故にあいパラシュートで大
草原の中に無事脱出できた２匹の犬
が、きびしい大自然の中で協力し助け
合いながら生きていくという冒険物語。

33 幼児～小学 劇映画

０５５０２ わんわん冒険旅行

猟にでかける途中、ふとしたことから飼
い主と離ればなれになった２匹の猟犬
が、いろいろな危険にあいながら無事
飼い主のもとにたどりつくまでの冒険物
語。

45 幼児～小学 劇映画

０５５０３
不等辺三角形－中学
生日記－

三者面談の上で進学志望校が決定さ
れるがこの席上ではじめて我が子の成
績を知ってがく然とする母、自分の成績
を親にかくし続けた少年の劣等感と自
分で志望校を決めようとする姿を軸に
親の子どもに対する幻想と子どもの意
志の対立等、高校進学の問題点を描
いている。

30 中学 道徳

０５５０４ アラブの世界

きびしい規律で知られるｲｽﾗﾑ教徒の
生活、砂漠の遊牧民ﾍﾞﾄﾞｳｨﾝ、そして今
日のｱﾗﾌﾞの焦点ﾊﾟﾚｽﾁﾅ難民問題、石
油さらにめまぐるしいｱﾗﾌﾞの近代化の
様相など、搖れ続けるｱﾗﾌﾞ各国につい
て我々が知りたいと思っているさまざま
な問題をあますところなく伝えている。

29 中学～一般 社会

０５５０５
親はわかってくれな
い

有名校に入れば将来が約束されるとい
う安易な親の考えが、結果的に子供の
心を歪め、非行化の原因にもなること
を、子供の心情を通して描いている。

30 一般 家庭教育

０５５０６ 他人の子を叱った私

全国に拡がっている「他人の子を叱る」
運動の根底に流れている精神は何か
を探りながら親だけでなく子供を育てて
行く限界、今日の家庭教育、地域ぐる
みの教育の在り方を考える。

31 一般 家庭教育

０５５０７
君はこの時間をどう
使うか

仕事の疲れをディスコや麻雀、酒等で
癒していた青年がこれではならじと余
暇に挑戦する。その中で現代の余暇活
用の実態を示しながら、自己開発は苦
しいプロセスの中で創造されるものだと
いうことを考えてもらう。

32 一般 青少年

０５５０８ 炎よ創れ

焼物への愛情と激しさを貫く祖父と、家
業のかたわら子どもの教育に心を砕く
若い夫婦、そして伸び盛りの活力にあ
ふれた子どもたち、その三世代の社会
との温かい交流を通じて真に価値ある
ものを考える。

34 一般 家庭教育

０５５０９ 愛されるお年寄りに

年齢を重ねるに従って人間は肉体も老
化していく。そうした自分に気付かず、
愚痴、ひがみなどで家族や周囲の人達
と問題を起こしているお年寄りを軽快な
タッチで描き、老醜の裏返しの人から親
しまれ愛されるお年寄りになるための
心構えをドラマと実践例で示している。

29 一般 高齢者



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０５５１０ 息子のともだち

息子の小学校時代の級友で貧しい家
庭の少年との交際を嫌う母親は、もう１
人の少年、人の手前だけをつくろう軽
薄な少年とも知らずにこの少年との交
際を進める。２人の少年との交際を通し
て、わが子にとって友だちとは何かを考
える。

31 一般 家庭教育

０５５１１
ひつじのようなライオ
ン

ひつじのお母さんに育てられ大きいけ
れどおくびょうなライオンが、狼におそ
われ危険な目にあっているお母さん
を、身をとして助けるという物語をアニ
メーションで描いている。

8 幼児～小学 アニメ

０５５１２ ジョギングのすすめ

ジョギングの望ましい走法を具体的事
例により説明し、さらにジョギングの意
義や効果、いろいろの方法などを描い
ている。

26 一般 保健体育

０５５１３ 白い貝殻

単身赴任による父親不在の家庭で、中
学３年の少女が非行の入口に迷いこん
だ過程をドラマでとらえ父親の役割が
子供を非行から守る上でいかに大切か
を描いている。

51 一般 家庭教育

０５５１４
鬼がくれた山のソバ
の花

鬼がくれ山の赤鬼と村の少女の温かい
交流の中で、働くことや貯えることの大
切さ、お互いに協力し合って生きて行く
ことの尊さを感動的に描いている。

23 幼児～小学 アニメ

０５５１５ 食中毒を防ぐには

食中毒は何故起こるか。主な食中毒菌
の性質や特徴、汚染経路等を視覚的
に明らかにし、食中毒の予防に必要な
基礎的知識を深めてもらいます。

16 小学～一般 保健体育

０５５１６
１６ミリフィルムと映写
機

１６ミリ映写の講習を受けても実際の経
験が浅く、基本的な事柄や確認すべき
要点を忘れる人の操作ミスでフィルム
を破損してしまう。その具体例、原因と
防止対策を手掛け式、ｵｰﾄﾛｰﾄﾞ、ＳＲ３
式の映写機で解説し利用者の不注意
によるフィルム破損を防ぐ目的で作ら
れた映画。

21 一般 教員研修

０５５１７ あしたの海

漁船の海難事故は何故起こるのか。大
黒柱を失った海難遺児、家庭の厳しい
生活にもまけず、立派に成長してゆく子
供達の姿を描いている。

33 小学～一般 劇映画

０５６０１
タバコ～健康への影
響～

肺ガン、一酸化炭素やニコチンによる
虚血性心疾患、妊婦の胎児への影響
等、新しい問題を含め、タバコが人間の
健康に与える恐るべき影響を視覚的に
明らかにする。

26 中学～一般 保健体育

０５６０２ 台風～天気の変化～

台風の発生から消滅にいたる難しい気
象現象と、気象衛星ひまわりの連続雲
画像、天気図、水槽実験等を駆使して
描き、台風の天気変化のしくみや、規
則性を理解させる。

24 中学～高校 理科



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０５６０３
歩きつづけて～中学
生日記～

万引きした中学生。担任教師はその心
を計りかね、生活指導担当は高圧的に
叱り、教頭や母親は対面を考えてうろ
たえる。その中で彼を悔悛させたもの
は。

30 中学～一般 道徳

０５６０４
子どもをダメにしてい
るのは～気をつけた
い親の態度～

「親に問題がなければ、子供にも問題
がない」といわれるように、少年の非行
化の問題も、せんじつめれば親の態
度、子供のしつけのよしあしにあるので
はないか。幾つかの事例を元に、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。

30 一般 家庭教育

０５６０５
カモシカチームにあ
つまれ

父親の事故が原因で心がすさみ、粗暴
になった少年。そのクラスに赴任してき
たカモシカ先生が、子供の心の中に投
げかけたさわやかな波紋。それぞれ表
面だけしか見ていなかった彼らは、先
生の人間性にふれ、思いやりの心の大
切さを発見していく。

45 小学～一般 アニメ

０５６０６ 一休さん

一休の噂を伝え聞いた京の人々は、托
鉢に歩く一休をつかまえては、次々と
問答をしかける。鮮やかな解答で得た
喜捨の米を、一休はいさぎよく貧しい
人々に与えてしまう。

25 幼児～小学 アニメ

０５６０７
いつの日かあなたも
～母になる日のため
に～

女性の身体の成長の過程や成熟のしく
み、さらに妊娠、出産のメカニズムにつ
いて、実際の出産シーンなどをまじえな
がら、わかりやすく科学的に解説してい
る。

21 高校 青少年

０５６０８
リーダーシップ～グ
ループの成長とリー
ダーの役割～

集団はリーダーによって大きな影響を
受ける。ある青年グループの活動例を
通じてリーダーシップとは何か、効果的
リーダーシップを発揮するにはどうした
らよいかを明らかにし、集団の成長過
程の各段階でリーダーが果たす役割や
知識、心構えを明確に示す。

30 高校～一般 青少年

０５６０９
ぼく学校はきらい～
ひよわな心～

小学３年生の登校拒否の実例を再現し
ながらその原因を探って行く。現代の
子育てについて父親、母親それぞれの
立場に相応する役割が厳として存在す
ることを確認し親への全面的依存から
脱して、段階的に自主性を獲得していく
ような環境づくりに心がけるようにすす
める。

30 一般 家庭教育

０５６１０ 手のひらの詩

現代のような高度に発達した消費社会
に根本的な生活観の見直しをせまる確
かな作品。暮らしの中で「もの」の価値
を見直し、大切に活用しきっていく家族
の姿を感動的に描く。

32 中学～一般 劇映画



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０５６１１
ゆがんだ鏡～偏見の
伝承～

子どもは親の姿を見て育つという。もし
も私達親が歪んだ人間観、社会観を
持っていたとしたら、子供はどの様に成
長していくだろうか。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し
たい。

31 一般 家庭教育

０５６１２
親が子どもに語りか
けるとき

一人の外国人の母親とつき合ったこと
から、子供のしつけの基本は、子どもを
一個の人格と認め子どもなりの自覚と
責任感を、日常生活の中で身につけさ
せる事だと知った親たちの活動－特に
父親との対話－を通じて、正しい子ども
のしつけへの導きとしたい。

31 一般 家庭教育

０５６１３ 子育てのこころ

子育ての基本として、まず自立の心を
育て、家庭や学校社会の一員としての
立場に伴う役割をはたすことの大切さ
に気づかせ、己の欲望を制御する力を
養い思いやりのある心の豊かな人間と
して育てる事こそ、今日にふさわしい子
育てのこころとして、世に訴えるもので
ある。

32 一般 家庭教育

０５６１４ 豊かな高齢期

現役引退後の高齢者の長年蓄積した
知識や技能を、そのまま埋もれさせる
ことなく、再び地域活動のために生か
し、同時に「高齢者の生きがい」充実に
も新生面を拓こうとする新しい構想が
各地域でどのように組織化され、展開
されていくかを具体的に描いている。

28 一般 高齢者

０５６１５
この道はいつかくる
みち

この映画は、呆けのおじいさんを引き
取ったある一家と嫁とその娘の献身的
な努力や愛情が、呆け老人の心の窓を
開かせていく過程を描いて、老齢化社
会の進むこれからの家庭生活のあり方
に一つの示唆を与えている。

37 一般 高齢者

０５７０１
シンナー～心と体を
むしばむもの～

青少年の心や身体をむしばみ、時には
彼らを死に至らしめるシンナー等、有機
溶剤の吸引がもたらす危険性を科学的
に解明し、その恐ろしさを皆で考えても
らう。

23 中学～一般 保健体育

０５７０２ 大いなる南極大陸

南極観測隊などの研究の成果から、大
陸移動説を裏付ける地質構造、大量の
隕石の発見による宇宙起源の解明、さ
まざまな生物と厳しい気候などを描き、
南極大陸についての理解を深めさせ
る。

31 中学～一般 理科

０５７０３
わたんべとすばらし
い仲間

級友の心臓手術という出来事に、クラ
スのみんなが思いやり行動していくあ
たたかな心のふれ合いが笑いと涙と緊
張の連続の中から、ほのぼのと伝わっ
てくる感動の物語。

40 小学～中学 劇映画



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０５７０４
おじいちゃんのおくり
もの

困難に屈する事なく、家族や村の人達
の温かい心のふれ合いと助言に守られ
て、最後まで「おじいちゃんの松茸の
代」を探す、さとし。強い意志とやりとげ
た満足感を明るく美しい八ヶ岳山麓を
背景に描く。

42 小学～一般 劇映画

０５７０５ チビ二死満塁

二死満塁、それは野球のピンチだけで
なく、チビ六が迎えた初めての人生の
ピンチだった。悔し涙にくれ、悩んだり、
考えたり、チビ六は人間として大きく成
長していく。

51 小学 劇映画

０５７０６
とうふ屋かあさんとそ
の子どもたち

子供達を一人前にするまではと右ひじ
の痛みをおして頑張る豆腐屋母さん。
わが家の一大事に気づいた彼らはどう
対応したか。家族を思う母、母を気づか
う子供達がかなでる心温まる物語。

48 小学～一般 劇映画

０５７０７ 自立へのこころ

自分の将来に対する不安に動揺する
少年は、野球に熱中する友人や長年に
わたって家計簿をつけ続けてきた母親
から何を学んだのか。親の生き方・考
え方が子供達の自立心育成にいかに
大きな力を持つかを描く。

32 一般 家庭教育

０５７０８
反抗期～心をひらく
交換ノート～

中学２年の娘の反抗の扱いに困り果て
た母親、遂に母子の断絶をなんとかと
りかえさなければ。娘の成長する心と、
子供をなんとか抱え込もうとする母親
が、幾多の曲折を乗り越え、交換ノート
で成長していく過程を描く。

30 一般 家庭教育

０５７０９ 親になるって

赤ちゃんは両親の影響を最も大きく受
け、二歳位までの間に肉体的精神的
に、人間としての基礎を身につけてい
く。それゆえ、親の責任は重大といえる
のだが。いろいろな事例を通して、親に
なるというのはどういう事なのかを考え
ていく。

30 一般 青少年

０５７１０
善悪のけじめを育て
る

幼児が過ちを犯すのは普通だが、過ち
を過ちだと悟らせるのが親の務め。そ
れを実行している親と欠落している家
庭ではどう影響が現れているかを様々
なケースを通して描き、幼児期に善悪
のけじめを付けさせる教育がいかに重
要であるかを考える。

31 一般 家庭教育

０５７１１
子ども会の中の青春
～ジュニア・リーダー
の役割～

子供会に青春をかける若者達、ジュニ
ア・リーダーの生き方を通して青春とは
何か、ジュニア・リーダーと子供集団の
在り方、大人の指導者との関係等を描
いている。

29 中学～高校 地域活動

０５７１２
年はとっても～孫の
教育についての役割
～

子供の教育は親の責任で、その意味で
祖父母はあくまで脇役であるが、お年
よりの教育上の役割も貴重である。長
い人生を歩んできた年輪が子供たちを
温かく包み込み格好のお手本になるか
らだ。そういう無言の教えの価値を考え
る。

29 一般 高齢者



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０５７１３ 杜子春

芥川龍之介の名作童話。中国の唐の
都に住む若者「杜子春」が、数々の試
練を経て、やがて、」人間らしく、正直に
暮らしていくことの大切さ」に目覚めて
いく過程を描く。

21 幼児～中学 アニメ

０５８０１
先生と１０人の子ども
たち

過疎地の村の小学校の十人の子ども
たちの友情と先生との交流を描いてい
る。

49 小学～一般 劇映画

０５８０２ こむぎいろの天使
雀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体験を感動的に
描いている。

75 小学～一般 劇映画

０５８０３
シャベルにかける青
春

サッカー部の仲間と高校で猛練習に明
け暮れているはずの１５才の少年が、
ボールの代わりに、シャベルとツルハシ
を握る。この作品は、交通事故で父を
亡くした兄弟と母の愛の物語である。

48 中学～一般 劇映画

０５８０４
世代を結ぶふるさと
づくり～ある若者たち
の社会参加～

郷土の伝承文化を掘り起こし受け継ぎ
ながら、地域の子供達に失われた遊び
や自然とのふれ合いを取り戻そうと努
力している若者の姿を描き、他の世代
と交流し、積極的に参加し、地域に新し
い人間関係を築いて行く今日的意義を
訴えている。

36 一般 地域活動

０５８０５
育てていませんか
いじめっ子いじめら
れっ子

いじめ非行の人格的な基礎が就学前
の親子関係で決まるとしたら・・。ある幼
稚園を舞台にいじめっ子、いじめられっ
子、普通の子、それぞれの親子の姿を
描き、成長してから残忍ないじめっ子、
無気力ないじめられっ子を育てない親
の在り方を考えさせる。

30 一般 家庭教育

０５８０６ 人間誕生

人工分娩の多い昨今、自分の力で産
む自然分娩を提唱する日赤医療セン
ター院長の監修。妊娠出産は、病気で
はなく、自然の生理であるという主張
が、根底に流れている。

29 高校～一般 保健体育

０５８０７
親たちのスクラム～
子供たちの非行を防
ぐ～

非行に走った少年達をどう立ち直らせ
たらよいかという今日的課題に取り組
んだ作品。個々の親が家庭内に閉じこ
もらず、他の親たちと仲間意識を育て、
地域ぐるみで少年の非行防止に力を合
わせていく事の大切さを訴えている。

31 一般 家庭教育

０５８０８ やさしさ

一人暮らしの老人と、ふと出会った天
真爛漫な少女の物語。人と人とがふれ
あう事の意味や人を信じるという事を静
かに考えさせる。

33 一般 家庭教育

０５８０９
地域に生きる老人ク
ラブ

全国的に高まりつつある老人クラブの
社会活動は、お年寄りには生きがい
を、地域活動には豊かな知識と経験が
大きなメリットを生み出す。山形県上山
市老人クラブの活動を具体的に描き、
新しい時代に生きる老人クラブの在り
方を考える。

30 一般 地域活動



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０５８１０
ゆがんだ青春５　亀
裂

中学生を主人公に家庭における子育て
の重要さと、家族の人間関係の在り方
を取り上げ、「どうしたら子どもを非行に
走らせないようにできるか」を考え直す
きっかけになれば・・・との意図で製作さ
れている。

57 一般 青少年

０５８１１
お母さんが働きにで
るとき

最近、働きにでる主婦が多くなってい
る。母親の不在は生活の条件や環境
の変化のほか、子どもたちに大きな心
理的不安を与えている。ある家庭を例
に、どう配慮すべきか問題を提起して
いる。

32 一般 家庭教育

０５８１２ あんじゅとずしおう

森鴎外の「山椒太夫」で知られる「安寿
と厨子王」の悲しくも美しい伝説は、今
も子供達に読みつがれている。その母
と子、そしてまた、姉と弟の愛情物語を
アニメーション化している。

31 幼児～小学 アニメ

０５９０１ ぼくの熊おじさん

音楽好きの焼き芋屋さんが内気な少年
の心を大きく変えた。家庭や学校では
学び得なかった町のおじさんのすばら
しい人生指南。涙と笑いが渦巻く楽しい
ドラマ。体と本音をぶつけ合う中で、少
年は積極的な生き方を身につけ、豊か
な心を培っていく。

46 小学～一般 劇映画

０５９０２ たぬきのいる町

山あいの美しい田舎町で、やきもの一
筋に生きるがんこじいさんと、ものを創
造する喜びを知る子供たち。都会から
遊びに来たトモコ、わんぱく少年五郎と
勉が、おじいさんと家族の心のすれ違
いを救います。

52 小学～一般 劇映画

０５９０３
猿の子踊りと仲間た
ち

一人の転校生が仲間に入ろうとしたが
入れずいじめられる。しかし、やがて友
情が生まれ、郷土芸能大会へ向けて一
緒に特訓に励む。ところが大会を目前
にして、仲間入りを許さなかった子供が
今度は親の転勤で福岡に転校して行
く。別れがあり、強い友情のきずなが生
まれる。

49 小学～一般 地域活動

０５９０４
夢かぎりなく～わが
子に豊かな体験を～

一人暮らしのお年寄りと共同制作をし
ながら、社会を見る目を人間的に成長
させるには、興味や関心のあるものを
通して豊かな社会体験をさせ、それを
温かく見守る包容力が必要とされること
を訴えている。

31 一般 家庭教育

０５９０５ 二人三脚

子どもの成長の第一義的責任は親に
あるという厳粛かつ明解な真理の上に
立って、家庭における親と子の日常の
かかわりの中で子どもは成長の道を着
実に歩んでいる事を、世の親にしっかり
と認識させ自省させる作品。

25 一般 家庭教育

０５９０６ 生きている土

２５年間、化学肥料や農薬を使用せ
ず、自然農法だけに取り組んできた農
家の姿を記録したもので、自然農法の
大切さとそれにともなう土づくりの大切
さについて説明している。

41 一般 環境



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０５９０７ 小学生の問題行動

小学生の問題行動は大きく分類すると
二つ。万引きや校内暴力等の「反社会
的行動」と、登校拒否や遊べない子の
ような「非社会的行動」。数多くの事例
を紹介しながら、子どもの心の動きに
そって私達が「今すべき事は何か」を考
える手がかりを見つける手助けとなる
作品。

25 一般 教員研修

０５９０８
おやじは背中で叱っ
てくれた

わが子が犯した過ちを、身をもってただ
そうとした父親の姿に、少年たちはどう
反応したか。感動的な実話をもとに、
今、中学生が求めているものは何か、
家庭・学校で問われている教育の本質
とは何か、そして父親の役割とは何か
を考える。

31 一般 家庭教育

０５９０９ 小さな駅の物語

山あいの景勝の小さな駅を中心に展開
する物語。今、この世に特に求められ
ている思いやりの心や、計画的な生活
行動の大切さ、勤労の尊さ、そして将
来に対する貯蓄、生活計画、福祉の意
味などを自然に織り込んでいる。

30 一般 家庭教育

０５９１０
すてきな女性～美しく
老いる～

わが子を塾だ勉強だと叱咤し、自分は
市民講座やジャズダンスへと明け暮れ
る主婦が、ふとした事で知ったおばあ
ちゃんの生き方に接し、自分のこれま
での生活やこれからの生き方はどうあ
るべきか気付く様子をとらえている。

31 一般 家庭教育

０５９１１ 蛍舞い自然に学ぶ

修学旅行で東京に行った時に知り合っ
た身体障害者の友人・健治と、蛍の成
長記録を交換しながらの文通を始め
た・満。しかし、高校受験を心配する両
親の目は意外にきびしいものだった。
知的好奇心をきっかけとした、教育学
習の大切さを認識させる作品。

45 一般 家庭教育

０５９１２ あしたの空は青い空

井村千恵子原作「がんばれ、ろくしん先
生」。先天生脳性小児マヒにより手足に
障害をもつ少女が、家族や級友達の思
いやりの中で、障害にも負けず目的に
向かって明るく生きていく姿を描いてい
る。

46 小学～一般 劇映画

０５９１３ おこりじぞう
山口勇子原作「おこりじぞう」。広島市
の一隅に立つ地蔵さんと、原爆により
命を落とした少女との物語。

27 幼児～小学 アニメ

０６００１
イーハトーブの赤い
屋根

三好京三の「分校日記」が原作。山ふと
ころに抱かれた分校に一生を捧げる若
い夫婦先生と子どもたち、村人たちとの
素朴で、楽しく、おおらかなふれあいを
描いている。

108 小学～一般 劇映画

０６００２ 父ちゃんの汗に乾杯

うわべだけ見ていると、よその物がよく
見える。大人ですらそうなのだから、子
どもの世界ではなお更だ。父にその憤
懣をぶつけ、悪態をついてどなりつけら
れながらも、父の分厚い胸の内をかい
ま見たとき、汗水流して働く父の偉さが
見えてきた。

46 小学～中学 劇映画



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０６００３
咲ちゃんのおふろ屋
さん

咲子が引っ越しした新しい学校で仲間
はずれにされていた・よしみ。咲子は、
前の学校でいじめられたことを思い出
す。持ち前の明るさで助け、次第にクラ
スの仲間としてさそいこんでいく。

43 小学～中学 劇映画

０６００４ ひとつの決意

少年院に送致された少年の姿を通し
て、そこでの矯正教育の実際と、立ち
直ろうと努力する少年の心情と過程、
院外委嘱教育にふれている。

32 一般 家庭教育

０６００５ ミリ子は負けない

４年２組に女の子が転校してきた。体に
似合わず大声で活発なみち子にたちま
ちミリ子とあだ名がつく。責任感と勇気
があり、友情味あふれたミリ子を中心
に、スポーツを通して展開していく元気
な子どもたちを描く。

45 小学～一般 劇映画

０６００６ かよいあう心

子供であるが故に、彼らだって失敗も
すれば悪いこともする。それを目に余る
ことをするとして見捨ててしまってよい
ものなのか。その原因は何か。人が人
を信じ、お互いに手をつなぎ合って暮ら
して行くために、今、何が必要かを描い
ている。

30 中学～一般 地域活動

０６００７
おじいちゃんの宝も
の

平和な美加の家に大事件が発生した。
祖父の部屋から、死んだ祖母との思い
出が一杯つまった宝物が消えてしまっ
たのだ。急に生きる張り合いをなくした
ような、おじいちゃん。その訳を知った
孫娘の可愛らしい奮戦期。

29 小学～一般 家庭教育

０６００８ トライ・アゲイン

非行に陥った少年達の悩みを知り、兄
や姉の立場になって相手の相談にのる
など、少年達が自らの力で立ち直ろうと
する勇気を側面から援助するＢＢＳ活
動の様子を、ドラマ構成で描いている。

48 一般 青少年

０６００９ ぬくもり

仲間にいじめられ抵抗もできない気の
弱い少年が、ふとしたことで知り合った
労務者風の男と親しくなり、つき合いを
重ねていく中で父母にないぬくもりを感
じるとともに、男の生き方を通し次第に
たくましくなっていくようすを描いてい
る。

32 一般 家庭教育

０６０１０ 空気がなくなる日

地球から空気がなくなる・・というパニッ
ク的状況の中での無知から起こるデマ
の怖さや、人間のエゴイズムの問題な
どが、緊迫した中にもユーモア性をまじ
えながら描き出されている。

18 小学～一般 理科

０６０１１ 三匹のまほうの犬
アンデルセン童話の名作「火打ち箱」の
アニメ化。

38 幼児～小学 アニメ

０６１０１
はばたけ明日への瞳
（教育映画祭優秀作
品賞）

いつも心を閉ざしたままの１人の情緒
障害児が、クラスの子供達の美しい友
情と先生のあたたかい思いやりによっ
て、しだいに心を開き成長していく姿を
笑いと涙で描いた感動の作品である。

51 小学～高校 青少年



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０６１０２
ほほえみの朝　（教
育映画祭優秀作品
賞）

一人の中学生が、学校への道すがらい
つも２階から外を見ているおばあさんに
気づき、お互いに笑顔から言葉を交わ
しあえるまでの心の動きを描いている。

19 中学 青少年

０６１０３
お母さんは太陽　（教
育映画祭優秀作品
賞）

目の不自由な夫と妻とその３人の子供
達が、固く手をむすんで助け合いなが
ら、明るく、たくましく生きていく姿を描
く、優しい愛の物語である。

35 小学～一般 家庭教育

０６１０４
頬笑み　（教育映画
祭優秀作品賞）

つっぱってはいるが、どこかに優しさが
残っている少女と、子ども文庫を開いて
いる一人暮らしのおばあちゃんとのか
かわりあいを描き、子供たちの非行に
対し何が大切かを描いている。

34 中学～高校 家庭教育

０６１０５ お母さんにＶサイン

ﾏﾗｿﾝには目標があるし、走り遂げた時
の充実感は何とも言えないと、早朝ﾏﾗ
ｿﾝに挑戦を始めたお母さん。その根性
に刺激されて、敢然として弱い者いじめ
に立ち向かうピン子ちゃん。それぞれ
が自らの成長を目指して明るく生きる
母と子の心温まる物語。

45 小学～一般 劇映画

０６１０６ 老けてたまるか

お年寄りの活動事例を通して、高齢者
といえども体の丈夫なうちは自助自立
意識を持ち、老後の生活を設計していく
ことの大切さを訴えている。

30 一般 高齢者

０６１０７
やる気を育てる　（教
育映画祭優秀作品
賞）

勉強は子供の自主性にまかせようと見
つめる両親、塾へ行かせず、のんびり
と過ごしている子供という家庭の様子を
描き、いかに日常生活の中で、細かい
気づかいをしていったらよいかと苦心し
ている親の姿を描いている。

34 一般 家庭教育

０６１０８ 親捨て山

「年寄りを山に捨てるべし」というお触れ
に反し、父親を納屋にかくまっていた茂
吉は、殿様の所へきた隣国からの難題
を父親の知恵を借りて解決し、お触れ
を引っ込めさせた、というお話。

20 幼児～小学 アニメ

０６１０９ けんじゅう公園林

小学校５年の教科書にも掲載されてい
る宮沢賢治・原作「けんじゅう公園林」を
アニメ化したもので、自然と人間を限り
なく愛した少年けんじゅうのおおらかな
生き方を感動的に描いている。

18 幼児～小学 アニメ

０６２０１ 春を呼ぶ瀬戸の小島

美しい瀬戸内海に浮かぶ小さな島に父
ちゃんと五人の子ども達が明るく、助け
合い、力強く生きる姿が、忘れえぬ思い
出と共に、いつまでも心に残る詩情豊
かな愛と感動の作品。

53 小学～一般 劇映画

０６２０２
まぼろしの４番バッ
ター

気さくな町医者として愛されているのだ
が家はボロ。校医もしていてアダナが
ゴリラ。さんざんからかわれるので嫌い
だった父を、ヤボで野球が下手でも「僕
のほこりだ」と思うようになったのは何
故だろう。子ども達に最も良く読まれた
課題図書の映画化作品。

49 小学～一般 劇映画



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０６２０３ おじいちゃんの海

祖父の尽力もあって聴覚障害の少女
が普通学級で学べるまでになったが、
なお様々な問題が待っていた。いじわ
る・祖父の死・・などを乗り越え、彼女は
祖父への感謝を詩に託し、作曲に挑戦
する。その気持ちが先生や級友の心を
動かし、素晴らしい旋律に昇華する。

50 小学～一般 劇映画

０６２０４
ともに育てる－厳しさ
と優しさ－

父親は仕事で多忙であっても、母親は
また、家事やパートに追われながら、子
どものより良き成長を求めて苦悩する。
その姿を一組の中年夫婦の家族を例
に描き、理想的な子育てとは呼吸の
あった親の共同作業から生まれるので
はないかと訴える。

30 一般 家庭教育

０６２０５ しあわせ配達人

ある町の片隅で、少女がなくした竹馬を
誰かがそっともってきてくれた。また、都
会の片隅で、若い女性が孤独にたえか
ねて自殺を図った。この２つの出来事を
自分達の問題として、また自分達の住
んでいる地域活動のあり方として考え
させる作品。

31 一般 地域活動

０６２０６
あふれる・こころ－高
齢化社会に向かって
－

街の主婦達が「共に喜び、共に悲しみ、
共に生きる」ことを目指し、ボランティア
活動を通して、高齢化社会に向かって
新たな試みに乗り出す姿を描いた作
品。

33 一般 高齢者

０６２０７
親たちみんなの子ど
もたち－あるＰＴＡの
記録－

子ども達の幸せと豊かな成長を願うた
めには、学校と家庭と地域が密接な連
携をとりあって、子ども達を育んでいか
なければならない。「一人の親の一人
の子」ではなく「親たちみんなの子ども
たち」として子育ての重要さを再認識し
てＰＴＡの必要性を考えさせる。

35 一般 家庭教育

０６２０８ ゲートボールの青春

ゲートボールは心身の健康に良いが、
それで得たエネルギーを友愛訪問など
の地域活動にいかせられれば、なおす
ばらしい。そういう前向きのテーマを、
がんこな主人公が嫁や孫、妻や恋人、
恋敵や地域の人々と繰りひろげる明る
くコミカルな物語。

29 一般 高齢者

０６２０９ いじわる狐ランボー

ある冬の日、ランボーのせいで、やぎ
のおじいさんが足の骨を折った。クマ先
生は冬眠中で春まで起きそうにない。
部屋の中を暖かくしたり、春の匂いをさ
せたりして起こそうとするが、なかなか
起きない。ランボーが「良い子」へ変身
する心の動きを描いている。

15 幼児～小学 アニメ

０６２１０ ゴンザとソウザ

江戸時代の中頃に、漂流民としてロシ
アに渡り、数々の書物を完成させ、日
露友好のかけ橋となった鹿児島の漁
民、ゴンザとソウザの苦闘の生涯を描
く。

24 小学～一般 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０６２１１ 片耳の大シカ

寒い冬のある日、片耳の大シカを追っ
ていた猟師達は、激しい風と雨に合い
凍死寸前の時、鹿の群れの中に身を
寄せ温もりに一命をとりとめた。やが
て、夜が明けると鹿の群れは洞窟から
でて行った。片耳の大シカを撃つチャン
スだ｡しかし､命の恩人のシカを撃つ事
ができるか。

25 幼児～小学 アニメ

０６３０１
ぼくと仔犬のわんぱく
大事件

拾ったお金をつい困っていた老夫婦に
貸してしまう。あくる日、新聞記者、巡
査、老夫婦が訪ねてくる。立派な行いを
したので新聞の記事にするというのだ。
「このままでいい？」祐樹は悩む・・。

52 小学～一般 劇映画

０６３０２
がんばれたえちゃん
－木曽馬と少女－

木曽の開田村で馬と一緒に生活してい
た少女たえ。ある日、たえのお父が大
ケガをして死んでしまったため、谷正と
いう大地主の家へ子守に出されてし
まった。木曽馬フジとの友情を支えにが
んばるたえを描いている。

45 小学～一般 劇映画

０６３０３ ぼくたちの勇気

今、子どもたちの間で「遊戯」としての
「万引き」が多発している。ここに一人
の少年と老人を登場させ、万引きという
行動を引き起こす「心の欠落」をテーマ
に、子どもたちに心の大切さを訴える。

31 小学～中学 劇映画

０６３０４ そこに、愛

人と自然の深いかかわり。育み慈しむ
心。永遠の愛－この映画は、田舎暮ら
しの祖父と都会育ちの孫との心の交情
を通して、そこにこそ愛があるということ
を、哀感をこめてしみじみと描いた家族
愛の物語。

32 一般 家庭教育

０６３０５
夫と妻の豊かな老後
のために

いずれは親と子、別々の人生を歩んで
行くのだから、互いに甘えを捨て、それ
ぞれの生活は自分で築くという積極的
な気持ちで生きて行かなければ幸せは
つかみとれない。そうした問題をドラマ
で描き、親と子二世代が互いに幸せを
築く方策を考える。

30 一般 高齢者

０６３０６
わが子を伸ばす親の
一言

子供の「やる気」を育てるのも、摘んで
しまうのも親の態度や言葉ではなかろ
うか。母親の日常に焦点を当て、親の
ちょっとした工夫や言葉のニュアンス、
態度を改めることで子供の「やる気」が
引き出せることを具体例を通して考え
る。

29 一般 家庭教育

０６３０７ がんばれ五色桜

村に咲く老木、五色桜が年々枯れてき
ている。病弱な少年健吉が少しずつ丈
夫になっていく様子と五色桜の根つぎ
をして、りっぱに桜の花が開くようにな
ることを通して、命の尊厳、大切さを描
こうとしている。

21 小学～中学 道徳



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０６３０８ 海と太陽と子供たち

天草の片隅の小さな分校で学び遊ぶ、
16人の小学生と、男先生、女先生の奮
闘記。今日、私達が失ってしまったかに
見えるいのちを慈しみ、いのちを育む
教育を描いている。ドキュメンタリー式。

100 小学～一般 劇映画

０６３０９ ガキ大将行進曲

陣馬山競争という山登り競争を中心に
子供たちの友情、ふれ合いを感動的に
仕上げている。子供達の「あそび」から
本当の集団的なぶつかりあいが消え
去ってしまい、かつて子供達の仲間意
識を育て裸のつき合いの中で、人間の
生き方を示した「ガキ大将」を描いてい
る。

75 小学～一般 劇映画

００１０１ 四年三組のはた

産休する一人の先生、交替する産休補
助の先生と生徒たちの、心あたたまる
交流を通して、人間にとって大切な事
は何であるのか？を感動をもって描き
上げている。

93 小学～一般 劇映画

００１０２
ぼくの家にはカバが
いる

動物が大好きな進。動物園で希望通り
カバさん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
姉。そういう陽気な四人家族に大変な
問題が持ち上がる・・・動物園と動物達
をバックに、生ある物を慈しむ温かい心
の美しさを謳います。

48 小学～一般 劇映画

００１０３ ありがとうハーナ

姉の眼の病気で暗く沈む家族。励ます
弟と愛犬ハーナ。そのハーナが姉の身
代わりで車に引かれて重傷を負ってし
まった。障害をのり越えて立ち上がる
ハーナの生命力車イスを考えつく家族
の愛情の中で、少女にもようやく笑顔
が戻ってきた。

45 小学～一般 劇映画

００１０４ 風の色が見えた

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
いの楽しいコメディタッチの物語であ
る。

32 一般 高齢者

００１０５ 三ねん寝太郎

三年三月も寝てばかりいた若者が、水
の乏しい村に幾山も越えた湖から水を
引く決意をする。はじめは、誰もが眺め
るばかりであったが、やがて一人二人
が手伝い、ついには村中の人々が総出
で水路を切り開くことになる。

48 幼児～小学 アニメ

００１０６ 雪国からのたより

日常生活の中でおこりがちな感情的対
立や、思い違い、意見の相違などの障
害をのりこえて、「心の友情」を育てて
いく過程を、ﾄﾞﾗﾏﾁｯｸにｱﾆﾒでまとめて
いる。

24 小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００１０７ 吉四六どん

誰もが、思わず笑ってしまう吉四六どん
の物語。九州は大分の民話「吉四六
話」は多くの人々に親しまれ、小学校４
年の国語科の教科書にもとりあげられ
ている。殿様までがカブトをぬいだ吉四
六どんのとんちぶりを楽しく描いてい
る。

19 幼児～小学 アニメ

００１０８ 手袋を買いに

寒い冬が、きつねの親子の住む森にも
やってきた。子ぎつねは寒くて泣き出し
そう。お母さんは町へ行って手ぶくろを
買ってやろうと思った。新美南吉原作の
やさしい心の人間と子ぎつねの物語。

15 幼児～小学 アニメ

００１０９
アラスカ友情＆冒険
の旅

全国から３０名のＪ・Ｌが参加してアラス
カを舞台にトレーニング・キャンプが行
われた記録映画。「アラスカが自分を変
えた」といわせる２０日間の若者のあり
のままの姿を描いている。

45 小学～中学 青少年

００１１０
この愛をありがとう－
お年寄りや障害者に
学ぶ－

夏休み、二つの中学生ｸﾞﾙｰﾌﾟが体験し
たふれあい活動。心をこめて接すると
感謝の気持ちが返ってくるのを知った
少年たちの感動と福祉の心を描く。

26 一般 青少年

００１１１ 路－ＭＩＣＨＩ－

現代の金銭感覚、物感覚をテーマに、
安易に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、親
が、自ら生きる路を示す物語で、善悪
のケジメの大切さを訴えている。

32 一般 家庭教育

００１１２
悩める思春期－親は
何も知らない－

分かっているようで親が気づいていな
いのが思春期の子どもの性の悩みで
ある。興味本意の性情報、氾濫する性
産・・。彼等を取り巻く環境は親の時代
からみると大きく変わっている。彼等の
不安や悩みを親はどう受けとめるか、
三つの家庭を例に考える。

30 一般 保健体育

００１１３ ながさきの子うま

日本がアメリカと戦争をしていた昭和２
０年。広島にアメリカの原子爆弾が落と
された３日後の８月７日長崎。再び、原
子爆弾が人間の頭上に落とされた。犠
牲になったのは、人間ばかりではな
かった。命あるもの全てが犠牲になっ
た。その中には母さん馬と幼い子馬も
いた。

27 幼児～中学 アニメ

００１１４
がんばれ！盲導犬
サーブ

子犬の頃、預けられた家の子どもたち
との愛情のふれ合いから始まり、盲導
犬訓練センターでのきびしいけれど愛
のある訓練。そして、盲目の主人との
愛情あふれる関係。主人の体をかば
い、交通事故にあった事を描いている。

27 幼児～中学 アニメ

００１１５ グリンボーイ

京都を舞台に、交通事故にあって半身
不随になった息子を励ますために、再
びグリーンボーイ（４回戦ボーイ）を目
指す元ボクサーの姿を描いている。

95 一般 劇映画



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００２０１
父ちゃんと僕たちの
スクラム

世の中を生きて行くには、逆境にもめ
げずに歩んで行けるような強い人間に
ならなくてはならない。しかし、ただ強い
だけでなく、他人の痛みも分かるような
人間になってほしい。そうした父親の願
いを倉石功に託して力強く描いた愛と
感動の物語。

48 小学～一般 劇映画

００２０２
かわいいマーニー
大空へはばたけ

狼に襲われ親のいなくなったカナダガ
ンのヒナ二匹が、動物好きのジョン一
家に飼われることになった。一家は
マーニー、ミニーと名づけかわいがっ
た。この二匹のカナダガンのヒナが大
空に旅立つまでの成長を詩情豊かに
描き上げている。

40 幼児～小学 劇映画

００２０３ おじいちゃんのみこし

妻に先立たれ、息子の家で、無職の
日々を過ごす大工の大助じいさんが、
ふとした事から、町内のみこしづくりに
手を貸し、やがてそこに生きがいを見つ
けていくまでを、楽しいドラマ構成で描
きながら、お年寄りの生きがいの問題
やまわりの家族の在り方などについて
考える。

35 一般 高齢者

００２０４
男の値打ち－くらしの
なかの自立－

男が家事や料理の腕を研くことは、そこ
に新たな工夫創造の喜びを発見するこ
とになり、くらしの中に己の自立を確か
めることにもなる。即ち人生の深みをま
して、むしろ男の値打ちは向上するわ
けである。

36 一般 家庭教育

００２０５
お母さんもっと聞き上
手に

幼稚園時代の子供たちは、掌の中の
粘土のように、両親の、特に母親の影
響を受けて成長していく。ところが親の
子供への接し方で、干渉のしすぎは自
発性を押さえてしまう。そこで様々な問
題を描きながら、母親に、もっと聞き上
手になる必要がある事を訴えている。

30 一般 家庭教育

００２０６
子どもの失敗を生か
す

子どもの失敗を叱ることはやさしいが、
それでは子どもの心を傷つけるだけ。
それよりも失敗を生かすことによって、
やる気にさせるにはどうしたらよいか。
カギを握っているのは親の態度であ
る。こうしたテーマを日常生活の中で考
える。

30 一般 家庭教育

００２０７
伸びよ！子どもたち
－地域ぐるみの育成
活動－

青少年の育成活動に一番大切なこと
は・・。それは育成者や指導者が推進
役となり、活動を展開していくことも大
切だが、近隣住民の協力を得て、地域
ぐるみの活動を作りだしていくことでは
ないか。この映画では２つの事例から、
その方策を探っている。

21 一般 地域活動



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００２０８
ストップ・ザ・自転車
事故

自転車走行の危険性をいろいろな角度
からみると、事故は起こるべくして発生
している。自転車走行は様々な危険に
囲まれている。道路を安全に走行する
ためのルールやマナーは、自転車に乗
る人の義務でもあり、責任でもある。

20 中学 特別活動

００２０９ 新ちゃんがないた！

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なじ
みの友情が熱い感動を呼ぶ。

36 小学～中学 アニメ

００２１０ 稲むらの火

中井常蔵作「稲むらの火」より  、安政
元年の秋のある日、突然襲った大津波
から村人を救うために、五兵衛は自分
の稲むらに火を放って知らせた。すさま
じい天災の爪あとに、ぼうぜんとした村
人たちも、やがて、五兵衛の勇気と心
を知って村の復興に立ち上がったの
だ。

21 小学～中学 アニメ

００２１１
子犬と子ねこの冒険
旅行

臆病で何もできないため牧場を追い出
された番犬ロン。ミミズクに強くなる方
法を聞くと、「朝が一番早くくる国へ行け
ばいいよ。」と教えられる。途中、弱虫
子ねこと出合い、一緒に旅行する事に
なる。

24 幼児～小学 アニメ

００２１２ とべないホタル

沢山のホタルが飛び交う中、弱々しく光
る一匹の蛍がいた。そして、男の子が
そのとべないホタルに気づいて、つか
まえようとする。その時、一匹のホタル
がとんで来て、身代わりになってわざと
捕まった。空ではみんながとべないホタ
ルのことを思っていたのである。

18 幼児～小学 アニメ

００２１３
いじわる狐ランボー
ランボーのなみだ

やっかいもの扱いにされている子狐ラ
ンボーを森の仲間達が七夕祭りに招待
する。しかし、彼は「みんなで俺をだま
す気だな」と警戒するのであるが・・。い
じっぱりのランボーが生まれて初めて
見せた涙の秘密を感動的に描いてい
る。ランボーシリーズ第２弾作品。

15 幼児～小学 アニメ

００２１４
小さな家族－おばあ
ちゃんがいてぼくがい
た－

ドイツ文学賞を授賞した「おばあちゃ
ん」（ペーター・ヘルトリング作）の映画
化。交通事故で両親を失った孫を育て
ることになったおばあさんは、毎日の生
活の中で「勇気を持って生きる」ことを
教えていく。

55 中学～一般 劇映画

００２１５ すてきな坂

武は小学校４年生、父を７年前に交通
事故で亡くし、母良枝と二人で、屋台
ラーメンを手伝いながら生活している。
そんな二人と、学校へ、塾へと追われ
るクラスメートとの友達関係などを描い
ている。

52 小学～中学 劇映画



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００２１６
おじいちゃん元気に
なってね！

近所で顔見知りの頑固じいさんと、公
園をいつもきれいに掃除している、やさ
しいおばあさんが入院していた。子供た
ちは、お年寄りを励ますため、クラス自
慢のブラスバンドでお見舞いに行く事に
した。お年寄り達は、熱い涙を流して喜
んでくれた。

47 小学～中学 劇映画

００２１７ 原爆の子

戦争も原爆も知らない現代の少年少女
に、太平洋戦争の末に広島で起きた悲
劇を伝え、そこで亡くなった人々の願い
を受け継いで、今生きている私達が何
をしなくてはならないかを実写とアニ
メーションで訴えている。

60 小学～一般 アニメ

００２１８
この目の輝きを－子
ども会・その冒険と安
全－

ある子ども会で追跡ハイキングの計画
がたてられたことから引き起こされる出
来事の中で、母親達が本当の安全とは
冒険を通して小さな危険を克服したとき
に、はじめて培われるものだという事に
気づくまでを描いている。

30 一般 アニメ

００２１９
交通事故にあわない
ために

小学生の交通事故の中で大半を占め
ている「飛び出し」と「横断中の事故」に
焦点を当て、交通事故にあわないため
には、交通ルールやマナーを守ること
がいかに大切で、どのような点に注意
を払えばよいか、分かりやすく描き、子
供の交通事故防止に役立つようになっ
ている。

18 小学 特別活動

００２２０
ＮＯ！というのも親の
愛

子育ては親と子の本音のぶつかり合
い。口論、大ゲンカその中から本当の
親子のきずなが生まれてくる。それに
は、しっかりとした親の生き様が必要で
ある。現在の家庭教育に失われている
ものは何かを教え、親と子のあり方を
示唆している。

30 一般 家庭教育

００２２１ 君は素晴らしい

勉強に自身を失いがちなわが子に、
「君は素晴らしい」とその能力を引き出
し、勇気を与えた父親と、今では大工と
していきがいをもつ息子とのかかわりを
描いたもので、子供に対する父親のあ
り方についてとらえている。

30 一般 家庭教育

００２２２ 山の太郎グマ

子供達と仲良しの太郎熊の家族に、突
然大鷲が現れ一頭の子熊を谷に連れ
去って行った。さあ、大変、子供を助け
るために谷へ向かう太郎熊。そして、大
鷲を見つけ、激闘の末、大鷲をやっつ
け、無事子熊を助けることができた。
（椋鳩十原作）

25 幼児～小学 アニメ

００２２３ 太陽になったいぬ

子犬のタプチョプは太陽になりたいと言
い出した。お日様に頼みに行くと、すぐ
太陽にしてくれた。それから次々に雲、
風、アリ塚、水牛、ツタと変わってやは
り子犬に戻りたくなった。森の仲間の優
しさに気づいたタプチョプをお日様は子
犬に戻してあげた。

20 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００２２４ 木龍うるし

木下順次原作「木龍うるし」を素材に映
画化したもので人の良い藤六と欲張り
の権八の二人のきこりが、湖の底で見
つけたウルシをめぐっておりなす物語。

20 幼児～小学 アニメ

００３０１ 青い山脈’８８

青春文学の名作と称えられる石坂洋次
郎原作の「青い山脈」を現代の視点で
映画化したもので、青森県の私立女子
校を舞台に、先生と生徒、大人と子供
の関わりを真摯に描いていく。卑猥なラ
ブレターがもとで学校中が大騒ぎに発
展しそうになる。

108 一般 劇映画

００３０２ ガッツ親父とオサム

孤独な生活の中で、しだいに心が荒ん
できた小学校４年のオサムが、トラック
での初めての父子の旅で純真な心を
取り戻していく過程を美しい風土を背景
に、生き生きと描いている。現代社会の
歪みのひとつである親子の断絶を描
く。

56 小学～一般 劇映画

００３０３ あの雲に歌おう

東京から山村に引っ越してきた４年生
の正明。不便な村の生活に不満な正
明。そんな正明に、独り暮らしのおばあ
さんは、自然の素晴らしさをたくさん教
えてくれる。村を離れるおばあさんに正
明たちが贈ったものは、・・・・。

49 小学～一般 劇映画

００３０４
別れ…わかんない…
どっちでも…

「別に」、「わかんない」、「どっちでも」こ
れらは、子供達や若者達の間で、ご都
合主義に使われる言葉だ。無気力で、
努力を嫌う子供達によく使われるが、な
ぜいけないのか、どうすればいいの
か。ごく自然な親子の生活の中に、そ
の原因と解決策を探る。

30 一般 家庭教育

００３０５
心ふるえています－
思春期のまがり角－

「盗み」に走る子供は、何を求めている
のだろうか。それで何を得、何を失って
いるのだろうか。思春期の子供達の抑
圧された心理状態をつぶさに描き、非
行の原因を家庭や親のあり方に探り、
親子の強い絆が必要であることを訴え
る。

31 一般 家庭教育

００３０６
寝たきりゼロをめざし
て

日本の寝たきり老人は、欧米諸国に比
べ、数倍多いが、その数を減らす方策
を見つけるべく、先進国の事例やわが
国の医療機関、福祉関係、地域活動の
事例を紹介しながら、寝たきり老人を減
少させるための考え方やポイントを具
体的に示す。

34 一般 高齢者

００３０７
おばあちゃんは何処
へ

独り暮らしの郷里から東京に出てきた
おばあちゃん。夕食のおかずも、孫の
嗜好を大事にしてくれというおばあちゃ
ん。三世代が暮らしを共にしていくため
には、自分を出しながらも相手を理解
することが大事だと訴える。

35 一般 高齢者



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００３０８ 地球と環境

熱帯林の破滅、地球の温暖化、酸性
雨、オゾン層の破壊海洋汚染等、地球
規模の環境破壊の原因は私たちの身
近な暮らしにある。地球の未来を守る
ために、何をすることが大事なのか、一
人ひとりがとるべき行動、考え方を取り
上げている。

20 小学～一般 環境

００３０９

ぼくがおじいちゃんで
おじいちゃんがぼく－
明るい長寿社会をめ
ざして－

５年生の健児は、がんこなおじいさんと
けんかをしたりしかられたりしている。
お互いの気持ちが理解できないため
だ。ある日、おじいさんと健児の体が入
れ替わってしまう。しだいに相手のこと
を理解できるようになった二人は・・・・。

32 小学～一般 アニメ

００３１０ 鉢かづき姫

昔、河内の国の備中守に女の子が生
まれた。「１４になったら、頭に鉢をかぶ
せろ」というお告げがあった。その通り
にすると、子供たちのいじめにあった。
母も亡くなり、継母に家を追い出された
姫。一生懸命働いていると、やがて幸
せがやってきた。

34 幼児～小学 アニメ

００３１１ くまのおいしゃさん

たくさんの動物たちが暮らしている森の
中で尊敬されているのが、くまのお父さ
ん。日曜でも夜でも働くおいしゃさんだ。
家族愛、隣人愛、信頼、優しさ、思いや
り、安全などについて考えさせ、幼い子
供たちの心情をはぐくむ。

23 幼児～小学 アニメ

００３１２ ホシガリ姫の冒険

お姫様カトリーヌ。とてもわがままで、
何でもすぐほしがるので、「ホシガリ姫」
と呼ばれている。 魔法使い のおばさん
が、わがままを懲らしめようと、魔法を
かける。姿を変えられ、城を追い出され
た姫の運命は・・・・。

20 幼児～小学 アニメ

００３１３ たぬきの糸車

山奥のきこりの家に毎晩のようにやっ
てきて、いたずらをするたぬきがいる。
きこりがわなをかけた。おかみさんが糸
車を回すまねをするようになったある
晩、小屋の裏のわなにたぬきがかかっ
た。

12 幼児～小学 アニメ

００３１４
夢ものがたり－落語
「芝浜」より－

魚屋の勝五郎は、きっぷがよくてお人
好しだが、けんかっぱやく大酒飲み。あ
る日、浜で一服していると、大金の入っ
た財布を飼い犬が拾ってきた。さっそく
仲間を集めて、どんちゃん騒ぎ。賢いお
かみさんは、大家さんに相談して・・・・。

20 一般 アニメ

００３１５ サッツゥのきじ

サチ子は車椅子の少女。大好きなおば
あちゃんが死んだショックから、立つこ
とも話すことも出来なくなった。庭にキ
ジがやってくるようになった。出稼ぎの
父から届いた学用品でキジの絵を描き
始めた。「父ちゃんをびっくりさせてやろ
う」。

54 一般 劇映画



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００３１６ エミリーがやってきた

６年生の健一の家に、同じ年のエミリー
がやってきた。健一は、恥ずかしくて挨
拶すらできないが、エミリーは大人の中
にも気持ちよく溶け込んでいく。これ
が、健一にとってはおもしろくなく、二人
の間は険悪になっていく。エミリーが帰
る日が近づいてくる。

43 一般 劇映画

００３１７
どこか変だぞ子ども
のからだ

体位、体格は向上したが、姿勢の悪い
子、アレルギーの子、朝からボーッとし
ている子が多くなった。なぜ、そうなる
のか。このままにしておけばどうなるの
か。子どもの心や健康を守るために大
人はどうすればよいかを分かりやすく
解き明かす。

32 一般 保健体育

００３１８ はれときどきぶた

３年生の則安君、日記をお母さんに読
まれて頭にきた。「ようし、デタラメなこと
を書いて、お母さんをびっくりさせてや
ろう。」  ところが、実際にびっくりしたの
は、則安君の方だった。大きな蛇がトイ
レにいたり、ぶたが空を・・・・。

38 幼児～小学 アニメ

００３１９ 化けくらべ

「ごんべえだぬき」と「へらこいぎつね」
が、化けくらべをすることになった。たぬ
きたちは、「嫁入り行列」に化けた。お宮
の前に来ると、きつねが化けたまんじゅ
うが落ちていた。たぬきたちは我先にと
びつき、化けの皮がはげてしまう。たぬ
きたちは・・・。

21 幼児～小学 アニメ

００３２０
よいこのたのしいクリ
スマス

サンタクロースの夢、クリスマスのファ
ンタジーを子どもたちに伝えるミュー
ジックアニメーション。大グマ、子グマの
司会で紹介される曲は、もろびとこぞり
て、ジングルベル、サンタクロースが
やってくる、あかはなのトナカイ等、全９
曲。

25 幼児～小学 アニメ

００３２１
一人ぼっちの狼と７
ひきの子やぎ

みんなから恐れられているオオカミが、
パパとママが留守のやぎの家に忍び込
んだ。｢みんな食べてしまうぞ。｣する
と、７匹の子やぎは、「おじちゃん、だー
れ。オオカミは、声が優しく、手も白い
筈よ。」オオカミの手をとって踊り始め
た。

18 幼児～小学 アニメ

００４０１ お兄ちゃんありがとう

息子のために企業戦士をおりた父。息
子に筋ジストロフィの診断が下される
と、酒に溺れ失業。娘は非行に走り家
庭の崩壊になりかけていたが、息子の
生まれてきたことを詫びる日記を見た
家族は・・・・・。

52 小学～一般 家庭教育

００４０２ しっぽのない子ねこ

しっぽのない子ねこペレが、街に住む
ようになった。野良猫でガキ大将のモン
スは新入りのペレが気に入らず、邪魔
をする。ペレは手柄をたてて人気が高く
なる。モンスは、街中の猫たちから恐れ
られているブルドッグをけしかけてペレ
を街から追い出そうとする。

60 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００４０３ 空高く夫婦とんぼ

長年連れ添ってきた夫が脳卒中で倒れ
入院生活をするのをきっかけに、妻は
リハビリ、介護に取り組む過程で、お互
いのかたいきずなに気づき、夫婦のあ
り方を、見つめなおし、豊かな人間関係
を結ぶことの大切さを確かめていく。

30 一般 高齢者

００４０４ ぼくのじしんえにっき

すごい地震で街はメチャメチャになり、
水をめぐって街では小競り合いも起き
ている。買い物も時間がかかる。伝染
病がはやり、たくさんの人が死んだ。ぼ
くの絵日記もいよいよ最終ページ。６０
年後にまた起きるかもしれない大地震
に備えていろいろと空想した。

23 小学 特別活動

００４０５
親父が街に帰ってき
た

毎月第二土曜日の夜、地区のセンター
に父親、母親たちが集まってくる。子ど
ものこと、地域のことなどを定期的に話
し合っているのだ。仕事人間で地域に
無関心な夫たちが、如何にして地域に
帰ってきたかの体験レポートである。

31 一般 地域活動

００４０６ 太郎ｹ池の夏まつり

北国の山の麓にある小さな村の美しい
池。ここには、ガマどんという妖怪が住
んでいると源太郎じいさんは信じてい
た。孫の太郎が１０歳の夏祭りの日、タ
ライ競争があり、花子のタライがひっく
りかえった。飛び込んで花子を助けた
太郎は、力尽きて・・・・。

30 幼児～小学 アニメ

００４０７ 根気強い子に育てる

哲也の根気のなさは、クラスでも有名
だった。それは、家族の過保護・過干渉
によるものであるらしい。試行錯誤を重
ねながら、哲也の根気のなさを正して
ゆく家族。それに応えようとする哲也。
両方の様子を描きながら、親の役割と
責任を問いかける。

31 一般 家庭教育

００４０８
いじわる狐らんぼー
の勇気

平和な森に、暴れ者の狼ドラゴンが現
れた。その強さに惹かれてランボーはド
ラゴンに従うが、ドラゴンの暴れっぷり
は止まらない。ランボーを助け出すた
め、ドラゴンを追い出すために森の仲
間たちが力を合わせる。そして、森にふ
たたび平和が訪れた。

15 幼児～小学 アニメ

００４０９ 素敵なボランティア

ボランティア活動に生きがいをもって励
んでいた70代の婦人が足を怪我して、
ボランティアの受け手にまわって気づい
たことは・・・。そういう体験を通して、望
まれるボランティア、まことのボランティ
ア精神とはどういうものであるかを考え
る。

31 一般 福祉

００４１０
メイプルタウンの特別
活動

「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。「飛び出
し」の危険性、「正しい横断の仕方」「交
通ルール」はなぜ大切なのかなどを教
えます。

14 幼児～小学 特別活動



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００４１１ 坊ちゃん

親譲りの無鉄砲で損ばかりしている「坊
ちゃん」。四国の物理学校を卒業して、
四国の松山の中学校へ赴任。田舎の
生活に窮屈さを感じた「坊ちゃん」は、
四国を去った。

48 小学～一般 アニメ

００４１２ 長靴をはいた猫

ある村に住んでいた貧しい粉ひきの親
子。ふたりの兄は怠け者で、一番下の
弟は働き者だった。父親がなくなると、
一番目の兄は水車小屋を、二番目はロ
バをとり、働き者の弟には猫が残った。
しかし、弟に長靴を作ってもらった猫
は、知恵をどんどんはたらかせて弟を
公爵にしてしまう。

43 幼児～小学 アニメ

００４１３ 風の見た少年

法務省主唱「社会を明るくする運動」の
広報映画。この運動は、すべての国民
が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人
たちの更生について理解を深め、それ
ぞれの立場において力を合わせ、犯罪
や非行のない明るい社会を築こうとす
る国民運動。

45 小学～高校 青少年

００４１４ ひげ先生と子供たち

美しい大自然を背景に、四季折々の風
物に学ぶ山の小さな分校の子どもたち
と、先生の温かい心の触れ合いをド
キュメントタッチで描く。

46 小学～一般 劇映画

００４１５ リトルツインズ
不思議がいっぱいつまったコロックル
島に住む小さな双子のお話。

25 幼児～小学 アニメ

００４１６ なっちゃんのケヤキ

マンション建設で伐られる運命であった
一本のケヤキを「何とか残したい」とい
う子供たちの純真な気持ちと行動が大
人たちを動かし、ケヤキを残した、東京
都中野区で現実にあった話を脚色し映
画化したものである。

30 小学～一般 アニメ

００４１７ 金色の足あと

子ギツネを救い出そうと、あの手この手
を駆使して挑戦する親ギツネの限りな
い愛。少年の目にどのように映ったか。

28 小学～一般 アニメ

００４１８
お母さんのやさしい
手

病床にある祖父に対する母の優しい行
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ある。

23 小学～一般 アニメ

００４１９ ぼくときどきぶた

則安君のクラスで発表会をやることに
なった。則安君の三班は紙芝居をやる
ことになった。すると紙芝居の中からま
おうがでてきたのだ。まおうはレーザー
光線を発射して・・・・・。

25 幼児～小学 アニメ

００４２０
わたしおてつだいね
こ

お手伝いの大好きな「ねこさん」が引き
起こす失敗の数々と、それをやさしく見
守る周囲の親切な人との交流を描く。

19 幼児～小学 生活

００４２１ 水仙月の四日

原作＝宮沢賢治。字幕が四回出るだけ
でナレーションなしの１２分。正に映像
が語る素敵な作。音楽が絵柄と一体で
素晴らしいナレーションとなっている。

12 小学～一般 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００５０１
ほのぼの交流日記－
お年寄りと幼児たち
～

保育園児たちが、特別養護老人ホーム
のお年寄りとの交流を通じていろいろな
ことを感じ学び、「思いやり」「気づかい」
などのやさしい気持ちを自然に身につ
けていく姿を追った記録である。

40 小学～一般 福祉

００５０２ 他人の子を叱る

公園で三輪車に乗って遊んでいる幼児
を中学生位の少年がエア・ガンで撃とう
としている・・・・そういう場面に出会った
時、あなたならどうするか、今、失われ
つつある地域活動の教育力の回復を
願って他人の子を叱る意味と留意点を
描きます。

29 一般 家庭教育

００５０３
心をむすぶ愛のハー
ネス

全盲の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、みごとに走
り抜いたことで多くの人々に勇気と希望
を与えた。

55 小学～一般 劇映画

００５０４ 不意の旅人

三十余年、行方の知れなかった男が、
彼の姪の家族と、同和地区に住む母子
家庭の一家に、様々な波紋を投げかけ
る。ひたむきに、真摯に生きる人々がく
り広げる人間ドラマの中で、次第に「見
えない差別」の実像が照射され、それ
ぞれの人々が自らの心を見つめ直して
いく。

55 一般 劇映画

００５０５
私たちのくらしと環境
汚染

ある家庭の「環境問題家族会議」を通し
て現在の生活を見直し、環境破壊、汚
染を食い止めるために私たちは今「何
をしなければならないか」を考える。

31 一般 環境

００５０６ こぎつねのおくりもの

峠に住むいたずらな三匹の子狐が化け
たお地蔵様は、戦争に行ったおばあさ
んの三人の息子にそっくりだった。おば
あさんは涙を流して抱きしめ、翌日から
毎日「おだんご」をお供えし、何やら楽し
そうに昔のことを語るのだった。

22 幼児～小学 アニメ

００５０７ 白い馬

羊飼いの少年スーホーと白い馬との美
しい愛情物語。おうぼうな王様は、彼ら
の愛を引き裂くが、少年は残された馬
頭琴の美しい調べで、モンゴルの人々
の悲しみと願いを歌い継いでいく。

21 小学 劇映画

００５０８ おかあさんの木

世界中を相手にするような大きな戦争
になって、男ばかり七人の子供を持っ
た一家にも戦争の荒波が押し寄せてき
た。息子を戦争に取られるたびに、お
母さんは裏の空き地にキリの木を一本
ずつ飢え、無事を祈った。戦争が終わ
り、息子は一人だけ帰ってきたとき、お
母さんは・・・。

22 中学～一般 劇映画



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００５０９ 木を植えた男

ジオノはたいへん貧しい家の出身。父
親は郊外に散歩に出かけたとき、ドン
グリを土に埋め、「いつかここに戻って
来れば、心地よい木陰と素晴らしい眺
めがお前を待っているだろう」と語った。
かなりの年月が過ぎ、ジオノが戻って
みると、木々は力強く成長していた。

30 小学～一般 アニメ

００５１０ お血脈

「まんが日本昔ばなし」のスタッフが落
語に挑戦！寄席の雰囲気そのまんま、
噺家の語り口、絶妙な間に合わせて楽
しいアニメが始まります。

16 一般 アニメ

００５１１ 春駒のうた

昭和２０年、山を背にした静かな山村。
炭焼きをしている文三に息子の戦死の
知らせ。その時生まれた息子の子供圭
治は、小学１年のとき小児麻痺にかか
り右足が不自由になる。文三は、圭治
を苦に閉鎖的になっていく。そんなある
日、圭治の絵が最優秀作品になった。

110 小学～一般 劇映画

００５１２ 健太のトンボ日記

都会に住む一人のひん弱な少年が、夏
休みに田舎の父親の実家で過ごすな
かで、」トンボ公園」を守り育てている地
域のおとなや子供たちの交流を通し
て、自然と触れ合い、トンボでさえ、生
きるために一生懸命であることを体験
を通して、心身ともに成長していく。

42 小学～一般 劇映画

００５１３
約束－アフリカ水と緑
－

アキラは１５年前、このアフリカで地下
水開発の指導をしていた父についてゆ
き、そこでカリムという少年と仲良しに
なった。そして今砂漠緑化計画の技術
協力のためにまたアフリカにやってき
た。カリムは、アキラの父の技術を受け
継ぎボーリング隊の隊長となっていた。

16 小学～一般 社会

００５１４
学校に行けないこど
もたち

登校拒否児に対する家庭のあり方を考
える。

30 一般 家庭教育

００５１５ さだ六としろ

昔、北の国に「さだ六」という猟師と「し
ろ」という秋田犬がいた。ある日、一匹
の大猪を撃った。猪は必死で穴の中に
逃げ込んだ。「さだ六」が覗いてみると、
親の傷を嘗めている猪の子供たちがい
た。

15 幼児～小学 アニメ

００５１６
いじわる狐ランボー
の秘密

森に新しくクマの親子が移って来た。一
人っ子のタンタンは弱虫で内気な性格
で、おねしょの癖もあった。それを知っ
た狐のランボーは毎晩タンタンの部屋
の外から「オネショの神様だ。起きるん
だタンタン」と声をかけてやるのだった。

15 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００５１７ 雪渡り

宮沢賢治の作品「雪渡り」をアニメー
ション化。子狐の紺三朗がヒゲをぴんと
ひねって、四郎とかん子に「今度幻灯
会に来てくれ」といいました。さあ、楽し
みにしていた幻灯会の日がやってきま
した。二人はいったんどんな体験をする
のでしょう。

23 小学～一般 アニメ

００５１８ 馬の田楽

頼まれたﾐｿの荷を馬に積んで来た男、
馬をつないだまま主人とよた話。帰ろう
と表に出ると馬がいない！あわてて回
りの人に聞いてみるがらちがあかな
い。知り合いの虎十朗が通りかかった。
「おらのﾐｿつけた馬しらねぇか？」「お
らぁこの年まで馬の田楽食ったことね
え」。

15 一般 アニメ

００６０１ 愛華ちゃんの地球

小学校６年生の少女が、学校の宿題を
すばらしい環境マンガにまとめ上げた。
それが新聞に紹介されて大反響を呼
び、ついに国連から「グローバル５００」
という賞まで受けた。遺作となってし
まったその作品を、愛華ちゃんが創り
出すまで短い生涯を描いた感動のアニ
メ。

33 小学 環境

００６０２ モンタの冒険
ゲスイドーって何だろう？動物村子ども
ｸｲｽﾞ大会に優勝できなかったモンタの
スリルに満ちた下水道探検の旅。

17 小学 生活

００６０３ 春ふたたび

恋人の涙と孫娘の優しさがおじいちゃ
んに夢と勇気をあたえた。そのおじい
ちゃんの心の軌跡を追いつつ、高齢者
がいつまでも心の若さと夢をもって明る
く生きることを願って。

30 一般 高齢者

００６０４ ハクちゃん行進曲

蔵王の自然の中で、大阪の小学生と秋
田犬「ハク」との心暖まる交流。都会の
子供と田舎の子供達との素晴らしい友
情。そして、人間と動物の愛のドラマが
大きく育ちます。

50 小学～一般 道徳

００６０５
おーい竜馬！　負け
るな！泣き虫竜馬

坂本竜馬は、明治維新の時代に日本
中をかけまわって大活躍した人物。江
戸地代から近代日本への橋渡しをした
竜馬はただ偉いだけじゃなく、日本歴史
上もっとも人気のある男だった。それは
竜馬がおおらかで明るくて何より優しい
人だったからです。

38 幼児～中学 アニメ

００６０６
小学生のボランティ
ア入門

現代の子供達には、自分で判断し行動
する力や、相手を思いやる気持ちなど
が欠けていると言われます。ボランティ
ア活動は自主性や社会性などを育てる
ことができます。この映画はボランティ
ア活動に取り組んでいる小学生の姿を
紹介します。

28 小学 特別活動



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００６０７
アメリカのボランティ
ア活動

ボランティアの活動なしに社会生活は
成り立たないといわれているアメリカ。
その活動の原動力は何か。この作品は
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
描きながら、アメリカ社会を支えている
ボランティアの心を考えます。

30 小学～一般 福祉

００６０８
山に輝くガイド犬平治
号

この映画は実話と原作に基づいて創作
されました。九州の屋根、くじゅう連山
で長年登山者の命を守り、多くの人々
に親しまれたガイド犬「平治」の物語で
す。

28 幼児～小学 アニメ

００６０９
気づいたときが変え
るとき

子育ては試行錯誤の繰り返しです。過
ちに気づいた時を出発点にして、親が
自分を変える限り子育てに手おくれは
ないのです。親が変われば子供も変わ
るのです。

31 一般 家庭教育

００６１０
おかあちゃんごめん
ね

原作は、大阪の「戦争体験を記録する
会」がまとめた記録のひとつ。当時６歳
だった浜野絹子さんの体験をもとに、平
和教育の素材として一冊の本にしたも
のを、人形アニメとして映画化したもの
です。

26 幼児～小学 アニメ

００６１１
自主性を育てるアメリ
カの家庭・学校・地域
活動

自ら主体的に考え、判断し、行動する
子供を育成するにはどうしたらようか。
自主性を持つ人に育つことを念じて、
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、学校教育と
共に生活体験や自然を体験する学校
外活動の両方が必要だということを訴
えます。

30 一般 家庭教育

００６１２ 愛は海より深く

揺れ動く国際社会の中、差別と闘い貧
困を乗り越え力強く生き抜いていく姿を
描く。差別のない明るい国際社会を願
い、外国人から見た人権意識に視点を
あてる人権啓発ドラマ。

55 小学～一般 劇映画

００６１３ 腕白たちの宝もの

ワンパク少年達が、親達の生き方から
愛情を、友達との付き合いから友情の
大切さを、そして地域の人たちから人
情を学び、大きく成長していく姿を描き
ます。

48 小学～一般 道徳

００６１４
ミッキーマウスとゆか
いな仲間たち

クリスマスが近づきました。ミッキーとプ
ルートはクリスマスツリーを立てようと
相談し、森に出かけることになりまし
た。お家の外は一面の雪景色です。

10 幼児～小学 アニメ

００６１５ いたずらあまんじゃく

いたずらっ子のあまんじゃくと少女が自
然の中で心を交流していくさまが、おさ
えた色調の中でやわらかく伝わってき
ます。

22 幼児～小学 アニメ

００６１６ 童謡物語

全国各地を移動する養蜂の家族が主
人公。日本ならではの美しい山野の風
景を織りまぜながら新緑が香る信州を
舞台に、養蜂家族とその土地と関わ
り、人間とのふれあいが詩情豊かに綴
られていく。

58 小学～一般 青少年



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００６１７
ミンキーモモ　お願い
サンタクロース

クリスマスが近づいたある日、ふとした
友達の会話からサンタクロースからの
贈り物をめぐって、モモの大冒険が始
まります。

25 幼児～小学 アニメ

００６１８ 金色のクジラ

白血病の弟のために、自分の骨髄を差
し出したツトム君の愛と勇気、家族愛と
友情の物語をファンタスティックに謳い
上げた作品。

25 小学 アニメ

００６１９
へんてこなボランティ
ア

独り暮らしのお年寄りと中学生の、深
く、さわやかな交流ボランティアとはこ
のように助けるものと助けられるものの
区別はなく、共に生き共に体験し、共に
喜びあうことであるということを中学生
の目を通して考えます。

46 小学～一般 アニメ

００６２０ わすれるもんか

雪の降りしきる夜に開かれた、目の不
自由な正彦のギター演奏会を中心に、
物事を差別意識や偏見でみるのでは
なく、ありのままをまっすぐにみて、人
間としての連帯の輪を広げていくことを
訴えます。

40 小学～中学 アニメ

００７０１ 青年たちの世紀 ノルウェーの人々の暮らし 21 一般 青少年
００７０２ アメリカの市民たち アメリカの人々の暮らし 22 一般 青少年
００７０３ 森と湖の国 スウェーデンの人々の暮らし 20 一般 社会

００７０４
石油不足時代を迎え
て

石油危機に備えた備蓄と省エネルギー
27 一般 環境

００７０５ 明日へ歩む 国際障害者年の記録 30 一般 福祉
００７０６ 緑と人々の暮らし 日本における人々と緑の関わり 27 一般 環境
００７０７ バイオテクノロジー バイオテクノロジーの進歩と可能性 30 一般 理科

００７０８
自立発展という名の
木を植えよう

国際協力の現場で働く青年海外協力
隊の姿を描く

27 一般 青少年

００７０９ 日・韓新時代をひらく
昭和58年中曽根総理の日韓首脳会談
の記録

30 一般 社会

００７１０
内閣制度創始百年記
念式典

昭和60年の内閣制度創始百周年式典
の記録

39 一般 社会

００７１１
世界の平和と繁栄の
ための日米協力に向
けて

昭和62年中曽根総理のアメリカ公式訪
問の記録 39 一般 社会

００７１２ 日欧新時代の幕開け
昭和63年竹下総理の欧州４ヵ国の歴訪
の記録

24 一般 社会

００７１３
日米協力の新たな門
出

平成元年竹下総理の日米首脳会談の
記録

20 一般 社会

００７１４
平和と繁栄をめざし
て

平成2年海部総理のアジア・インドネシ
ア訪問の記録

29 一般 社会

００７１５
アジア近隣諸国と関
係強化のために

平成3年海部総理の中国・モンゴル訪
問の記録

26 一般 社会

００７１６
それからの季節－自
然の時のめぐり　更
年期を考える－

女性なら誰でも訪れる更年期について
考える 30 一般 高齢者

００７１７ いつも一緒に

ふとしたことから、こわれた友情－、そ
こに起こった二人の中学生の心の動
き・反省・動揺を描き、それを通して、心
から信頼できる友だちを持つことの大
切さや、友情を育てていくことの大切さ
を考えさせる。  東映

21 小学～中学 道徳



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００７１８
トンボがかたる自然
環境

種類によって住む場所を異にするトン
ボは、自然環境の変化・良否を知る重
要な指標である。かつてはどこでも見
ることのできたトンボの姿を通して、自
然のあるべき姿を映す。
東映

26 小学～一般 環境

００７１９ 夫の定年　妻の定年

高齢化社会を迎えた今日、二人だけの
人生の長い午後を有意義に過ごすに
は、夫と妻はどういう関係をつくってお
かなければならないかを考え、そのた
めには、何より中年の早い時期からの
心の準備が必要であることを訴える。
東映

32 一般 高齢者

００７２０ 心の中のふるさと

自然をバックに、学ぶことに対する少年
のひたむきな情熱と、その情熱をなんと
か実現させたいという家族の純朴な愛
情を通して、真の意味での｢教育｣の姿
を教える。東京現像所

40 一般 家庭教育

００７２１ 阪神大震災

地震の発生から一ケ月間という時間経
過を縦糸にして、刻々拡大した被害規
模や、避難民の生活上の様々な問題
点の発生と、これに逐次対処してきた
神戸市災害対策本部を中心にした救
援活動の両面を描く。        教配

30 一般 特別活動

００７２２
がんばれ、まあちゃ
ん

生まれつき耳が聞こえなく、話しもでき
ない５歳のまあちゃんが、障害にぶつ
かりながら、温かな家庭に見守られて
成長していく姿を、姉「かよ」の目を通し
て描く。
共和

48 小学 福祉

００７２３
日本一短い『母』への
手紙

「日本一短い手紙」コンクールに寄せら
れた「母への想い」を詩情豊かな音楽と
アニメファンタジーでつづる、１１作品。
教配

32 小学～一般 アニメ

００７２４ 鬼がら

ある村に住むなまけぐせの若者与助
は、ある日、仕事をほうりだし、山に逃
げこんだが、そこで鬼の抜けがら  （鬼
がら）を見つける。鬼がらを着こんだ与
助は、村へおりて悪事を重ねていく。そ
のうち抜けがらを脱ごうとするが、鬼が
らはどうしても脱げない。        教配

27 幼児～小学 アニメ

００７２５ 転失気

ある寺の和尚さんは体調がすぐれず、
掛かり付けの医者に診てもらう。「転失
気」はありますかと尋ねられた和尚は、
「転失気」とは何か知りません。しかし
持ち前の強情さゆえ、知らないとは言
えず、ないと答えた和尚。さて、「転失
気」とは一体何でしょうか？    教配

21 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００７２６
子どもの意欲を育て
る

親は、子供の行動的意欲を善導し自己
確立への基礎を培わせることが大切で
ある。これに拍車をかけるのが、子ども
の純真さを失わせない大人の気配りで
あることを訴える。
教配

32 一般 家庭教育

００７２７
サンタの山　妖精の
森　第１章　ひっこし

サンタの家に住みつき手伝いをしてい
る妖精トントは、北極の自然の厳しさに
ネを上げ、サンタをおいて引っ越してし
まった。そのあとトントたちは、サンタを
呼び寄せるため、プレゼント配りの途中
を狙ってサンタ捕獲作戦を開始する。
そしていよいよ12月24日・・。  教配

32 幼児～小学 アニメ

００７２８
サンタの山　妖精の
森　第２章　サンタの
ダイエット

結婚したサンタは、奥さんのイルマの手
料理に体重が急増し、ダイエットを決
意。そんな時クリスマス嫌いの姉のヴェ
レッタが訪ねてきた。イルマの夫がサン
タと知った魔女のヴェレッタは、あの手
この手を使ってサンタのダイエットの邪
魔をしようとするが・・・。    教配

33 幼児～小学 アニメ

００７２９ 風のかけ橋

ある日公園で､１人の老人と知りあう小
学４年生の良太｡ふだんは学校でいじ
めにあっている良太と、孤独な老人は
世代をこえて友達になる。そしてある
日、２人は近くの森へ昆虫採集にでか
けた。そこで彼らは、昆虫や動物の住
む森を守ってやるのは人間であること
を学ぶ。

41 小学 環境

００７３０
どすこいワンパク土
俵

ある日父親に無理やり相撲部屋開放に
連れていかれる。最初は裸になってま
わしをすることにさえ抵抗をもっていた
彼だが、二子山親方の「辛抱」の言葉
に支えられ、「わんぱく相撲全国大会」
に出場する。        東映

59 幼児～小学 アニメ

００８０１
こだわりから優しさへ
中高年の性を考える

性には、生殖のための性の他に、コミュ
ニケーションの性、快楽の性という側面
もある。中年にさしかかり、からだや心
に衰えや変化が起こってくる頃、私たち
は、性をどうとらえたらよいか。また、性
には個性がある。親密さや安らぎ、愛
情や存在の確認等、中年から老年へ
向けて心地よく豊かに暮らすために、
性の可能性をもう一度考えてみよう。

30 一般 家庭教育

００８０２ 注文の多い料理店

仲のよい都会の紳士ふたりが犬を連れ
て漁に出かけた。空腹になったふたり
は、山奥で西洋料理店「山猫軒」を見つ
け、大喜びで中へ入る。さて、どんな料
理がでてくるのか。そして、ふたりの紳
士は・・・？

23 小学～一般 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００８０３
いじわる狐ランボー
のうそ

湖の子ガモに矢が刺さっていた。疑わ
れたランボーは、「犯人は人間だ！」と
思わず叫んだ。その嘘に気づいたヤギ
じいさんは、今までにない厳しさでラン
ボーを叱るとともに、嘘をつくことの罪
の大きさをランボーに諭すのだった。

15 幼児～小学 アニメ

００８０４ 銀色のシカ

ジャック少年は、銀色のシカを見たと
言ったことで、村人から嘘つき呼ばわり
されてしまう。毒キノコを食べて苦しむ
モグラのハナモグのために、薬となる青
い木の実を探しに悪魔の森へ駆け出す
ジャック。ハナモグが元気を取り戻した
とき、人々の前に銀色のシカが姿を現
した。ジャックの疑いは晴れ、人々は人
を信じるようになった。

21 幼児～小学 アニメ

００８０５
ファイナル・ファンタ
ジー第１巻〔風の章・
炎の章〕

「ＦＦ５」の勇者バッツの末裔・老人ハシ
ムは、風のクリスタルの危険を察知し、
孫娘のリナリーと少年プリッツを風の神
殿へと送り出す。ところが、リナリーがク
リスタルに手を触れた瞬間、クリスタル
は彼女の体の中へ潜り込んでしまう。
そして、その中から伝説の勇者の一人
だったミドの霊体が出現し・・・。

50 小学～一般 アニメ

００８０６
ファイナル・ファンタ
ジー第２巻〔滝の章・
星の章〕

ミドからラーデビルの恐ろしい企みを聞
いたタイクーンの女王レナは、リナリー
たちにそれを阻止するように依頼する。
タイクーンの守護神・飛竜を目覚めさせ
るために飛竜の塔へ向かったリナリー
たちだが・・・。

50 小学～一般 アニメ

００８０７
マザーテレサとその
世界

「死を待つ人のホーム」で死んでいく
人々の最後を看取る修道院「愛の宣教
師たち」の創設者マザー・テレサ。カメラ
はそのマザーと共に生きるシスター、ブ
ラザー達に焦点をあて、奇跡とも言える
人間の生き方を記録。

55 一般 福祉

００８０８ 双子の星

双子のお星様は、毎晩笛を吹くのが役
目です。役目が果たせないと海に落ち
てヒトデになってしまいます。ある日、お
星様は大ガラスとサソリのケンカに巻き
込まれてしまいます。笛は吹けるでしょ
うか。

24 幼児～小学 アニメ

００８０９ グスコーブドリの伝記

きこりの子どもグスコーブドリは、森の
中で幸せに暮らしていたが、ある年の
冷害で飢餓に見舞われ、家族がばらば
らになってしまう。ブドリは、ひとりで生
きていかなければならなくなった。「てぐ
す工場」も「沼ばたけ」も不運で出て行
かなければならなくなる。そしてブドリ
は・・・。

80 一般 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００８１０ 氷河ねずみの毛皮

イーハトーブの駅からベーリングへ向
かう最大特急・夜行列車が出発した。
乗客の中には、豪商のタイチや船乗り
の若者、赤髭の男などがいる。途中、
列車は急停車し、人間の格好をした白
熊たちが乗り込んできてタイチを捕らえ
た。そのタイチを助けたのは、同じ列車
に乗っていた若者だった。

24 小学～一般 アニメ

００８１１ 猫の事務所

軽便鉄道の停車場の近くに、猫の歴史
と地理を調べる猫の第六事務所があっ
た。黒猫の事務長、一番書記の白猫、
二番の虎猫、三番の三毛猫、四番のか
ま猫が働いていたが、かま猫はみんな
に冷たくされていた。そんなかま猫が、
あるとき獅子に変身して、第六事務所
をつぶしてしまった。

22 小学～一般 アニメ

００８１２
よっちゃんの不思議
なクレヨン

よっちゃんは、おばあちゃんから描いた
ものが本物になって出てくる、不思議な
クレヨンをもらった。たくさんの果物を描
いて動物たちにあげるよっちゃん。とう
とう黒と茶と白のクレヨンだけになり、悲
しくなったよっちゃんが画用紙を茶で塗
りつぶすと、濁流があふれ出し森の
木々を襲っていった。考えたよっちゃん
が黒と白のクレヨンで描いたものとは？

22 幼児～小学 アニメ

００９０１
ドラゴンクエスト列伝
ロトの紋章

まだ幼く、弱々しかったアルス少年が、
養成たちの頼みにより、勇気を振り絞っ
て邪悪の花・マンイーターを倒す。妖精
の里に平和な生活を甦らせた奮闘物
語。

45 幼児～中学 アニメ

００９０２
すばらしい私のおじ
いちゃん

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
ちゃんだけど…。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。

35 幼児～中学 劇映画

００９０３
おーい竜馬！　母の
優しさを胸に

弱虫で泣き虫でおまけに勉強もからっ
きしダメだった坂本竜馬がどのように
育って歴史に名を残すようになったか
を描いているアニメである。

38 幼児～中学 アニメ

００９０４ 鬼の子とゆきうさぎ
鬼の子と人間の女の子ユキの不思議
な友情の中からやさしさおもいやりの心
家族のぬくもりを伝える。

22 幼児～中学 アニメ

００９０５
地球人になろうシリー
ズ　中学生のボラン
ティア入門

このかけがえのない地球に住み、いろ
いろな体験をする中学時代。この時期
に机の上では学べないような体験をす
るために、ボランティアに関心を持つこ
とを願い制作されている。

28 中学 特別活動

００９０６ 空へ！夏のエール

非行へ走り保護観察処分となった中学
３年の少年が、地域の人たちとともに奉
仕活動に励む中で、立ち直っていく様
子をとらえている。

45 小学～高校 道徳



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

００９０７ おおきなかぶ

ロシアの民話。おじいさんが植えたか
ぶの種はすぐに芽を出し、やがてとて
つもなく大きなかぶになる。一人ではで
きないこともみんなの力を合わせれば
できることを描いたものである。

21 幼児～小学 アニメ

００９０８ 子どもを育む遊び
地方都市や大都市の住環境における
子どもの遊びの事例をとらえ、遊びのも
つ意義と大切さを訴えている。

28 一般 地域活動

００９０９ 裸の大将放浪記
「日本のゴッホ」と言われた画家山下清
の生涯を描いたものである。

117 小学～一般 劇映画

００９１０
少年モーグリ　(1)狼
少年モーグリ誕生

ジャングルの中に迷い込んだ赤ん坊は
狼の仲間としてやさしい狼夫婦に育て
られる。たくましく成長していく狼少年
モーグリの知恵と勇気と誇りにみちた
物語である。

25 幼児～中学 アニメ

００９１１
かんすけさんと不思
議な自転車

公園のそばにある林に住む子だぬきが
少年の姿になり、自転車屋のかんすけ
さんのお店にやってくる。かんすけさん
と子だぬき、お互いの気持ちがかよい
あうシーンがたくさん見られる、心暖ま
る作品である。

23 小学～一般 アニメ

００９１２ がんばれスイミー

小さな魚の兄弟たちは、いつも大きな
マグロに怯えていました。そこで、スイ
ミーはある名案を思いつきます。「みん
なで一緒に泳ぐんだ。海で一番大きな
魚のふりをして。」神秘的な海の世界に
生きる、魚たちの勇気と知恵！

26 小学 国語

０１００１ 星空のバイオリン

図画・手工展覧会で最優秀賞をとった
僖久二は、バイオリンの音色に魅せら
れ、自分でバイオリンまがいの楽器を
作る。16歳になった僖久二は、材料の
木材を求めて新潟の山奥に出かけ、炭
焼きの娘・香代に出会う。香代に惹か
れ、香代との結婚を夢見るが、日本は
世界相手の戦争に向かっていた。

88 小学～一般 アニメ

０１００２ ぼくのお姉さん

ダウン症の姉・ヒロ子をもつ正一は、そ
のことで友達にからかわれケンカに
なってしまった。こんな姉はいらないと
思った正一だが、ヒロ子のやさしさや強
さにふれ、次第にヒロ子を理解してい
く。宿題の作文の題名は「ぼくのお姉さ
ん」にしようと正一は決めた。

36 小学～一般 福祉

０１００３
いたずら狐ランボー
のあぶないいたずら

森の奥にある落とし穴のまわりは自然
の果実がいっぱい。でも、そこは立ち入
り禁止の危ない場所。みんなに果実の
ことをおしえたいランボーは、みんなを
連れて落とし穴のほうに入っていく。そ
して、深い穴の中に落ちてしまった。

16 幼児～小学 アニメ

０１００４
少年モーグリ　(2)狼
王アレキサンダー

モーグリの父アレキサンダーは、仲間
の狼を助け、自ら命を張ってシア・カー
ン（虎）と戦い死んでいった。モーグリの
目の前で勇気を持ってみんなを助けた
父の記憶は、いつまでもいつまでも心
に残るものだった。

25 幼児～中学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１００５ 地球を救う２５の方法

私たちは、地球規模の環境破壊に直接
関わっていないと思いがちである。しか
し、それは大きな間違いだ。本作品で
は、ユニークなパントマイムやイラスト
を駆使して、今すぐできることを具体的
に提案する。

28 小学～一般 環境

０１００６ かえだま日曜日

駅伝チームに集まった６人の子どもた
ちは個性がいっぱい。しかし、メンバー
の一人がけがで出られなくなり、ピンチ
ヒッターにはうり二つの女の子が・・・。
さぁ、どうなる！？

48 小学～中学 劇映画

０１００７ 子どもと話してますか

息子・尚也が学校へ行っていないという
連絡を受けた憲一。はじめは、なにも言
わない尚也に対して、紋切り型の言葉
ばかりをぶつけていた。しかし、本気で
取っ組み合いの喧嘩をしたことで、ふた
りは本音をぶつけあう。憲一は、子ども
と本気で向き合うことの大切さ、本気で
話すことの難しさを実感するのだった。

30 一般 家庭教育

０１００８
あきかんカンカラカン
コン

思いがけず『ユニセフ募金のための、あ
きかん回収委員会』の委員長になった
健介は、たくさんの試行錯誤を重ねな
がら、次第にボランティア活動に目覚め
ていく。「ボランティアは、特別なもので
はなく、誰かにちょっと手助けをしたい、
という自然な気持ちでやるもの」という
老人の言葉から、ボランティアというも
のについて考えていく。

31 小学 環境

０１００９
少年モーグリ　(3)お
きてよりも大切なもの

狩りの掟をやぶったモーグリの兄アク
ルは大怪我をする。モーグリはアクル
のために悪い猛獣のいる魔の山へ薬
草を採りに行く。命を捨てて闘うモーグ
リをジャングルの仲間は助ける。モーグ
リの勇気ある行動でアクルの怪我も治
り、狼仲間のすばらしい友情が芽生え
た。

25 幼児～中学 アニメ

０１０１０
ちいちゃんのかげおく
り

出征する前の日、お父さんは「かげおく
り」というあそびをちいちゃんに教えてく
れました。「かげおくり」がだいすきに
なったちいちゃん。空襲でひとりぼっち
になったときにも「かげおくり」をしまし
た。すると、体がすうっとすきとおって空
に吸い込まれていくのがわかりました。
空色の花畑のなかで、ちいちゃんはお
父さんやお母さん、お兄ちゃんに会うこ
とができました。

17 小学～一般 国語

０１０１１
聞いてよお母さん－
ぼく自分が恐いんだ
－

受験戦争や偏差値のことで頭がいっぱ
いの親とぶつかる隆。不満を溜め込ん
でいた隆だが、かつての担任の支えに
より家族に直接自分の思いをぶつけ
た。隆の必死の思いと教師の言葉に、
両親はふかく反省し、後悔をする。

33 一般 家庭教育



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１０１２
ムーミン　消えないお
ばけ

ムーミン家にお客さまがやってきた。で
も、そのお客さまは「おなけ」だった。お
ばけくんは、ママの料理に文句をつけ
たり、わがままを言ったりしてみんなを
困らせる。そんなおばけくんには悩み
があった。だれもおばけを怖がってくれ
ないのだ。そこでママが立てた計画と
は・・・？

25 幼児～小学 アニメ

０１０１３ 海ガメさんのちえ

海では暴れん坊の鯨、陸ではいばりん
坊の象がみんなを困らせている。知恵
と勇気を持った子ガメは、象と鯨を綱引
きさせ、カメの力の強さ（実は知力）を見
せつけようと考える。鯨と象は、互いに
相手が子ガメだと思って綱引きをし、疲
れきって子ガメの知恵の前に降参して
しまう。そして、みんなに平和が訪れ
た。

20 幼児～小学 アニメ

０１０１４ 魚が空をとんだよ

俊の住む漁業の町では、漁が少なく
なってきた。ある夜、俊は何かに呼び起
こされ、窓の外の暗い海から光る塊が
どんどん大きくなって空を飛び、森の中
に消えていくのを見た。そのとき俊の心
に、不思議な声が聞こえる。「魚が海に
たくさんすめるようになるには、海だけ
でなく森にも目を向けてよ」と。

25 小学 アニメ

０１０１５ ぼくへそまでまんが

ぼく、畠山則安。いつも失敗ばかりして
いる」10円やす」さ。今日、学校ではず
かしいことがあったんだ。妹、玉ちゃん
のパンツがトレーナーに洗濯ばさみで
とまってた。はずかしさで頭がいっぱい
になる。こんなときは・・・そうだ、まんが
にしてやろう。これからは、なんでもま
んがに書いてやる。

25 幼児～小学 アニメ

０１１０１
親もかわれば子もか
わる

息子・健一が突然キレた。母親をひき
ずりまわそうとする息子をなだめ、父親
は理由を尋ねる。すると健一は「なぜ怒
らないんだ」と、不満をもらした。健一と
向き合うために仕事を選んだ父親に、
健一は少しずつ心を開き、その苦しみ
をともに耐えることが、親にできる唯一
のことではないか、と父親は考えた。

26 一般 家庭教育

０１１０２
小さなバイキングビッ
ケ　大きな木馬の贈
りもの

南の火を噴く島にある宝物を探しに、バ
イキングたちは船で出かけた。そこで
ビッケが深い深い穴に落ちてしまった。
その穴は、なんと恐竜の巣だった。そし
て・・・？

23 幼児～小学 アニメ

０１１０３
小さなバイキングビッ
ケ　火山島探検

敵からプレゼントされた木馬の中には
敵がいっぱい。知恵を絞ったビッケたち
は木馬に網をかけ、敵を生け捕りにし
てしまった。敵の大将はビッケたちにあ
やまって捕虜を返してもらい、両方とも
仲直りをした。

23 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１１０４
ムーミン　はばたけ！
ペガサス

突然の大地震で、おさびし山がくずれ、
ペガサスの白骨がみつかった。白とピ
ンクの二頭のペガサスの絵を見なが
ら、ペガサスをみんなで復元すること
に。出来上がった復元のパーティーの
最中、二頭のペガサスは、心がひとつ
になって美しい光を放ちながら空高く舞
い上がっていった。

25 幼児～小学 アニメ

０１１０５
あしたぶたの日ぶた
じかん

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
貼ることにしたんだ。でも、本当のこと
は人を怒らせてしまうから「うそしんぶ
ん」に変えたんだ。これなら誰も怒らな
いし、かえってみんな喜んでくれるし
ね。さぁ、この先なにが起きるかな。

40 幼児～小学 アニメ

０１１０６ 笠じぞう

おじいさんは、おばあさんが作った笠を
町に売りに行ったが、ひとつも売れませ
んでした。しかたなく家に向かうおじいさ
んの前に雪をかぶった１１体のお地蔵
さん。おじいさんは、おばあさんの笠と
自分の笠をお地蔵さんにかぶせまし
た。そのことをおばあさんも大変よろこ
びました。そして、その夜・・・。

15 幼児～小学 アニメ

０１１０７ 絵からとびだしたねこ

らくがき好きの小坊主は、いつでもどこ
でも猫の絵を描いてしまいます。お寺を
追い出された小坊主は、泊まった荒れ
寺の壁いっぱいに猫の絵を貼りました。
すると、天井からバケモノがおりてき
て・・・。

15 幼児～小学 アニメ

０１１０８ おばけうんどうかい

今日は「おばけうんどうかい」。白組と
赤組で、勝ったほうがお屋敷で暮らせ
ます。強そうな赤組を見て、白組はしん
ちゃんに一日だけおばけになってもらい
ました。しんちゃんたち白組のおばけ
は、勝つことができるのでしょうか。

25 幼児～小学 アニメ

０１１０９
忍たま乱太郎　落第
忍者乱太郎

乱太郎ときり丸、しんべヱは、なかよし
３人組。夏休みの登校日、硝石を運ん
でいたしんべヱがドクタケ城の稗田八
方斎に襲われる。忍術学園のみんな全
員集合！！悪いやつらをやっつけろ！

45 幼児～小学 アニメ

０１１１０ はむこ参る！

めずらしい動物たちをひとり占めしてい
る腹黒悪三が許せない正義の盗賊は
むこは、腹黒の城へと乗り込んだ。かっ
こよく登場したはむこだが、動物たちと
いっしょに宇宙ロケットの中に閉じ込め
られてしまう。はたして、はむこたちは
動物たちを救い出せるのか？

20 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１１１１ なかよし村のケララ

ゴリラのゴン、犬のパム、猫のミー、タヌ
キのショータの４人は「なかよし村」に住
む友達同士。縄跳びをしていた４人に
気まずい雰囲気が流れたとき、ケンカ
や仲間割れがだいすきなケララが登場
し、さらに仲を悪くさせようとする。それ
でも、仲直りをしてどんどん仲良くなっ
ていく４人だった。

16 幼児～小学 アニメ

０１１１２
クマのミナクロと公平
じいさん

昔、公平じいさんが助けたミナクロが二
頭の小熊を連れてやってきた。じいさん
の牛を助けてくれたミナクロに、じいさ
んや孫たちは山をゆずってやるという。

23 幼児～小学 アニメ

０１１１３
幽霊屋敷でケーキは
いかが？

ドリモグ・ハナモグ兄弟は、毎日ケンカ
ばかりしているリーとヤンに会う。その
子どもたちロンとリンリンも仲が悪いと
思われているが、ふたりは本当は仲よ
しで、「ユーレイ屋敷」といわれる場所で
コンテストのためのケーキ作りに励んで
いた。ふたりのケーキを食べたリーとヤ
ンは、ふたりの気持ちを知り、仲直りの
握手を交わす。

22 幼児～小学 アニメ

０１１１４
ムーミン　「落ちてき
た星の子」

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ました。
家に連れて帰りますが、星の子は星に
帰りたくて泣いてばかり。驚いたことに、
その涙はどれも美しい星の粒でした。
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
返してあげようとします。

25 幼児～小学 アニメ

０１１１５

忍たま乱太郎　パー
ト７　「くノ一教室に潜
入せよの段」「しんべ
ヱがいないの段」

乱太郎たちのボールがくノ一教室に飛
び込み、先生の盆栽を壊してしまう。
ボールを取りに行ったしんべヱも戻って
こない。一年は組は、しんべヱ救出作
戦を開始。／しんべヱとボールを取り
返すためくノ一教室に潜入した乱太郎
ときり丸。さまざまな仕掛けを突破する
が、先生にみつかってしまう。ところが
その頃しんべヱは・・・。

25 幼児～小学 アニメ

０１１１６

忍たま乱太郎　パー
ト８　「父のかたきの
段」「夏休みがなくな
るの段」

乱太郎ときり丸は、早朝ランニングをか
ねて新聞配達のアルバイトを始めた。
そこへ「父のかたき！」と大ナタをふ
るって斬りかかってきたのは、白髪のお
ばあさんだった。／学園長の突然の思
いつきで、テストに合格した生徒だけが
夏休みをとれることに。テストの問題
は、１時間以内に学園内にかくされてい
る宝の珠を見つけること。

25 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１１１７

忍たま乱太郎　パー
ト９　「食堂取られ
た！の段」「温泉だ
あ！の段」

食堂のおばちゃんが留守の間に、食堂
が謎のおばあさん姉妹に乗っ取られ
た。一年は組は食堂取り返し作戦を開
始するが、姉妹は食堂に置き忘れられ
た実習用の武器で応戦。／食堂のおば
あさん姉妹は、土井先生たちを解放す
る条件として、温泉を要求した。きり丸
が銭を節約しようと手作りの風呂桶と
洗剤を姉妹にわたし・・・。

25 幼児～小学 アニメ

０１２０１
釣りキチ三平　釣り場
の子ギツネ

釣り人が捨てた仕掛けがからみつき身
動きがとれなくなった親ギツネ。子ギツ
ネは親ギツネを助けるため三平の前に
現れる。動物親子の愛情物語。また、
釣り場公害を見直す映画にもなってい
る。

25 幼児～小学 アニメ

０１２０２ おばけ煙突のうた

１９４４年、東京足立区。下町にそびえ
る４本の煙突は、見る角度によって２本
にも３本にも見えるところから「おばけ
煙突」と親しまれていた。戦争中、おば
け煙突近い町で夢を持ち明るくたくまし
く生きる少年たちの小さな物語。

42 幼児～小学 アニメ

０１２０３
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

絵本作家加古里子の「だるまちゃん」シ
リーズのアニメ化。楽しい中にも家族関
係、友達関係が描かれ、子どもたちの
情操心を育てる。

23 幼児～小学 アニメ

０１２０４
ミルクとチョコと七人
の天使たち

登校の途中で出会った捨てられた子犬
を助けるため「もらい手そうさく隊」を結
成した女の子たち。様々な大人たちと
のふれ合いの中から、たくさんのことを
学び成長していく。新聞に紹介された実
際の話をもとにした児童劇映画。

47 小学 アニメ

０１２０５ ちいさなジャンボ

ちいさな平和な「紅バラ島」に子象の
ジャンボと象使いのバルーが流れつく。
ある日、両隣りの２つの大きな島が戦
争を始める。おそいかかる戦雲の下、
ジャンボとバルーがつづる、愛と感動
のミュージカル・アニメーション。

28 幼児～小学 アニメ

０１２０６ フランダースの犬

名作「フランダースの犬」のアニメーショ
ン化。少年ネロと愛犬パトラッシュに
次々と不幸が降りかかる。全てを失っ
たネロが見た物は、ずっと憧れていな
がらも決して見ることの叶わなかった
ルーベンスの２枚の絵だった…。

103 幼児～小学 アニメ

０１２０７ 六人のごうけつ

ある国に、大変欲張りでけちな王様と
お姫さまがいました。命がけで働いた
人々に、物もあげません。怒った人々
は力をあわせて国王と姫を懲らしめよう
とします。

25 幼児～小学 アニメ

０１２０８
いじめっこ狼とナナ
ちゃん

皆をいじめ「いじめっこ」のレッテルを張
られた孤独な狼と、天真爛漫な子やぎ
達との物語。末っ子やぎの純粋な偏見
の無い心が、狼の心を解きほぐす。

24 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１２０９ ネズミさんの恩返し

祭の準備で失敗してしまったねずみ
は、優しい王さまの象に助けられます。
王さまの一行がヒヒに襲われた時、ね
ずみ達は小さな体で知恵をだしあい協
力し合って王さまを助け恩返しします。

22 幼児～小学 アニメ

０１２１０
大きなライオンとちい
さなウサギ

乱暴もののライオンの犠牲になる役を
引当ててしまった臆病もののウサギ。
なんとかライオンを負かそうと、ウサギ
は池へ誘い出すことにした…。

24 幼児～小学 アニメ

０１２１１ 歩きだした木馬

モグラの兄弟は旅の途中偶然怪我人と
出会った。町に連れていくため兄弟は、
途中見た木馬に怪我人を運んでくれる
ようにお祈りをした。するとその木馬
は、生きた馬に変わって…。

22 幼児～小学 アニメ

０１３０１
おじゃる丸　約束の
夏　おじゃる丸とせみ
から

おじゃる丸は夏が大嫌い。そこに現れ
たせみらは、夏が大好き。おじゃる丸を
どんどん巻き込んで遊ぶ。最初は、夏
もせみらも暑苦しいと感じるおじゃる丸
だったが、だんだんと引き込まれ、
ちょっぴり夏が好きになっていく。おじゃ
る丸とせみらの楽しい夏のとっておきの
７日間。

47 幼児～小学 アニメ

０１３０２
うしろのせきのオチア
イくん

歌が苦手なミホちゃんは、学芸会の練
習がゆううつ。いつもいじわるする、うし
ろの席のオチアイくんはものすごく音
痴。２人だけの放課後特訓をはじめまし
たが・・・。

23 幼児～小学 アニメ

０１３０３ １０ぴきのかえる
ひょうたん沼に生まれた１０匹のカエル
がおりなす大冒険。歌あり踊りありの楽
しいミュージカルアニメーション。

20 幼児～小学 アニメ

０１３０４
ぼくは王さま　おしゃ
べりなたまごやき　王
さまタクシー

ベストセラーの児童図書がアニメで登
場。 20 幼児～小学 アニメ

０１３０５
ムーミン　スナフキン
が帰ってきた

ムーミンはホルンに挑戦しているうち
に、ヘムレンさんのホルンを壊してしま
います。ムーミンはまきを売って新しい
ホルンを返そうと森で働き始めました。
すると、不思議なことが次々と。南国か
ら帰ってきたスナフキンからのおくりも
のだったのです。

25 幼児～小学 アニメ

０１３０６
１６ミリフィルムと映写
機

16ミリ映画フィルムは、正しく使えば数
百回上映できるが、数回の映写で傷め
られる例も少なくない。破損の具体例、
原因と防止策を、手掛け式、オートロー
ド、ＳＲ方式の映写機で解説し、利用者
の不注意によるフィルム破損を防ぐ目
的で制作された。

21 一般 教員研修

０１３０７ 火の雨あがる

東京空襲で母と弟を亡くした頼子は、
疎開先の博多で友次と出会う。次第に
心を開きだす頼子と友次。アメリカ空軍
Ｂ29爆撃機230機が福岡に焼夷弾を落
とした騒ぎで、ふたりは離れ離れになっ
てしまう。無事に会うことはできるの
か。

80 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１３０８ ピュア島の仲間たち

南太平洋の真っ只中にある、妖精たち
の住む平和な島、ピュア島がある。そこ
に流れ着いたのは花火。打ち上げられ
た花火に酔いしれる妖精たちをスマッ
ヂ船長が生け捕りにしようと狙ってい
た。少年コーナと妖精セレンディピティ
が戦い、ピュア島にふたたび平和が
戻ってきた。

38 幼児～小学 アニメ

０１３０９
ムーミン　ぼくは王様
だ！！

ムーミンが突然いばりだしました。パパ
やママ、ノンノンにまで「おい！こら！」
と。まるで世界で一番えらくなったみた
い。どうやらこれは、倉庫を掃除してい
たムーミンがみつけたメガネのせいらし
いのです・・・。

25 幼児～小学 アニメ

０１３１０ まえがみ太郎

風ふかん村に住むおじいさんが白髭の
老人を助けた。なんと、その老人は神
様で、おじいさんは一人の男の子をお
礼に授かった。太郎と名付けられたそ
の子は、成長すると魔物に会いにでか
けるが、魔物の正体は苦しんでいる火
の鳥だった。そして、火の鳥を助けるた
めに太郎は旅に出た。

75 幼児～一般 アニメ

０１３１１ 世界で最初の消防隊

森にでかけたビッケとチッケは、偶然お
そってきた狼を倒してしまう。その話が
伝わり、ビッケはギルビーと勝負をする
ことに。ビッケはすぐに逃げ帰ってしま
いましたが、ギルビーは山の奥へ。そ
の山で火事が起こり、いつもは臆病な
ビッケがギルビーを助けるために森に
入っていく。そして・・・。

23 幼児～小学 アニメ

０１４０１ チョッちゃん物語

激動の時代を明るくたくましく生き抜い
てきた、元気ママ」チョッちゃん」とトット
ちゃんがあなたに送る、家族の物語。
昭和１６年、ついに戦争がはじまりまし
た。幸せいっぱいだった５人家族にも、
数多くの悲しい出来事が降りかかりま
す。

80 小学～一般 アニメ

０１４０２ ビッケと大あざらし

ビッケは仲間と海猫島へ探検に出かけ
る。そこでビッケは、あざらしと友達にな
り泳ぎを教えてもらいます。しかし、仲
間たちはそれを見てビッケが大あざらし
に襲われていると勘違いしてしまいま
す。

23 幼児～小学 アニメ

０１４０３
ムーミン　氷の国を抜
け出せ

名作は生きている。お父さんお母さん
がときめいた感動を今、子どもたちに
贈ってあげたい！

25 幼児～小学 アニメ

０１４０４
ぎろろんやまと１０ぴ
きのかえる

ひょうたん沼に住む１０ぴきのかえる
は、とっても仲良し。ある日、ハシャギガ
エルが病気で倒れてしまいました。そ
れを治す方法は、ぎろろんやまの洞窟
に生えているきのこを食べさせることだ
けです。９匹のかえるは、恐ろしいぎろ
ろんやまに出発します。

20 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１４０５
１０ぴきのかえるとな
つまつり

ひょうたん沼では、音頭のけいこに一
生懸命なかえるたちですが、祭ばやし
が今ひとつ。「名人どじょうじいさん」が
いないからです。実は、いたずらっ子に
つかまってしまっているのです。１０ぴき
のかえるはじいさん救出の旅に出かけ
ます。

20 幼児～小学 アニメ

０１４０６ からすのパンやさん

いずみが森のパン屋さん。おもしろくて
すてきなパンをどっさり焼きました。す
るとそのパンは町中の子どもに大評
判！大人たちもかけだして、パン屋さん
の店の前は大騒ぎになってしまします
…！

20 幼児～小学 アニメ

０１４０７ ぼくは王さま(2)

第１話：たまごがいっぱい　卵が大好き
な王さまは、「自分以外は卵を食べて
はいけない。」と決めてしまい大変なこ
とに。第２話：誕生日のプレゼント　ケー
キのクリームをひとなめしたとたん、な
んとケーキが消えてしまったのです。

20 幼児～小学 アニメ

０１４０８ 彦星と織姫

この映画では、世界各国に伝わる民話
や童話をアニメーション化し、ほのぼの
とした世界を描き出しました。子供たち
に楽しみながら物事の善悪やルールを
学び取っていただきたいと考えていま
す。

20 幼児～小学 アニメ

０１４０９ オバケちゃん

さぁ大変！森の木が切られる！美しい
自然を守ったオバケちゃん。友達を見
つけること、森の大切さ、人間たちと森
の仲間たちとのやり取りなど、パステル
タッチで描く、たのしたのしいほのぼの
オバケワールド！

25 幼児～小学 アニメ

０１４１０
ＭＡＲＣＯ（母を訪ね
て三千里）

１９世紀のイタリアは重税と不景気で南
米へ出稼ぎに行くしかありませんでし
た。マルコの母も南米へ行ってしまいま
す。母の出航のとき笑顔を見せられな
かったマルコは、一人海を渡り１２０００
キロの旅を決意します。

99 幼児～一般 アニメ

０１４１１ チリンの鈴

狼の襲撃によってやさしい母を失った
子羊のチリンは強い羊になることを誓
う。そして、母の仇の狼のもとで厳しい
修行をはじめる。強いということは何な
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。

45 幼児～一般 アニメ

０１５０１
また逢えるねツバメく
ん

岩ツバメのロックが、春になって元の家
に戻ってみると、そのにはスズメのキッ
チが住みついていた。追い出すのも気
の毒になり、ロックはキッチと一緒に住
むことにしたのだが・・・・・

24 幼児～小学 アニメ

０１５０２ 森は生きている

心の優しいみなし子は、雪の降りしきる
夜、おばあさんの命令で『マツユキソ
ウ』を摘んでくるとことになりました。で
も春にならないと『マツユキソウ』は咲き
ません。そんな時、暗い森の奥に暖か
そうな明かりを見つけました。

56 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１５０３ 良寛さん

数多くのほほえましい逸話や、ウィット
に富み、しかも生きる勇気と知恵を与え
てくれるエピソードの数々。その逸話を
通して子どもたちと一緒に遊び、自然を
愛し、命いるものの全てを愛した良寛さ
んを描きます。

70 幼児～一般 アニメ

０１５０４
サヨナラみどりが池
飛べ！凧ライダー

みどりが池は、ケロ吉くんたちの楽しい
遊び場でしたが、ある日ショベルカーが
やってきてみるみる間に池を埋め立て
てしまいました。住む場所を失ったケロ
吉君たちは、新しい住かを目指し命が
けの冒険に出ます。

30 幼児～小学 アニメ

０１５０５ イワン王子の大冒険

昔、ある国に美しく心の優しいお姫様が
住んでいました。そんなある日、森の魔
王が現れ姫を妃にするため連れ去った
のです。魔王の求婚を断った姫は蛙に
されてしい、３年と３日沼で暮らすことに
なってしまいました・・・・・。

38 幼児～小学 アニメ

０１６０１
トイレの花子さん〈本
編〉松竹アニメ映画大
会

ある日学校のトイレで鏡の中にいる女
の子に話しかけられ大介君はびっく
り！！その次の日、いつもは早く来る
大介君があらわれません。話を聞いた
仲良し五人組がトイレを調べに行く
と・・・。

30 幼児～小学 アニメ

０１６０２ トトイ

１２歳の少年トトイは美しい島サルジニ
ア島に引っ越してきました。「海の牛の
洞窟」で出会った幻のアザラシの親子
がお金儲けのために狙われていると知
りトトイは洞窟へ走り出します。

82 幼児～小学 アニメ

０１６０３ うしろの正面だあれ

家族が一緒だと、楽しいことも悲しいこ
ともすてきなことと感じる８歳のかよ子。
三味線を習い始めたり弟が生まれたり
と穏やかな時間が流れていく中、徐々
に空襲が激しくなっていきます。

90 小学 アニメ

０１６０４
ちびねこチョビ　ちび
ねこコビとおともだち

末っ子のコビはけんかが大好きで、い
つもいたずらばかり。ところがある日、
宅急便の箱に飛び込んだコビはそのま
ま見知らぬ町に運ばれ、迷子になって
しまう。コビはお家に帰れるのか？

20 幼児～小学 アニメ

０１６０５
１０ぴきのかえる２　１
０＋１ぴきのかえる

遠くのほうから、はすの葉ボートに乗っ
たかえるの少女・ケロコちゃんが流され
てきた。「私は帰ることができるのかし
ら」といって泣くケロコちゃん。10ぴきの
かえるは、迷子になったケロコちゃんの
宝探しの旅に出る。

20 幼児～小学 アニメ

０１６０６
新ムーミン　おじさん
は手品師

家にやってきたパパの友達が手品師だ
と思い込んだムーミン。しかし、おじさん
の正体を知って食事が嫌いになってし
まいます。それを知ったおじさんは・・・。

25 幼児～小学 アニメ

０１６０７
ゴマちゃんの大ピン
チ

アシベやゴマちゃんたちが、火事の怖さ
や対処法をわかりやすく教えてくれま
す。

14 幼児～小学 アニメ



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

０１６０８ ぼくのじしんえにっき

平常にこそ非情の時の心構えを忘れて
しまいぞの心意気が大切。ところによっ
ては、しきりと地震が起きて不安な地区
もある。子ども心にも非常時への心構
えを確かめさせておこう。

23 幼児～小学 アニメ

０１６０９ ゆき

農民をしいたげ、武将たちが勢力争い
に明け暮れていた戦国時代。天界から
やってきた少女ゆきは、弱い百姓と共
に野盗や侍軍と戦い、最後に人々の心
に生きている魔神に挑戦する・・。

90 幼児～小学 アニメ

０１７０１ きずだらけのりんご

人間に化けてだました女の子と友だち
になったいたずらタヌキのゲンタ。すっ
かり人間だと信じられ友だちとして楽し
い日々が続くが、嘘をついているのに
耐えられなくなって・・・。

23 幼児～一般 アニメ

０１７０２ セッちゃん

ある日、加奈子が「セッちゃん」というい
じめられっ子の転校生について話し出
した。しかし、「セッちゃん」とは、加奈子
自身のことだった。

34 中学 アニメ

０１９０１ がんばれスイミー

小さな魚の兄弟たちは、いつも大きな
マグロに怯えていました。そこで、スイ
ミーはある名案を思いつきます。「みん
なで一緒に泳ぐんだ。海で一番大きな
魚のふりをして。」神秘的な海の世界に
生きる、魚たちの勇気と知恵！

26 小学 アニメ


