
Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

学37 社会 縄文式と弥生式土器のころ 15 中
縄文式、弥生式の土器を中心に遺跡、遺物を通じて、わが国原始
社会の文化や生活を紹介する。

学39 理科 トンボの誕生 15 小
幼虫（ヤゴ）から成虫になるまでの興味深い様子を飼育を通して描
き、ヤゴの水中生活を細かに観察しながら身近な昆虫の飼育への
関心を高めさせる。

学40 アニメ 泣いた赤鬼 17 小
人間たちと仲良くなりたいと思う赤鬼の望みをかなえてやろうと、す
すんで悪者になる青鬼の心情を描く。 （モノクロ）

学58 理科 植物群落のうつりかわり 22 中、高
植物は環境に適した群落を創って生育する事。その群落と環境と
が作用しあいながら時間的な経過と共に草原から森林へと遷移し
ていくことを理解させる。

学61 道徳 小さなおくりもの 28 小
農村の子供達と都会の子供達が、昆虫を通じて通いあう心のふれ
あいを描く。その中に合理的な現代っ子気質と、他人に役立つも
のを贈りたいと真剣に考える気持ちが同居している姿を描く。

学64 理科 かえるの誕生 16 中
ヒキガエルの卵がさまざまな発生の段階を経て、オタマジャクシに
なりカエルになる過程を特殊撮影を駆使して克明に観察記録し、
卵割やはいの発生を理解させようとする。

学65 アニメ しろいぞう　ジャータカものがたり 12 幼、小
白いぞうは山奥で盲目の母親ぞうと平和に暮らしていたが、ある
日欲深い男が捕えにきた。白いぞうがおとなしく捕えられていく。盲
目の母への愛情を知った王様は・・・・・。

学74 道徳 友達のあやまち 17 小
どうしても許せないという気持が次第に変化していく様子を描き、
あやまちの原因やその重要性、結果の処置等に焦点をあて、寛容
の心を育成しようとする。

学75 体育 ぼくら男の子 20 小 白黒映像での保健体育用教材

学76 社会 ゆうびんきょくのしごと 18 幼、小 郵便局についてわかりやすく説明している。

学77 社会 公害 20 小
日本の美しい自然も、工場からの煙や汚水のために汚され、破壊
されつつある。科学が進み工業が発達し、私たちの生活は豊かに
なってきたが、その陰で公害による健康被害が発生している。

学80 理科 宇宙のたび 20 小、中
人類は今、無限の宇宙へと飛びだそうとしている。近い将来、実現
されるであろう宇宙探検は太陽をはじめ九個の惑星を探り、やが
て太陽系の外へと足をのばしていく。

学81 理科 火山のなりたちとうつりかわり 15 中、高
富士山を例に取り、火山地形のなりたちや、侵食によるうつりかわ
りを描いている。

学85 理科 動物を分類する 16 中
動物を中心に分類の基本的な考え方をベースにして現代の分類
が進化を基盤とした系統的な見方の上に成立していることを豊富
な資料とアニメーション手法によって描く。

学86 道徳 みんな本当は友達だ 37 小、一般
幼い時の自動車事故の後遺症のため、勉強が苦痛になった一人
の少年。彼が注ぐ生き物への愛情と生命あるものを守ろうとする
美しい心が、馬鹿にしたり、いじめた友達を目覚めさせていく。

学90 理科 地層のでき方 15 小
地層を観察し、その重り方、各層を構成する物質の特性に気づか
せ地層がおもに流水のはたらきによってできたことをモデルによっ
て理解させる。

学97 アニメ 子猫の冒険 6 幼、小
親猫の目をぬすんで大通りに出たがる子猫。町にでると、犬に
追っかけられたり、車に引かれそうになったり危険がいっぱい。

学98 道徳 獅子舞の少年たち 43 中
幼児期の病気のために強い劣等感をもった少年が、先生や級友
たちの励ましに見守られ、伝統芸能のきびしい稽古に耐え抜いて
いく。美しい師弟愛と友情に支えられ劣等感を克服していく。

学105 一般映画 僕の挑戦　海峡横断5,000米 38
小、中、

高、　一般

真夏の太陽がきらめく納青の海をひたすらに泳ぎ続ける少年。そ
の日のために苦しい練習に耐え、成果を満身に漲らせて力一杯、
目ざす孤島まで泳ぎ切る少年の感激が見る者の胸に打寄せる。

学106 一般映画 山びこよ歌え 33
小、中、

高、　一般

きびしい両親に反発しながらも真直ぐに、たくましく育つ子供達。美
しい自然、厳しい生活の伝承。木曽谷の山村農家を舞台に山を愛
し、自然を守って生きることの真の意味を描く。

学107 交通安全 ぼくの自転車教室 18 小
わずかな練習で手軽に練習できる自転車の普及と事故の急増。
点検整備のポイント、乗車の交通法規、危険な乗り方の実例を示
し、子供達にわかりやすく説明する。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

学108 社会 沖縄の自然と生活 25 小、中
沖縄県の特色ある自然や生活、そして問題点を正しく認識させる
ため、この地域の自然の姿、発展の歴史、生産活動と生活、開発
の実情と今後の課題を描き認識を深めさせる。

学109 理科 環境と適応　～北限の動物 12 中
極北の地帯のきびしい条件の中で、動物がいかにうまく適応し、生
活しているか、極端な条件下の適応、進化の例を説明する。

学110 社会 産業の発達と公害 20
小、中、

高、　一般

公害の現状を直視することはいうまでもないが単にそれだけに止
まらず、人々の生活的な価値観の変化、産業の発展と生態系の
破壊など、公害に関する多面的な考察を試みる。

学113 一般映画 小さな勇気の物語 39 小、一般
過失を告白することができなかったばかりに、苦しんだ少年と、ぬ
れぎぬを着せられた友人との話を通して、些細なあやまちに悩
み、ついに告白する勇気をもちえた主人公の魂の成長を描く。

学114 体育 ハンドボール　チームプレイ編 20 中 ハンドボールの教材

学115 体育 ハンドボール　基本プレイ編 20 中 ハンドボールの教材

学117 アニメ ふしぎなメルモ 24 全
いつもはあたり前の少女だが、自由に年齢を変えて変身できる
キャンディーをもっているメルモがチャチャイナ国へ誘拐される。

学118 芸術 やきものを作ろう 19
小、中、

高、　一般
土練りから成形、焼物、学習の一連の工程を通し、焼物製作の楽
しさ、素晴らしさを教え創造意欲を換気させる。

学120 一般映画 ケンタのいたずら日記 40
小、中、一

般

いたずら者のケンタがそのグループとしていかす腕白物語。その
中で子供は遊びやいたずらを通して人間関係や善悪の区別等
様々な事を学んで成することを示す。

学128 理科 いけやおがわのいきもの 14 小
残されている貴重な生物の興味深い生態を記録、保存するとしも
に水の中に生活する生きものの食べ物、活動の様子、体のつくり
や変態などを克明に追い、自然観察の目を養う。

学129 道徳 ここが君の故郷だ 31
小、中、

高、　一般

東京の八王子市に住む、尾股惣司さんが「追分子供囃子」を育て
あげた実話をもとに、地域社会における連帯感、郷土愛、青少年
の健全な育成における大人の役割などについて示唆を与える。

学130 社会 古墳から見た大和の朝廷 18 小、中
日本は古い歴史をもつ国家であるが国土統一を始めたと思われ
る大和朝廷の時代を、古墳の発掘及び出土品を参考にして当時
の様子を究明し、児童生徒の歴史的学習を深める資料とする。

学131 理科 植物の細胞と動物の細胞 19 中
植物と動物のいろいろな材料を比較して、細胞と形や大きさには
違いがあるが基本的なつくりが共通していることと細胞内への栄
養分の摂取などを実験観察などを通して発展的に把握させる。

学132 理科 植物の反応 21 中
植物の反応（屈光性、屈地性）の起こるしくみを一つの現象から推
論し、仮設をたて実験方法を考え、予測し、実験で確かめる。

学133 一般映画 ただいま７０羽 39
小、中、一

般

毎年秋になると古いお寺の池にシベリアからコガモの群が渡ってく
る。高層建築や高速道路が乱立する中で、わずかに残された安住
の地を必死に守るおばあちゃんと二人の孫娘。

学134 社会 地図の見方・使い方 20 小
小学校中学年以上の社会科学習に不可欠な地図や地図帳の基
礎的な読み方や、目的に応じて地図を活用する能力を育成する。

学135 社会 武家社会と鎌倉文化 22 中
土地を仲だちにした主従関係で結ばれた鎌倉時代の武家社会、
その武家社会を背景にした真仏教を中心とした個性的な鎌倉文化
の特徴を人物、舞台、社会などを関連させながら描く。

学136 理科 モデルで考える電流 21 中
電流、電圧、抵抗をモデル化して考え、実験し、確認しながら、電
流は電子の流れであることを具体的に理解させる。

学137 社会 火山列島のなぞ 37 中、高
歴史的にも珍しい西之島新島の記録や三原山噴火と伊豆半島沖
地震の経過を中心に火山噴火と大地震の関係など、過去の大噴
火や災害例をおり込みながら火山列島の謎を探っていく。

学138 理科 雲のでき方 20 中
雲の発生のしくみについて、特に上昇気流によってできる雲につ
いていくつかの段階に分けて実験し、解説した教材です。

学139 社会 台地のようす 19 小
平地の中の台地のようすを三本木原台地と相模原台地を比較し
ながら自然のようすや用水路の開発と生産や生活の関係などを具
体的にとらえることができるよう構成した。

学140 一般映画 ノーベル賞物語 22
小、中、

高、　一般
ノーベルの人となりと、ノーベル賞誕生の経緯をたどりながら歴史
の中に生きるノーベル賞の意味を考える一つの物語である。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

学141 社会 幕末から維新へ 20 小、中
日本の近代の夜明け前を描いたもので幕政の動きや諸外国との
対応の中で世界の状勢に目ざめた若い武士たちの活躍を新しい
表現手法として「劇画の描写法」を取り入れて理解させる。

学143 道徳 ある学級の話し合い 22 中
学級会活動にも色々の問題がある。自分たちの学級会をより有意
義なものにするにはどのような心掛が大切かを考える。

学144 理科 植物と栄養とエネルギー 21 中
光合成のしくみとそれにより作られた物質が生活や生長のエネル
ギーを調べ、食物連鎖にも触れながら理解を深める。

学145 体育 楽しいなわとび 20 小
体力づくりの基本になる最も身近な縄飛び運動を同じ年ごろの児
童の演技に、縄飛び世界一の鈴木さんの妙技などを織り込みなが
ら各種の縄飛び運動の正しい技能や留意点を示す。

学146 芸術 日本の心を求めて　俳句の世界 25
中、高、

一般
日本独特の美的感覚や心は、四季折々に移り変って行く季節感に
ある。それらが現在も私達の心に流れていることを考える。

学147 理科 動きまわる粒　液体と気体の分子 18 小、中
砂を入れた容器に振動を与えると水と同様に動き、水に浮かべた
小粒子が不規則に動くブラウン運動、エーテルを温め体積が増加
することから気体分子と液体分子の違い等を実験する。

学148 理科 風と流氷による浸食 19 小、中
砂じんが風によって堆積するかなど流れの作用を連想させながら
風と流水はどんな条件で、どんな作用をしているかを考える。

学149 理科 すいぞくかん 13 幼、小
最近、水族館の数がふえているが説明板なども必ずしも小さい子
供にわかりやすくできているとは限らない。また、集団見学では時
間が限られ面白い瞬間が見られないこともある。

学150 理科 物質の構造　磁石の正体 19 中
磁石の正体を探究し、鉄はなぜ磁石になるのか、コイルの中に入
れた鉄心はなぜ磁化されるのかという疑問を説きながら、物質の
粒子モデル的な発想の有効性を浮き彫りにする。

学152 体育 少年剣道入門 15 小、中
剣道は礼に始まって礼に終るという。正しい座り方、次に剣道の基
本としての足の運用について分解説明し、その要領を理解させる
とともに注意事項をよくふまえ動作の上達をはかる。

学153 理科 動物の反応 19 中
ハエ、カエルなど動物のさまざまな刺激に対する反応について実
例と実験で理解を深めさせる。また走性の延長上に反射と条件反
射の問題を扱い、動物の反応を統一的には握させようとする。

学154 芸術 日本の音楽・民謡 24 中
中学校音楽教科の共通教材に指定されている「こきりこ節」「斎太
郎節」等を聞きながら日本の民謡の特質などを考える。

学155 理科 目のしくみ 15 小
従来、カメラとの対比だけに終りがちだった目のしくみを、本物の
牛の眼球を使いその構造を各部分毎に区分けし、水晶体のはたら
きを特別に作った模型レンズでピント調節の秘密をとらえる。

学156 教養 OHP教材の作り方 22 一般 ＯＨＰ教材の自作方法を解説する。

学157 社会 大むかしの生活 20 小、中
縄文期の人々が、環境として自然にどのように働きかけようとして
いたか。自分たちの生活を豊かにするためにどのように知恵を働
かせ、工夫をしたか当時の暮らしぶりを再現しながら理解させる。

学158 芸術 観察して描く 19 中 美術のスケッチでの対象をよく観察して描くことを解説する。

学159 芸術 詩人とふるさと 22
中、高、

一般
島崎藤村・北原白秋・萩原朔太郎・高村光太郎という詩人の故郷
とその作品を紹介し、有名な作品の誕生を解説する。

学161 理科 ファーブル昆虫記の世界 29
小、中、

高、　一般

昔から世界の人々に親しまれてきたファーブルの「昆虫記」。その
中でも特に興味深い獲物を狩るハチの様々な姿を求め、その生態
を記録、感動の一端を再現する。

学162 道徳 心に咲く花 29 小、中
ふとしたことから万年筆を借りっぱなしにしてしまったドイツの少年
が名前すら分からぬ日本人にその万年筆を返そうと懸命に努力す
る姿をドラマチックに描き恥を知る事の祟高さを訴える。

学163 理科 前線の天気の変化 21 中
前線と低気圧の観測とその微速度撮影、モデル実験、気象衛星写
真と天気図の対比で、目に見えないために理解しにくい前線と天
気の変化との関係を分かりやすく理解させる。

学164 芸術 たのしいおんぷ 19 小
漫画的なおもしろさの中で、音符に親しみを覚えさせ、その音符を
駆使して誰にでもできるような表現活動に導くことを意図する。

学165 芸術 見つけた材料でつくる 20 小
身近な材料の形や材質から作るものの形体を発想し、材料とのふ
れあいのなかで構造が定着していくプロセスを追い、そこにものを
作る楽しさや使う喜びを描く。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

学166 教養 やさしい家庭電気教室 20
小、中、

高、　一般
簡単な電気の性質から、よく起こる危険な事故の原因と防止法、
簡単な故障の診断や修理方法等について解説する。

学167 理科 川原のようすと水の流れ 15 小
源流から河口に至るまでの様相や土地の変化を空撮で説明し、更
に用底の石や砂の動き、洪水時と平常時の流れの比較などを示
し、流速、流量と運ばれる物の関係を考え、実験で確かめる。

学168 社会
工業地帯をさぐる　生産を
ささえる条件

20 小、中
砂浜と松林の連なる地に、はじめから計画的に造成された重化学
工業地域を舞台に製作され、どんな条件を整え、地域の造成や発
展に当たって留意すべきことは何かを考える。

学170 道徳 中学生日記　学級委員 30 中
皆の計略に落ちて学級委員になってしまった少年が、集団のもつ
無責任さに憤りながらも、やがて自分自身のエゴイズムに気づき
積極的に生きて行こうとする姿を描く。

学171 一般映画 はだしのジョゼ 40 小
ブラジルから帰国して日本語の勉強に精を出す少年ジョゼ。反対
に運動が不得手でひ弱だが詩や文学が大好きな勇が暖かい先生
の愛情のもと、互いに教え合い補い合いながら成長していく。

学172 芸術 絵の楽しい見方と書き方 20 小、中
図画による人物画の制作過程を追いながら、構図のとり方、明暗
による絵としての表し方などを説明するとともに風景画における表
現のし方についてもふれている。

学173 体育 小学生のバスケットボール 15 小
小学生のバスケットボールのゲームを中心にドリブル、シュートな
どの基本的な技術をスローモーション撮影をまじえ解説する。

学174 道徳 男女の協力 15 小
男子と女子は体力、気性も違います。男女の生理的、心理的違い
を理解しお互いに相手の立場を考えて、仲よく生活できるようにす
るにはどうすればよいか。

学175 体育 楽しい鉄棒運動 10 小
器械運動の学習で段階的な指導の必要性を強調すると同時に、
子供たち相互の協力のしかたをはじめ家庭の理解と協力を通じ
て、仲よく楽しく運動に親しむ生活場面を具体的に示す。

学176 理科 にょうとじんぞう 15
小、中、

高、　一般
現に使われている人工腎臓を調べることによって実際の腎臓のし
くみや、腎臓と尿との関係などを明らかにしわかりやすく解説。

学177 体育 楽しい水泳教室　初歩の平泳ぎ 14 小、中
水になれる、浮く、進むの各段階に分け基本動作を一つ一つ身に
つけていきます。

学178 健康 人工呼吸と心臓マッサージ 16
小、中、

高、　一般
救急法、呼気吹き込みの人工呼吸のやり方と留意点、心臓マッ
サージ等を医学上の知識を加えながら、解説します。

学179 体育 小学校の器械運動（跳び箱） 18 小
「自己の能力に応じた課題をもった学習」に重点を置き、段階的な
指導のポイントを特殊撮影を含めて解かりやすく教えます。

学180 社会 国際化社会の中の日本 20 小、中
諸外国と深いつながりを持っている日本経済及び国民生活を最も
取引額の多いアメリカ合衆国との貿易を中心に描き、世界の国々
との結びつきや国際理解の重要性を認識させます。

学181 防災 避難訓練 15 小
ある小学校を例に、火災や地震時などの緊急時における危険や
避難の仕方について理解させ、安全な行動ができるようにする。

学182 国語 漱石の世界 22
中、高、

一般
漱石の人間性や作品に対する理解を深めるよう原作の一部や各
種資料等を織り込み製作されている。

学183 理科 海の動物たちの生活 11 小、中
環境と生物のつながりというところに視点をおいて、海の動物をと
らえている。外洋、海底、岩礁と三つの場所で海の動物たちがそ
れぞれどうして食物を取っているか、どう身を守っているか。

学185 社会 世界の尾根　チベットを探る 30
中、高、

一般

６０００ｍ級の山々が連なるチベット高原は神秘的な世界である。
珍しい化石や独特の氷河、人々の生活、高山植物、砂漠と湖、豊
富な地下資源と全貌を描く。

学186 理科 かぜでうごくおもちゃ 12 小
「風で動くおもちゃ」に関する児童の工夫や作品の例を映像で紹介
しながら教室の児童にそれらを作る上でのヒントを与えたり、実際
に作ってみたいという意欲を喚起することをねらっている。

学187 理科 星の動きをしらべる 19 小
星はどのようなうごき方をするのか。オリオン座やカシオペア座の
観測、微速度撮影により、実際の星の動きを理解させる。

学188 理科 わたしたちのくらしとガス 18 小、中
ふだん、身近すぎて見過ごしている「ガスとは何だろう、その役目
は？」という本質を考えながらガスの歴史と供給方式および安全
な使用方法について述べている。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

学189 防災 火事をふせぐ 20 小
消防署を中心に、火事を未然に防いだり、早急に消火に当ったり
する活動を具体的にとらえさせ、地域社会の安全を守るための組
織的活動の意義と実際について、理解を深めさせようとする。

学190 理科 ひるやよるの虫　すみかとたべもの 15 小
昆虫の生活が昼間に引き続いて夜間にもさまざまな形で営まれ、
しかも種ごとに決まったパターンを持っている。この映画は夏から
秋にかけて約２ヶ月間に取材した昆虫の記録である。

学191 体育 バドミントン　－基本の技術－ 30
中、高、

一般
バドミントンは誰でもできる楽しいスポーツです。その基礎知識と
基本技術についてわかりやすく教えています。

学192 道徳 自由と規律 18 中
一人の男子生徒が自由を求めて家出する迄の考え方や行動を主
軸に自由と「規律を尊重する」事とは対立するものではないという、
自由と規律に関する基本的な問題を考えさせる。

学193 体育 猪熊功の柔道教室　投げ技 29
小、中、

高、　一般

猪熊功氏が実践に即して指導します。また指導者と模範実技を１
９８１年世界柔道選手権大会において史上初の二階級制覇という
偉業をなしとげた山下泰裕が迫力のある画面で見せてくれます。

学194 健康 ６４８０　ムシバゼロ 18 小、中
毎年、小学校に入学するこどもが１００人のうち９０人以上もムシ歯
にかかっているという。子供たちが狙われているムシ歯はどうして
できるのか。漫画をまじえて、大変わかりやすくおしえている。

学195 芸術 森のアンサンブル 22 小、中
ある学校帰りのグループを中心にして児童劇風に近所の青年の
フォークソング・グループや「おはやし」のおじさんたちとの交流を
描きながら、音楽の楽しさ、仲間との協調にめざめていく。

学196 社会 低い土地と人々のくらし 18 小
木曽川、長良川、揖斐川に囲まれた岐阜県海津町の様子を調べ
ながら、低い土地の地形の特色を示すと共に、水と闘ってきた
人々のさまざまな工夫や努力の姿を具体的に描きます。

学197 理科 台風 24
中、高、

一般

気象衛星「ひまわり」による連続雲画像を中心に、線動画、天気図
天気の変化を判り易く解説している。特に、台風の立体的構造と
発生から消滅する迄の経過と、その原因について。

学198 芸術 ポスター　伝えるデザイン 20 小
「ポスター」の発想から仕上までの適切な指導を紹介し、各学校の
創意工夫を生かした指導に、広く活用される事を目的とする。

学199 理科 砂糖　製法の昔と今 19
小、中、

高、　一般

今日、私達が見なれている白い砂糖をあの茶色の甘蔗の汁から
いかにして造りだすかが、古来からの最大の関心事であった。そ
の歴史と秘伝ともいえる、和糖の製法・技術をさぐる。

学200 理科 土の中の小さな生き物たち 21 中
植物（生産者）が作り出した有機物（落ち葉）が、上の中の動物や
微生物（消費者・分解者）によって分解されていくという興味ある過
程を、実験と観察の積み重ねの中から分りやすく示す。

学201 交通安全 なくそうぼくらの交通事故 19 小
小学生の犯しやすい飛び出し、道路横断、交差点等での事故を中
心に、その盲点や防止策、交通事故にあわないための心構えを視
覚的に教えようとする。

学202 防災 地震にそなえて 19
小、中、

高、　一般
「騒がない、押さない、走らない」ことを厳守し、落ちついて先生の
いうことを守り、避難することが大切であることを教える内容。

学203 環境 これからのエネルギー源 22 中、高
クリーンなエネルギー源開発の状況、原子力発電、核融合の研究
を解説し、エネルギー源開発の意義を確認し関心を高める。

学204 教養 16ミリフィルムと映写機 21 一般
１６ミリ映画フィルムは、正しく扱えば数百回上映できますが、わず
か数回の映写で痛められる例も少くありません。

学205 地域社会 ほたての海 45
中、高、

一般

わが青森県の下北半島と津軽半島とに囲まれて広がる「むつ湾」
におけるホタテ増養殖の歴史と沿岸漁民の海の資源を守りなが
ら、きびしい自然の摂理と闘いぬく姿を描いている。

学207 理科 昆虫の行動とフェロモン 29 高
フェロモンの中から、４群フェロモンすなわち、道しるべ・集合・性・
警報フェロモンについて昆虫の行動と結びつきを探っていく。

学208 理科 日本の気候と自然のようす 20 小
四方を海に囲まれている日本は南北に細長く、中央に高い山脈が
走っている。このため、北と南、太平洋側と日本海側では気候が
大いに違う。（ビデオ教材も有）

学209 理科 木星　太陽になれなかった巨大惑星 25
小、中、

高、　一般
ボイジャー１・２号から送られてきた鮮やかな映像を用いて、太陽
系最大の惑星「木星」の実際の姿を浮き彫りにする

学210 社会 古代文明のナゾ　マヤ・インカ 24
小、中、

高、　一般

１５３２年、インカ帝国はカハマルカの戦いでスペイン軍に敗れ、そ
の後、アンデスの山中に新しい秘密都市を作り上げて、４０年間に
わたり、すさまじいゲリラ戦を展開し、ついに滅びた。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

学211 健康 からだの発育と男の子の生理 14 小、中
性ホルモンの働きによる第二次性徴、男性器のしくみと射精、さら
にきたるべきことに対する不安と処置の３つについて解説。

学212 健康 からだの発育と女の子の生理 14 小、中
初潮は第二次性徴に伴って、誰もが経験する現象で、大人への第
一歩を踏み出したアカシなのだという事を、児童が性の不安や悩
みに適切に対応できる様になることをねらいとしている。

学213 理科 北極の大自然 30
小、中、

高、　一般
寒さのきびしい北極の海にも、暖かいほかの海と同じように、さま
ざまな生物が独特の適応性をもって生活している。

学214 社会 ソビエト連邦の都市と生活 20 中
都市を支えている労働者の生産活動とその生活を通して、ソ連の
社会の特色と都市生活の実情を正しく認識させる。

学215 社会 アンコールワットの遺跡 12
小、中、

高、　一般

１８６１年フランスの植物学者が偶然発見したアンコールの遺跡は
古代ギリシャ神殿にも匹敵する遺跡である。これらは何でもクメー
ル族の手によって建築されたものであった。

学216 社会 卸売市場のしくみと働く人たち 15 小
市場やスーパーマーケットなどで売られている野菜や魚の流通の
過程を通して、おろし売市場のしくみ等を描く。

学217 理科
おはようアニマル　おやす
みアニマル

25 幼、小、中
身近にありながら、動物園の本当の姿や働きはあまり知られてい
ないのが実情を伝えます。

学218 一般映画 沈黙の世界 86
小、中、高、

一般

永遠の神秘と謎をふくんで、我々をたえずロマンと冒険の世界へと
かりたてる海－。その壮大な沈黙の世界に限りない危険をのりこ
えて挑んだ画期的な長篇記録映画。

学219 体育 わを使った運動 12 小
用具としての輪の特性をいかした色々な動きとその要点が、児童
にも指導者にも一見して理解させます。

学220 理科 氷河時代の日本 32
小、中、

高、　一般

地球は過去二百万年－第４紀・人類の時代に４回の氷河時代を
体験した。野尻湖発掘の記録と成果を通して自然と人間の生活に
迫る。日本列島の過去の姿を鮮明に描き出す。

学221 交通安全
がんばれ子象の交通安全
パトロール隊

17 幼、小
もう二度とこんな事故を起こさせないように、みんなの大切な命を
交通事故から守るために！！僕は誓ったんだ！

学222 道徳 学校のきまり 19 小
学校や学級での生活を楽しく過ごすには何故きまりを守る事が必
要なのかという点を明らかにし、進んできまりを守ろうとする心や
実践する心や実践する意義を身につけさせます。

学223 道徳 尊敬する父 20 小
父の職業に劣等感をもつ少女が、友だちにからかわれたことが
きっかけで、自分自身の考えを反省します。そこで発見したのは社
会や家族のために一心に働いている素晴らしい父の姿でした。

学224 健康 おとなへダッシュ 19 小
自分の身体の中には、やがて親になるための準備がすでに始
まっていることを自覚させ、男女の相互理解、ひいては、生命の尊
さについても理解を深めていくことを目標にしています。

学225 一般映画 かあちゃんの海 51 小、一般
潮風の吹く日本海の小さな漁村を背景に、貧しくても、明るく、たく
ましく生きる、母ちゃんと子供たち兄弟が、いかに助け合っていく
か、また、母と子の交流が、いかに大切なものかを教えます。

学226 道徳 咲ちゃんのおふろ屋さん 43 中
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。

学227 道徳 はばたけ　明日への瞳 51 小
ぼくたちの学級には、情緒障害児のクラスメイトがいます。勇二君
は矢野君というガキ大将に「いじめ」られていました。

学228 道徳 ぼくは負けない 31
小、中、

高、　一般

いじめっ子、いじめられっ子が大きな社会問題になっている。こうし
た問題を解決するには何よりも地域の人々の子供への積極的な
働きかけが必要であると訴えている。

学229 道徳 お母さんの卵焼き 21 小
お母さんが作ってくれたエピソードを通して、主人公が、父母の深
い愛情にめざめていく様子を描く。

学230 アニメ くずの葉ぎつね 26 幼、小、中
若い侍（保名）が家来たちと森で紅葉がりをしていると、きつね狩り
に追われた白ぎつねがとびこんできました。保名は箱の中にかくま
い追ってきた侍たちを追いかえします。

学231 道徳 ゴンザとソウザ 24 小
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。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

学232 一般映画 片耳の大シカ 25 小、中
吉助と子供の和宏は、シカ狩りに出かけた。島には、耳を撃たれ
て片耳になったが勇気も知恵もある大シカが住んでおり、狩人に
狙われても、たくみに仲間を誘導し逃げ去ってしまいます。

学233 国語 吾輩は猫である 74
小、中、

高、　一般
この物語は人間の世界を猫の目から見て描写したもので夏目文
化の最高傑作です。

学234 国語 クオレ「愛の学校」　父と子 22 小、中
イタリア児童文学、クオレ「愛の学校」の中のフィレッツェの筆耕少
年のエピソードです。

学235 一般映画 春を呼ぶ瀬戸の小鳥 53
小、中、

高、　一般

美しい瀬戸内海に浮ぶ島に、父と５人の子供たちが住んでいまし
た。母親のいない家族ではあるが皆んな家事を分担して助け合っ
て生きている。

学236 道徳 水色のハンカチーフ 20 小
小５のたみ子はデパートでとても素敵なハンカチを見つけた。どう
しても欲しいけど、お金はない。悪いことだと心の葛藤を繰り返しな
がらも、そのハンカチを持ってきてしまう。

学237 家庭教育 価値ある償い 30 一般、高齢者
友達の誘惑に負け、万引きをしてしまった悦子。原因は家庭の中
に。祖母だけが悦子の様子がおかしいのに気づく。

学238 アニメ がんばれスイミー 26 幼、小
広い海の中、小さな魚の兄弟たちが楽しく遊んでいました。みんな
赤いのに一匹だけ真っ黒。名前はスイミー。ある日スピード競争を
している最中にみんなとはぐれてしまいます。

学239 家庭教育 親たちみんなの子どもたち 35 一般
親同志の付き合いが希薄になっている今日ＰＴＡ活動を通して知り
合ったお母さん仲間が、学級や地域の中で、子育てをみんなで共
有することができた。あるＰＴＡ活動の実例。

学240 交通安全 自転車の正しい乗り方 14 小、中
自転車に乗る時に守らなければならない基本と、自転車の点検の
大切さその方法を分かりやすく展開している。

学241 道徳 大きい1年生と小さな2年生 39 小、一般
体は人一倍大きいのに甘えん坊の１年生マサヤも、小さいが人一
倍気の強い２年生のアキヨと出会ってからは、遊びの中で色々な
体験をしながら、しっかりした子に育っていく過程を描く。

学242 アニメ エジソン物語 19 幼、小
白熱電灯や映写機等、数々の発明により、「世界の発明王」と称さ
れたエジソンの生涯から青年時代に焦点をあてたアニメ作品。

学243 交通安全 メイプルタウンの交通安全 14 幼、小
「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
なぜ必要なのかなどをアニメーションで教えている。

学244 アニメ おにたのぼうし 18 幼、小
気のいい鬼のおにたは、角を隠して女の子に会いにいく。女の子
は、おにたが鬼とは気がつかずに…（アニメ）

社49 一般映画 母その愛 34 一般
成長する子供達の悩みや苦しみを暖かく受け止め励ましていく母
の愛。その母の愛の姿を夫が出稼で留守の農村家庭にあってデ
リケイトな思春期を迎えた娘との親子関係を通して描く。

社56 アニメ わらしべ長者 20 幼、小
観音様のお告げ通り若者がころんでつかんだものは一本のワラで
した。それでもお告げ通りにすると・・・。そぼくな人形たちが大らか
な夢を展開する日本民話の一編。

社59 道徳 アルプスは晴だ 40
小、中、

高、　一般

少年院を脱走した二人の少年と麓の一家との葛藤、一触即発の
危機感に満ちたドラマの中に真の勇気、生命の尊さを考えさせ、
武器や暴力より強い者があることを理解させる。

社66 一般映画 おばあちゃん 42 一般、高齢者
厳しい農村の現実を背景に、祖母を一家の中心として、その知恵
と経験で明るく生きぬこうとする一人の主婦の生活を描く。

社68 アニメ 彦一とんち話 18 幼、小
彦一とパートナーお里の明るく自然な生活を中心に、自由な発想
と行動がくりひろげる奇想天外な力くらべと知恵くらべ。

社69 一般映画 おばあちゃんがんばる 30 一般、高齢者

老人自身がいつまでも若さを保つにはどのような生き方をしたらよ
いか。キヌばあさんは毎日を明るく積極的に生きる。山田老人は
一人ぼっちで気がついたときに核家族からはみだしていた。

社70 交通安全 コロとピョンタのおてがら 15 幼、小
子供達に親しみやすく理解しやすいよう美しいカラーマンガの中に
交通規則や知識を盛り込んで説明した交通安全映画。建していく
ためには、大人達はどういう役割を果たすべきかを描く。

社82 家庭教育 竹とんぼ　父と子の語らい 30 一般
子供と、物質を介してのわずかばかりの親子のキズナを保ってい
るそういう悩みをもつ父親が始めた親子合作の竹とんぼ作り。息
子の手をとって教える父親の愛情に子供の心は満たされていく。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社83 家庭教育 僕のおかあさん 33
幼、小、一

般

母親のもつ優しさときびしさの中に愛情と信頼をよせていく子供た
ち。その一家が織りなす心温まる物語をユーモラスに描き少年、
少女に親子の愛情を考えさせる。

社87 道徳 二人だけの出発 32 一般
身内に結婚を反対され、家を出て二人の新しい生活が始める。し
かし、二人の生活は苦しく貧しさによって引き起こされる様々な問
題により、揺れ動く心を描く。

社88 道徳 僕の犬キング 44 小、一般
美しい高原の自然をバックに幼い少年と愛犬の交情を描き、その
愛犬の死を通して生命の尊さ、すばらしさを美しく、抒情豊かに描
きだして、小学生の情操の啓培に資する。

社89 一般映画 わが愛する緑の町 43 一般、高齢者

一地域の共同生活体としての機能をもつ地域構想を作る運動が
ある河川の氾濫に悩んだ大分県大山町が今や活気に溢れたコ
ミュニティ大山町としての出発から今日に至る記録。

社90 道徳 直子の感傷 29 高 逆境にある高校卒の少女の就職に対する態度を描く。

社94 家庭教育 家庭にユーモアを 30 一般
毎日の職場や社会での活動による疲労で笑いが消えがちな夫、
父だとすれば妻、母がユーモア精神を体得することが必要だ。家
庭におけるユーモアで精神をどう育てていくかを描く。

社96 一般映画 すばらしい松おじさん 43
小、中、
高、　一

般、高齢者

ふとしたことから父親代わりの相談相手になってくれた昔かたぎの
職人さん。生きた勉強を自ら示す心の豊かな松おじさんから少年
が汲みとったものは・・・・・。

社98 教養 実りある日に　主婦と余暇 33 一般、高齢者

家庭の主婦、特に中高年令層の主婦は家庭生活に増加する余暇
時間に対応できず混乱している。その問題をドラマで描き、余暇を
人間性回復、自己充実に活用するよう考えてもらう。

社99 道徳 山のこだま 30
中、高、
一般、高

齢者

中学校のリード合奏団が若い熱心な先生の指導により町ぐるみの
大合奏団に発展していく過程を描きながら、音楽を通しての人間
形成と健全な文化のあり方について追求する。

社100 一般映画 山猫物語 65
小、中、

高、　一般
強くて危険で狡滑な山猫が、彼を育ててくれた森番の老人の命を
助け、老人と共に密猟者や悪人をこらしめる愛と感動のドラマ。

社103 道徳 親子とは何か 31 一般
家族や見舞客の全く来ない患者と見舞客の絶えない患者という二
人の初老の婦人の生き方を見つめ、今日の親子関係に何が欠け
ているかを探り、子育てと親の扶養の問題を深めていく。

社109 家庭教育 わるくなったというけれど 19 一般
３才ごろまでの幼児前期とよばれるころの幼い心の成長のすがた
を浮き彫りにし、子どもの日常の自然のままの行動を追い、幼い
自我の成長をとりあげる

社110 家庭教育 働く母　その子供の心に残るもの 33 一般
小一と四才の子供をかかえ共働きをしている一家を通し、留守児
童にとって必要なものは母親の世話の量ではなく、子供の心に親
が入り込むことが大切で、どうすべきかを劇構成で描く。

社112 家庭教育
こっち向いてよママ　幼児
教育のてびき

46 一般
０才から３才までの生活環境が、その子供の人間性を決定するに
重要な時期であることを大脳生理学や動物社会学の成果を手が
かりに具体的事例をもって解説する。

社117 健康 いつまでも若く美しく 25 一般、高齢者

スポーツを生活に取り入れ、楽しい家庭づくりを力強く進める姿を
通し、主婦とスポーツの係わり合いの重要さを示唆する。なおス
ポーツに縁のうすい女性にその楽しさと意味（効用）を知らせる

社118 家庭教育 子供を伸ばす叱り方 30 一般、高齢者

叱り方、ほめ方は人間形成にかかわる重要なしつけの手段であ
る。そのことをある一家の中で描きながら子供の叱り方、ほめ方の
意味や目的について考え直す。

社121 道徳 たくましく育つ子供たち 30
小、中、

高、　一般

さまざまな少年団体のリアルな活動が子供の人生形成に見おとす
ことのできない役割をもつことを明らかにし、少年団体に対する各
方面の理解を深めることをねらいとする。

社122 道徳 長ぐつお父さん 40
小、中、

高、　一般

ブカブカの長ぐつをはいてカッコ悪い仕事、おまけに人を助けては
いつも損ばかりしているドジなお父さん。そういう不満をぶつけあう
中でやっと分かった父の愛情と尊い教え。

社123 道徳 老人の心をひらく 32 一般、高齢者

老人の心の変化とその特性を描きつつお年寄の人間性回復のた
めの愛情ある接し方を示し、老人の幸福のない所に私達のしあわ
せはないことを訴える。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社124 家庭教育 お父さんあなたの出番です 31 一般
ある家庭をドラマで描き、かつて父親が果たしてきた社会人となる
ための教育の必要性と父親が果たさなければならない役割を強く
訴える。

社125 道徳 親の扶養を考える 32 一般、高齢者

一人の老人をめぐって兄妹肉親が相争い、夫婦、家族が互いに気
まづくなるという実情をドキュメンタリーに描きながら、そこにある
問題点を訴え、共に考えていこうとする。

社127 道徳 地域が育てる学校クラブ 33 一般
岐阜市立長良中学校の三年間の記録を描き、「在学青少年の豊
かな人間形成を図るには家庭教育、学校教育、社会教育の調和
が必要である。」という課題解決にひとつの示唆を与える。

社128 道徳 明日をつくる若者たち 31
小、中、

高、　一般

子供会を例に一つの事業を実現して行く過程の中で、ジュニアリー
ダーが、どうかかわりあっていったらよいかという問題とリーダーの
役割を広く理解してもらう。

社129 教養 子供に働く体験を 31
小、中、

高、　一般
子供は働く体験を通して、自主性、計画性、創造性等を身につけ
ていく。

社130 ボランティア あたたかいコミュニティづくりのために 29 一般
ボランティア活動は、一部の人達のものと思われがちである。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して易し
く解説し身近な場からの実践を呼びかける。

社131 健康 家庭マッサージと健康体操 31 一般
平和で健やかな家庭づくりのための体の働き、疲労とマッサージ
の関係を科学的に理解し疲労回復と健康増進のための効果的で
正しい家庭マッサージを紹介する。

社132 道徳 おばあちゃんがいる 30 一般、高齢者

高齢者社会を迎え、ひとりのおばあちゃんをとりまく家族間の中で
嫁姑間の身近な問題を明るいタッチで描き望ましい家庭生活のあ
り方ともいうべき姿を示唆する。

社133 一般映画 したきりすずめ 19 幼、小
舌を切られたすずめのチュンタを探しに行ったおじいさんは、すず
めの宿で大歓迎を受けて帰ってくる。欲深いおばあさんは大きな
つづらだけもらって帰る。その途中フタを開けると…（人形ｱﾆﾒ）

社134 教養 旅はともだち 30 一般
１人の青年が北海道のあるユースホステルで旧友との再会を約束
し旅に出る。旅の中で人々や自然に対する愛情が芽生え植えつけ
られていく過程と共にＹＨの生活の様子や意義が語られる。

社136 家庭教育 父と母への赤信号 30 一般
小学校６年生になる１人っ子の正夫が家出した。その要因が家庭
にあり親にあったことに気づく。子供の非行防止の第一条件は魅
力的な親であり、暖かい家庭であることを示唆している。

社137 一般映画 ダンプのお母さんと6人の子どもたち 41
小、中、

高、　一般

ダンプトラックの運転手をやっているお母さんが、突然二人のみな
し児を連れてきた。彼等が巻き起こす波らん万丈の生活模様、そ
して母さんの分けへだてのない優しさ、思いやりを描く。

社138 教養
相手の身になって　生活の
中の人間関係

32 一般、高齢者

私達の社会は様々な人間関係でなりたっている。これをスムーズ
にするためには相手に調子を合わせることでなく自己を見失うこと
なく、如何にして他との調和をはかるかにある。

社139 道徳 お兄ちゃんとぼくの七転び八起き 43
小、中、

高、　一般

皆からお荷物の健ちゃんと名付けられた少年が、自信を失いかけ
たお相撲さんと知り合い、「やれば出来る。僕もやるからお兄ちゃ
んもがんばれよ」と発憤する不屈の物語。

社140 アニメ 日本昔話　一寸法師 10 幼、小 子どものいない老夫婦に親指ほどの子が授かり…

社141 アニメ 日本昔話　金太郎 10 幼、小 足柄山に金太郎という力の強い男の子がいました。

社142 進路 揺れうごく高校受験生 30 中
環境の異なる４人の中学生を例に高校入試に失敗した中学生の
自殺にスポットをあてながら、悲劇がくりかえされぬよう訴える。

社143 健康 運動不足と成人病 28 一般、高齢者
現代人は重症の運動不足に陥り、年々深刻に。特に中年以後の
運動不足は肥満につながり、成人病に発展しやすい。

社144 家庭教育 おとなになるって 31 一般
親子ノートによって子供の性に対する疑問に適切な指導を進める
家庭を例に、親子で思春期の性についての理解を確実にするとと
もに親には指導の方向と手順を示唆する。

社145 教養 合成洗剤は安全か 20 一般
石鹸と合成洗剤の違いなどの基礎的な理解から、合成洗剤のもつ
色々な問題点を実証的にわかりやすく解明します。

社146 教養 楽しいキャンプのために 30
中、高、

一般
テントの張り方や撤収、ハンゴウ、炊飯等々、キャンプ生活を楽しく
過ごすための心得や技術を具体的に描いている。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社148 教養 ふるさとの道しるべ 30 一般
人の集まりが悪かったり、集まった人々の熱意がないことの原因
は、きちんとした計画がないからである。地域社会で社会教育活
動を活発にするための「団体活動の計画の立て方」を学ぶ。

社149 福祉 心の扉を開く 20 一般
言語、視覚、知恵がおくれている、身辺の自立ができないといった
重度の障害をもつ児童と交信の関係を成立させることは、そのま
ま教育の糸口を見つけだすことでもある。

社150 一般映画 おばあちゃんが帰ってきた 34 一般、高齢者

一人の孫娘のおばあちゃんに対する愛情を描きながら、祖母と両
親時に姑と嫁の関係がいかに子どもに影響を及ぼすものであるか
問題を提起している。

社152 家庭教育 父、この強きもの 30 一般
厳しい職場で働く父親がわが子の目に余る甘え、妻の過保護ぶり
を見た時、同様に育って来た部下の姿にわが子の将来を見た。こ
れではならぬと立ち上がる父親。妻や子はどう反応したか？

社153 一般映画 砂の家 50 一般
学歴社会偏重の風潮は、青少年の健全な成長を阻む大きな重し
となっています。親たちが受験期と思春期に悩む子供たちに、どの
ように関わったらよいか、今こそ検討すべきでないでしょうか。

社154 アニメ
アラビアンナイト　シンド
バットの冒険

25
幼、小、
中、高、

一般

４０人の盗族からとりもどした宝をシンドバットは街の人たちに返し
た。でも空とぶ魔法のジュータンが一枚残った。それをとりもどそう
とする魔法使いとシンドバットの対決。

社155 一般映画
思い出の一冊の本　子供
と読書

30 一般
野球好きの少年に野球にかけて本を読むことへの糸口をつくり、
徐々に興味を拡げ、関心を深めさせ、やがて本を読むことのよさ
がわかって生活態度も変ってきた経過をドラマ形式で描く。

社156 一般映画 嫁ぐわが子に 33 一般
ふともち上がった娘の結婚話。母親は娘と二人で以前暮らしたこと
のある町や村を訪れその当時の生活の様子を話しながら、思わぬ
危機に直面した時、それに対応できる心構えを描いた。

社157 一般映画
非行ってなに？　ある女子
高校生の記録

30 高、一般
一歩誤れば非行のふちに立っている現代の女子高校生に自分の
行動をどう考えているかを問いかけると共に、わが子に限ってと安
心している両親の姿と子どもの実態をとらえた。

社158 一般映画 少年と花 30 一般
花を育てることに熱心な少年と、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が、いかに大切かを
訴えようとするものである。

社159 道徳 竹とんぼの空 25 小
助け合いの実践にあたって、その根底にすえられるべき「相手の
立場にたって考える」ことと人それぞれの能力を認め尊重すること
の重要さを訴えています。

社161 アニメ イソップ物語　金の斧と銀の斧 9 幼、小
ある日、正直なきこりが、川の中へ斧を落として困っているとそこ
に老人が現われ、斧を取ってくれた…

社162 道徳 リーダーシップ 30 一般
ある青年グループの活動例を通して、リーダーシップとは何か、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
を示しています。

社163 一般映画 PTA父さん奮戦記 30 一般
やむなくＰＴＡ委員を引き受けさせられた父親の実際の体験記録に
基づき、本音のＰＴＡ像を浮き彫りにし、子供の教育を妻にまか
せっぱなしにしてた立場から、ＰＴＡや家庭の教育問題を見る。

社164 国語 ごんぎつね 21 小
ごんは、ひとりぼっちの子ぎつねで、しだのいっぱい茂った森の中
に穴を掘って住んでいました。そして、夜でも昼でも、あたりの村へ
出てきていたずらばかりしました。

社165 教養 趣味のある老後 30 一般、高齢者
工芸、音楽、詩作の楽しみを持ち、明るく生活するお年寄りの姿を
紹介し、高齢者にとっての生きがいと趣味の関係を考える。

社166 一般映画 母さんは歌ったよ 48
小、中、

高、　一般

小学生と中学生の２人の子供を持つ聴力障害の母とその息子た
ちのほのぼのとした一家の様子を通して、親子、家族、勇気やさし
さ、そして生きることの素晴らしさについて考える。

社167 道徳 となりの立場　うちの立場 29 一般
最近多くなった騒音問題に題材をとり、そこから派生する近隣関係
の問題点、何がネックになっているかということを考えながら、好ま
しい在り方を考えてもらいます。

社168 道徳 思いやりの心を育てる 30
小、中、

高、　一般

子供の思いやりの心は、まず最初に親の愛情から養われる。幼児
期、児童期、青年期の三段階を通じて子供の思いやりの心がどの
ように養われ、発展するものであるか描きます。

10 



Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社169 健康 生活の中の健康づくり 29 一般

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
もち、処方箋を書き、明日の生活設計に運動とスポーツを効果的
にと入れ積極的に健康づくりに取り組むための学習教材を意図し
ている。

社170 一般映画 老人と少年 32 一般、高齢者

老人は長い人生経験から貴重な生活信条を身につけている。冬
休みを祖母の許で暮した少年の目を通して、指導者としてのお年
寄りの姿を描く。

社171 家庭教育 光った水とろうよ 21 一般
幼児の知的好奇心を日常生活の中に、毎日、子供と接している保
育者は、本当は一番子供が見えるはずです。でも案外見えないの
ではないかと気付きました。

社172 家庭教育 四つの芽 29 一般
幼稚園における４人の幼児の行動をとらえ、それが家庭教育とど
のようにかかわりをもつかを考え、みずから行動する子供を育てる
には、家庭でどのような点に注意をしていったらよいか。

社173 一般映画 豆象武勇伝　ウオルトディズニー 15 幼、小
ゴライアス二世というお父さんゾウの足の爪ほどの小さなゾウの冒
険。軒の小人の家のクリスマスツリーが目にとまる・・・。

社174 一般映画 大男とクリスマスツリー 13 幼、小
山奥に住んでいる二人の大男は、ハンスじいさんのクリスマスツ
リーが欲しくて家ごともって帰ってしまいます。ハンスは不思議な杖
で…。クリスマスの楽しいお話です。

社175 一般映画 こころ 32 一般、高齢者

子供の自殺、家庭内における人間関係等、様々な問題が起きてい
る中で、その背景に何があるのか。日頃の慌しい生活の中で私達
は人間として一番大切なものを忘れてはいないだろうか。

社177 一般映画 わたんべとすばらしい仲間 40 小、中
「仲間はずれをつくらない」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「わたんべの心ぞう
手術」という出来事を軸に、エピソードを加えて楽しく描く。

社178 道徳 涙なんかとんでいけ 45 小、中、一般
突然父を失って少６の康雄の環境はガラリと変った。母が働きに
出る事になったから妹の面倒も見なくてはならない。様々な難問に
敢然として立ち向かう幼い兄妹の生き方が快い感動を呼ぶ。

社179 家庭教育 ひとりでできる　生活習慣と自立 27 一般
食事や排泄、睡眠、衣服の着脱や清潔の保持、これらの事を幼児
が自分でやろうとしている時に、無理をせず出来る事から根気よ
く、愛情をもって身につけさせていくことに気付かせる。

社180 理科 冬を越すサル　北限のサル 19
小、中、

高、　一般

世界のサルの分布の北限といわれる下北半島に住むニホンザル
をとりあげ、厳しい自然環境の中でのサルの１日を紹介し、夏毛と
冬毛の違い等をあげてサルの冬越しの姿を紹介する。

社182 交通安全 お母さんそこに問題が 25
幼、小、一

般

幼児の事故ビック・スリーといわれている「飛びだし」、「道路横断
中の不注意」「道路上遊戯中の事故」の事故事例を再現、分析し
事故に会いやすい幼児たちの特性や心理状態をさぐる。

社184 アニメ とうきちとむじな 18 幼、小
「とうきち」という鉄砲打ちを利口なむじなが化かす楽しい物語で幼
児にもわかりやすく描かれています。

社185 アニメ ベルとかいじゅう王子 20 幼、小
森の中で道に迷った商人は、エメラルドの光に包まれ、庭の半分
が夏、半分が冬という不思議な館にはいりこみます。商人は窓の
外に紅い花をみつけ、花を折った瞬間、雷鳴がとどろき・・・。

社187 家庭教育 炎よ創れ 34
小、中、

高、　一般

焼ものへの愛情と厳しさを貫ぬく祖父と、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供たち、その三世
代の社会との暖かい交流を通じて、真に価値あるものを考える。

社188 教養 君はこの時間をどう使うか 32 一般
仕事の疲れをディスコやマージャン、酒等で癒していた青年が、余
暇に挑戦する中で現代の余暇活用の実態を示し、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事を考えてもらう。

社189 健康 和君返事して！ 15
中、高、

一般

実際に発生したシンナー乱用少年の死亡事例を中心に全国的に
激増している薬物等乱用を防止する目的で、その有害性、薬物乱
用に対する正しい認識と、その恐ろしさを訴えています。

社190 健康 恐るべきシンナー遊び 25
中、高、

一般

非常に大きな社会問題となっているシンナーをとりあげ、シンナー
等の有機溶剤の恐るべき有毒性を動物実験や臨床事例によって
克明に描き、この死の乱用が一日も早く根絶される事を願う。

社191 家庭教育 他人の子を叱った私 31 一般
全国に拡がる「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、家庭教育・地域ぐるみの教育の在り方を考え、「他人
の子であっても気付いた事は注意し合う」という事を訴える。

11 



Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社192 体育 いつの日かあなたも 21 高、一般
女性の身体の成長過程や成育の仕組み、妊娠・出産のメカニズム
など。また青春期における健全な生活の大切さを考える。

社193 アニメ サミーは小さな大選手 55 幼、小、中
サミーは、マラソン大会でいい成績をあげようとトレーニングには
げんでいた。ある時、サミーは突如、スーパーマンに変身した。

社194 一般映画 あしたの空は青い空 46
小、中、

高、　一般

書家井村香子さんの思い出の記「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の少女（千恵子）が書を志し、
障害にもめげず、将来に希望を燃やしてやりぬいていく。

社195 一般映画 希望の船 35 一般
ある船上生活者の主婦の生活記録を基にして、恋愛・結婚・出産・
子育て・子どもの教育・借金という厳しい現実の中で家族愛に結ば
れた、心豊かな家庭を描いたものである。

社196 一般映画 この道はいつかくる道 37 一般、高齢者

認知症のおじいさんを引取ったある一家の嫁とその娘の献身的な
努力や愛情が、呆け老人の心を開かせていく過程を描いて、老齢
化社会の進これからの家庭生活のあり方を考えたい。

社197 家庭教育 飛べない紙ヒコーキ 32 一般
高校受験で悩む中学生が、知り合った勤労青年との係わりの中
で、自ら進むべき道を感じとっていく。子供の自立しようとする心の
芽生に対する親の励ましの大切さを考える。

社198 アニメ まえがみ太郎 69 幼、小
山の奥の、またその奥の、風も通らないところに風ふかん村はあり
ました。峰が９９もあるという「どうどの山」から恐ろしいうなり声や
地鳴があり、村人はまものが住むとおびえていました。

社200 アニメ シンドバットの冒険　巨鳥ロック 30
幼、小、
中、高、

一般

離れ小島にたどりついたシンドバットは、大きな建物を見つけて、
その建物の上に乗ったとたん、突然嵐が起こり大きな鳥がとんで
きた。シンドバットが建物だとおもったのは・・・。

社201 アニメ おむすびころりん 10 幼、小
昔々、働き者のおじいさんが山で木を切っていました。お昼に、食
べようとしたおにぎりがコロリンところがって穴の中へ

社202 アニメ 草原の子テングリ 21 幼、小
草原の子テングリは、仔牛のタルタルと大の仲良しです。きょうは
村の相撲大会、テングリも混ざって草原は明るい笑い声でいっぱ
いです。そして、やがて冬がきました。

社203 交通安全
Ｄｒ．スランプアラレちゃん
の交通安全

14 幼、小
アラレちゃんの仲間の一人が車にあやうくひかれそうになり、婦警
さんが交通ルールを守ることが大切なことを教えてくれる。

社204 アニメ おば捨て山の月 21 幼、小
昔、信濃の国に一人のわがままな殿様がおりました。殿様はお年
寄りが大嫌いで、七十を越した者は残らず島流しにしてしまいまし
たけれども、その島には食べるものもろくにありません。

社206 家庭教育 小学生の問題行動 25 一般
小学生の問題行動は大きく分類すると２つある。万引や校内暴力
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」。これらは、どちらも問題が起きてからでは遅すぎます。

社207 一般映画 チビ六二死満塁 51
小、中、

高、　一般

チビ六は少年野球チーム「エッグス」の人気者。チビ六の人気を快
く思わない先輩のダンプと勉は、貸した給食費をたてに明日の試
合に負けるようにと無理難題を押しつける。

社208 アニメ 追いつ追われつチューワンニャー 10 幼、小
主役はいたずら猫と食いしん坊の小犬、それにチャッカリ屋の子鼠
の三匹。発端はほんの些細な事だったのですが、一本のウィン
ナーソーセージをめぐって、すさまじい争奪戦を展開します。

社209 アニメ 七ひきの子やぎ 10 幼、小
母さんやぎは七匹の子やぎ達に、恐ろしい狼にだまされて家の扉
を絶対に開けたりしないように注意を与えて買物に出かけたが、
子やぎ達はとうとう狼にだまされて家の扉を開けてしまった・・・。

社210 一般映画 手のひらの詩 32
小、中、

高、　一般
誕生会以来、しらけきった家族の雰囲気をなんとかしようと、母の
貞子は夕食後、描き上げた紙芝居「手のひらの詩」を持ってきた。

社211 一般映画 黒い山 65
小、中、

高、　一般

インド南部のジャングルの中に、野性の象が群れをなして仲良く住
んでいた。そのインド象群れの中でも山のように一際大きな一匹
の象がいた。とても大きいので皆はその象を黒い山と呼んだ。

社212 一般映画 おこんじょうるり 25 幼、小
さびしい者どうしの婆さまとおこんの出合いから、二人がくり広げる
ユーモラスではほのぼのとしたやりとり、そんな中にしみじみとした
ふれあいのあたたかさを描いた人形アニメーション。

社213 一般映画 故郷は心の中に 50 高、一般
機関士だった老人と、その孫である少年との心のふれあいを通し
て、ある家族の心の絆を描いている。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社214 道徳 子ども会の中の青春 29
中、高、

一般

ある地域における実際のジュニアリーダーたちの活躍している姿
を追いながら、少年団体の育成や活動について考えたもので、剣
道を題材にとった友情物語。

社215 一般映画 僕の剣道日記 40
小、中、

高、　一般

転校してきた武士を通して、苦しみや困難に打ち勝って何も最後ま
でやり通し、勇気と希望をいつも持つという不屈と向上の精神を描
いたもので、剣道を題材にとった友情物語。

社216 道徳 ヒロシマ・ナガサキ 46
中、高、

一般

科学者たちの報告を集大成した書物「広島・長崎の原爆被害」に
基づき、あくまでも科学的な視点から、原子爆弾被害の総合像を
描こうとした記録映画です。

社217 一般映画 こむぎいろの天使 75
小、中、

高、　一般

小さな生命との出会い、そして死との体験の中で、生命の重みを
知り大切にする心を養う。生物の成長を観察する中で、事実を自
分の眼で確かめ、頭で考え判断力を身につける映画作品。

社218 道徳 春風の子どもたち 49
小、中、

高、　一般

中３の円空筆頭に円忍、円雲、円海、そして小学校１年の円月とい
う５人兄弟のヤンチャ小坊主が大活躍。山奥の貧乏寺の住職夫婦
とその子供達が醸し出す春風の様に温かな物語。

社219 アニメ あんじゅとずしおう 31
小、中、一

般
森鴎外の名作「山椒太夫」をもとにした漫画アニメーションで姉弟
愛、そして親と子の愛を描いた悲しい物語。

社221 アニメ 笠地蔵 10 幼、小
笠をかぶせてもらったお地蔵さんが、おじいさんにお礼をするとい
う昔話。

社222 アニメ つるのおんがえし 10 幼、小
一人の貧乏な若者がワナにかかった鶴を助け、その鶴が美しい娘
に姿をかえて、助けてくれた若者の嫁になり…。

社223 道徳 ミリ子は負けない 45 小
スポーツを通して集団生活の大切さ、楽しさを知って成長する健康
な子どもたちを描く。因は色々ある。しかし、それによってどの様な
影響が惹起するか。

社224 家庭教育 父、そして家庭　三つのエピソード 32 一般
子どもに対する父親の愛情は本来強いにも関らず、様々なネック
があって子どもにストレートで伝わりにくいのが一般である。原因
は色々だが、それによってどの様な影響が惹起するか。

社225 地域社会 世代を結ぶふるさとづくり 36 一般、高齢者

古老を訪ねて郷土の伝承文化を掘り起し、受け継ぎながら母親達
とも手をつなぎ、地域の子どもたちに失われた遊びや自然との触
れ合いを取り戻そうと努力している若者達の姿を描く。

社226 教養 私たちの老人クラブの活動 31 一般、高齢者

クラブの各専門部のサークル活動を中心に、下町と山手に実在す
る二つのクラブの交流により、学び合い、視野を広げながら発展す
る姿を描き、老人クラブ活動のあり方について考える。

社227 家庭教育 小学生の非行 30 一般、高齢者
小学生の非行に焦点を絞り、父親、母親は「わが子の非行化」に、
どのような態度で臨み、対処したらよいのかを考えます。

社228 アニメ わんぱくナージャの龍王退治 60
小、中、一

般

昔々の中国の陳塘関が舞台。蓮の花の蕾から生まれた少年ナー
ジャが、悪い竜王を退治するお話。中国では、ナージャは孫悟空と
並ぶ子供たちの英雄です。アニメーション映画の傑作です。

社229 家庭教育 おやじは背中で叱ってくれた 31 一般
今、中学生が求めているものは何か。息子が犯した過ちを身を
もってただそうとした父の姿と感動的な実話をもとに、家庭・学校・
地域で問われている教育、父親の役割を考えます。

社230 一般映画 やさしさ 33
中、高、

一般
徹底した管理社会の中で、今弱者のみがとり残されはじめていま
す。一人暮らしの老人と、ふと出会った少女の純愛物語映画。

社231 家庭教育 いじめっ子　いじめられっ子 31 一般
はいくつかのいじめっ子、いじめられっ子の実例を通してその原因
の背景を探りながら、問題を克服してゆくには親と教師が協力し
あってどう対処してゆかねばならないかを訴えるものです。

社232 地域社会 子ども会の班活動 29 一般、高齢者

班活動を行なっているある子ども会の姿を通して、班活動のあり
方を考え、どのようにすれば、集団の中のひとりひとりが個性をの
ばし、能力をのばしてゆけるかを考えてゆく作品です。

社233 地域社会 わが街　やがて故郷 31 一般、高齢者

自分の子どもたちの身のまわりに起こった出来事を通して、路地
裏やがて「子ども会」作りに発展していく様子、そして、地域の子ど
もたちの育成者としてめざめてゆく親たちの姿を描いています。

社234 アニメ
釣りキチ三平　（来たぞ！
イシダイ！三段引き！）

25
幼、小、
中、高、

一般

三平は見た。いつもサングラスの魚紳さんが三人組に襲われそい
つらをやっつけた時、割れたサングラスの下は片目だった。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社235 道徳
夢かぎりなく　－わが子に
豊かな体験を－

31 一般、高齢者

おじいさんは今度の凧上げ大会に一世一代の凧を上げようと思っ
て研究し、その設計図も見せてくれた。素晴らしく雄大な構想だ。
手伝ってくれるかと言われ、治は二つ返事で飛びついた…

社236 道徳
校内暴力　親と教師の連
携を願って

30 一般、高齢者

校内暴力は果して学校だけの問題であろうか。そうした現状を描き
暴力問題、非行問題は学校や教師の力だけでは解決できるもの
ではなく、保護者側の自覚や責任が大切である。

社237 家庭教育 蛍舞い　自然に学ぶ 45 一般
この映画は、個性的な学習意欲の高揚と主体的且強力な学習行
動の推進をめざす子育てへのヒントと「思いやり」や「やさしさ」のも
つ大きな意義に気づいていただきたく製作したものです。

社238 国語 坊ちゃん 71 小、中、高
坊っちゃんは親ゆずりの無鉄砲で、まがったことはだいっきらい。
大学へ入ったものの、さあ就職となるとアテがなく、四国の松山で
数学教師の募集があり、２０余年住み慣れた東京をあとにした。

社239 一般映画 ぼくの熊おじさん 46
小、中、

高、　一般

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。涙と
笑いが渦巻く楽しいドラマ。体と本音をぶっつけ合う中で、少年は
積極的な生き方を身につけ、豊かな心を培って行く。

社240 国語 走れメロス 68
小、中、

高、　一般

この作品は、名作「走れメロス」の中より、友情と信頼をテーマにし
て、さらに勇気をもって行動することなどを加えて、現代の子どもに
欠けている面を感動的に訴える。

社241 理科 干潟の詩 31 小
子どもから大人まで、私たち人間には本能的に抱く自然への共感
がなぜかあります。この映画から、自然保護について何かを考え
ていただければ幸いです。

社242 アニメ クオレ難破船 19 幼、小、中
イタリアの児童文学、クオレ「愛の学校」の中の「難破船」エピソー
ドを、現代の子供向けに再構成したアニメーション作品。

社243 アニメ アンデルセンの三匹のまほうの犬 36 幼、小
こわいもの知らずの兵士の冒険が愉快なアンデルセンの童話でも
有名なお話の、完全アニメ化作品です。

社244 一般映画 背負子日記 32
小、中、一

般

この映画は、親、子、孫の３つの世代にわたる家族と、そこに起っ
た問題をとおして、家族関係のあり方、真に生きがいのある生活と
は何か、といった今日的テーマを問うてみました。

社245 一般映画 ぬくもり 32 一般
村越良介（中１）は、五人の中学生達に囲まれて殴る蹴るの暴力
に晒されていた。そこに、一台のトラックが通りかかった。労働者風
の男が現われ良介を救う。

社246 一般映画 イーハトーブの赤い屋根 108
小、中、

高、　一般

イーハトーブとは、宮沢賢治の心の理想郷としての地名であり、岩
手県をさしている。映画「イーハトーブの屋根」は、その岩手県が生
んだ直木賞作家三好京三の「分校日記」が原作である。

社247 家庭教育
さくらんぼ坊や　－幼児の
全面発達を求めて－

36 一般
埼玉県深谷市にある「さくらんぼ保育園」。子供たちは保育時間の
ほとんどを屋外ですごします。「自然は子供たちの教科書」との保
育方針によるのです。その様子を追っていきます。

社248 家庭教育 さくらんぼ坊や２　模倣と自立 39 一般
集団の中の生活がお互いによい影響を与えあって、子供たちの自
立を助けるという筋道に大きな意義があります。

社249 家庭教育 いじめをなくす　親の役割と責任 27 一般
いじめの実例を追いながら、いじめの根底にある現代の子どもた
ちの心の問題点を描く。いじめを防ぎ、解決するには学校と家庭の
連携、信頼関係の確立がいかに大切であるかを訴えます。

社250 一般映画 青葉学園物語 113
小、中、

高、　一般

終戦後の戦災児収容施設と、それを取り囲む豊かな自然を背景
に、現代の子どもたちに失われている、少年時代の遊びが、あち
こちに現れてきてなつかしさを感じさせます。

社251 道徳 かよいあう心 30 中、一般
「問題の子」というレッテルをはられた中学生たちに奇策をもちいて
善行を強い、コミュニケーションを通わせることを手始めに、生活
の立ち直りをすすめる一人の風変りな街の育成者。

社252 教養 老けてたまるか 30 一般、高齢者

家庭や地域社会の中で、その能力や経験を活かし自立したり、生
産活動にたずさわっているお年寄りを通して、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示唆します。

社253 一般映画 明日に生きる 36 高、一般
この映画は障害者の雇用促進運動の一環としての論文の募集が
行なわれた際、労働大臣賞一席受賞の相沢功一さんの論文をもと
につくられたものです。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社254 家庭教育 旅 29 中、高、　一般

一人の少年が冬の北海道を旅行する様子を背景に、旅行が実現
されるまでに起きた出来事に対する父親のあり方、家庭のあり方
について考えさせている。

社255 家庭教育 親子で語る愛と性 30 高、一般

家庭における性教育はどうであるべきか。高校生ともなれば性知
識もあり、体は大人なみ性欲・性衝動も高まっている。子供の発達
段階を考慮した家庭での性教育の必要性、性教育の姿を問題提
起する。

社257 家庭教育 別れ道 34 一般
敏男が、三年間の単新赴任から帰って見ると何故か家の中がギク
シャクしている。息子の宏一（中二）が成績が思わしくないのに街
のバイク屋に出入りし、オートバイの修理などに凝っている。

社258 一般映画 おじいちゃんの海 50 中、高、　一般

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。

社259 健康 エイズの予防 20
小、中、

高、　一般

エイズウイルスの性質や感染の仕方、病気の進み方に関する正し
い知識を背景に、エイズを予防するためのポイントを小項目に分
けてわかり易く、また、実際的に解説する。

社260 健康 よみがえる子どもたち 42
小、中、

高、　一般
近年、問題となっている子供達の心身の「ひ弱さ」について。夏休
みの自然教室の一環として無人島で実際に、行われたものです。

社261 家庭教育 さくらんぼ坊や３　言葉と自我 48 一般
子供は無限の可能性を秘めています。現在、思春期における様々
な非行が今、大きな社会問題となっております。その歪みの多く
は、幼児期にあるという事が指摘されています。

社262 教養 私たちの井戸端会議 31 一般
おかあさん達が子供についての悩みを井戸端会議で語りあう様子
を描く。

社263 一般映画 バス停の座布団 31
小、中、

高、　一般
少しの善意が理屈を越えて人々の心に受け継がれ、見知らぬ人
同士の心の触れ合い、誠意の輪の広がりの原点を教えます。

社264 交通安全 タッチ飛び出しはアウトだよ 17 幼、小
通りの向こうの店先で子供達に風船をくばっています。道路に飛び
出し向こうに渡っていくチエちゃん。その後を車が一台通り過ぎま
す。南が叱りつけたのでチエちゃんはきまり悪そうです。

社265 道徳 サケを育てる家族 30 中、高、　一般

辺地のサケマスふ化場に働く家族。少年は、辺地での不便な生活
のため父の仕事に不満をもつが、ふ化の仕事を手伝っていくうち
に、自分の考えが間違っていたことを知る。

社266 道徳 しあわせ配達人 31 小、中
店の横に立てておいた竹馬が無くなっている。そんなある日「しあ
わせ配達人」という手紙と一緒に真新しく、しかも手作りの竹馬が
とどきました。

社268 道徳 あたたかい心ありがとう 30
小、中、

高、　一般

子は親のうしろ姿を見て育つといわれます。身近なお年寄りやから
だの不自由な人に対する母親の温かい心づかいを通して、その子
が思いやりの心を豊かにはぐくんでいく姿を感動的に描く。

社269 道徳 私を育ててくれたもの 31
小、中、

高、　一般

一人の少女の心の成長の記録にたくして、弱い立場、苦しい立場
を低くみるのではなく、温かいまなざしをもって接することの大切さ
を訴えます。

社270 アニメ 釣りキチ三平　釣り場の子ギツネ 25
幼、小、
中、高、

一般

最近釣り場公害が増えており野鳥などにも多く被害が出ていま
す。このお話は、子狐が親を助けたい一心で三平に近付き親狐を
助ける動物親子の愛情物語です。

社271 道徳 微笑み 34
小、中、

高、　一般

街角で非行グループに追われている少女はぶつかってそのまま
逃げたものの、戻って来て、老女を病院に連れていく。少年とおじ
いさんの交流の中から、心の大切さを訴える。

社272 道徳 ぼくたちの勇気 31
小、中、

高、　一般

物の欠乏は、物が豊かになれば、それは解決します。しかし、心の
欠落は、物が豊かになっても解決されません。サッカーの好きな充
男少年とおじいさんの交流の中から、心の大切さを訴える。

社273 教養 わが家はただいま３６２才 34 一般
今日、多世代同居の問題に直面せざるをえない。こうした状況のも
とで、家族はどう考え、どう話をすすめ、それをどう具体化していっ
たらよいかについて考える。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

社274 交通安全 ぼくとおじいちゃんの交通安全 27 一般、高齢者

交通事故は、幼児やお年寄りなど、交通弱者に対して安全対策が
課題となっています明るいホ－ムドラマのなかで、交通安全のポイ
ントを楽しく理解させます。

共1 一般映画 ガキ大将行進曲 75 一般

子ども達の「あそび」から、本当の集団的なぶつかり合いが消え
去ってしまい、”ガキ大将”は影をひそめてしまった。そこで、子ども
達が自信を持ち、その目に輝きが戻った時、初めて本当のガキ大
将が生まれてくるのではないだろうか。という願いを込めて作られ
た映画である。

共2 地域社会 伸びよ　子どもたち 21 一般
東京郊外の子供会の地域ぐるみの育成運動の事例を紹介し、青
少年の育成活動に一番大切なことは何かを問う作品

共3 ボランティア 私たちの体験学習 25
中、高、

一般
中学生に珍しいボランティア・クラブ。教育過程内のクラブ活動で
全員が参加して行うクラブ活動の一つを紹介する。

共4 福祉 風の色が見えた 32 一般、高齢者

定年後、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、自らも社
会参加の喜びを知るまでの、涙と笑いの楽しい物語。

共5 道徳 父と子の休日 30 小、中
街で困っている人に、そっと手を差しのべる何気ない行為。それを
実践するには勇気がいる。休日に父と買物に出かけた少女が体
験した不思議なできごとが彼女に博愛の心を植えつけた。

共7 アニメ 吉四六どん 19 幼、小
昔キッチョムという大人かおまけの気転のきく子供がおりました、
その子と大人との知恵比べです

共8 アニメ おばけの運動会 25 幼、小
今日はオバケ運動会、白組にスカウトされた、しんちゃんは優勝め
ざして大活躍

共9 道徳 アフリカ友情物語 54 小、中
キリマンジャロ山麓の大自然をバックに繰り広げられるアフリカの
子どもたちとの出会いと別れ、友情のドラマ。国際的な連帯の素晴
らしさを描いた大型児童劇映画。

共10 一般映画 母 75
中、高、

一般
お金さえ出せば何でも解決するという現状からかけ離れた家庭
の、母の生きざまを描く

共11 道徳 悩める思春期 30
中、高、

一般
氾濫する性産業、興味本位の性衝動が芽生え吹き荒れる、思春
期の子どもたちの不安や悩みを親はどう受け止めるか考える。

共12 教養 夫の定年　妻の定年 32 一般
高齢化社会を迎え、定年後・子育て終了後の夫婦二人だけの人
生は長い。その後半生を有意義に過ごすには、現役の若い内か
ら、互いにどういう関係を培っておくべきかという問題を考える。

共13 家庭教育 お母さんもっと聞き上手に 31 一般
幼稚園時代の子供たちは、特に母親の影響を受けて成長してい
く。ところが干渉のしすぎは自発性を押さる。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る。

共16 一般映画 時計館の秘密 55
小、中、

高、　一般

時計館に忍び込んだ、みちると弟の隆盛。大音響とともに弟の姿
が消え、おじいさんが出現した。その時から、みちるに五つの願い
が叶う超能力が。そして、おじいさんのやり残した仕事をし遂げる
ために不思議な旅に出ることに。

共17 一般映画 あの雲に歌おうよ 49 一般
独り暮らしのおばあちゃんと周囲の子供たちの心温まる交流を通
して、人間と自然への限りない愛を伝える。

共18 アニメ よいこのたのしいクリスマス 25 幼、小、中
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。

共20 交通安全 ハーイあっこです　みんなの交通安全 14 幼、小
ホームドラマアニメの中で子供たちに交通安全のルールを楽しく伝
える。

共21 道徳 この愛をありがとう 26 中
夏休み、二つの中学生グループ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が返って来るのを知った少年・少女たち
の感動と福祉の心を描く。

共22 ボランティア 地域にいきづくシルバーボランティア 29 一般、高齢者

米どころ仙台平野の涌谷町の老人達が中学生に実習田で昔なが
らの方法で農作業（米づくり）を教えたり、その他いくつかのボラン
ティア活動を通し、ボランティアとは何かということを考える。

共23 環境 ゴミ減量作戦 30
中、高、

一般
ゴミ処理問題が深刻化している今日・・・ゴミの減量化はどうすれ
ば出来るか具体的に描く

共24 家庭教育 ＮＯ！というのも親の愛 30
中、高、

一般

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。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。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

共25 アニメ いじわる狐ランボーの勇気 15 幼、小
平和な森に暴れ狼ドラゴンが現れた。ランボーは子分のような形
になってしまったが、彼の乱暴振りは余りにもひどく、ランボーは次
第に次第に森の仲間たちに肩身が狭くなって来た。

共26 アニメ 太郎ヶ池の夏祭り 30 幼、小

北国の山の麓にある小さな村。村には人々の命を支える池があっ
た。この池には昔から「ガマどん」という妖怪がいて、水を守ってい
ると信じてい老人がいた。ある夏祭りの日，恒例のたらい競争が
行われ…。

共27 教養 アラスカ友情冒険の旅 45
中、高、

一般

子ども会のジュニアリーダーの若者たちが、アラスカでの２週間に
わたるトレーニングやキャンプを実施した様子を記録したものでア
ラスカの厳しい自然条件を克服し、苦しさと楽しさのなかで、自分
自身をみつめなおしていく。

共28 一般映画 小さな家族 55
小、中、

高、　一般
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。

共29 アニメ 二死満塁　ツーダンフルベース 60 幼、小、中

勉強ぎらいのスポーツ万能少年・チビ六は、母から預かった1万円
をなくす。そこから様々な事件が起こり・・・。野球でも、人生でも、
二死満塁！逃げてはダメだ、チビ六がんばれ！少年野球の名作
アニメ。

共30 アニメ 虔十公園林 18 幼、小
宮沢賢治原作「虔十公園林」を素材に映画。自然を限りなく愛した
一人の少年が空き地に杉の苗を植え、大切に育てた苦労がみの
り大きな杉林として成長し、人々から公園として親しまれる物語。

共31 道徳 ふしぎな風の子 30 幼、小、中
ぜんそくで休みがちな明と風の子が友達になった。ぜんそく体操、
プールでの泳ぎ、ハイキングなどをやりとげた明は見違えるほど逞
しく積極的になった。風太とのわかれもやってきた。

共32 アニメ リトルツインズ 25 幼、小
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タフルと
チフルは祖母からキノコの森の妖精たちの話を聞く。好奇心がメラ
メラと燃え上がり、さっそくキノコの森へ出かけていく（アニメ）

共33 アニメ タマフレンズ・三丁目物語 24 幼、小
ギスギスした現代生活の中で、私たちが忘れかけているホノボノと
した暖かさ、さりげない優しさを思い出させてくれるようなアニメー
ション。子猫のタマたちが遊びまわっている姿を描いている。

共34 アニメ 星の子 31 幼、小
人間の「傲慢さ」「残酷さ」を戒め、「やさしさ」「おもいやり」の大切さ
を親子の愛情物語を通して感動的に描く。

共35 家庭教育 心ふるえています 31 一般
子供が非行化する要因の中で家族や親のあり方の中にその問題
を探ります。子供の非行を未然に防ぐには、親が子供との間に深
いきずなを作り上げていくことがいかに大切かを訴えます。

共36 道徳 おじいちゃんが階段をおりるとき 39
小、中、

高、　一般

祖父の面倒をみるのをいやがっていた中学２年の孝夫は文化祭
で「高齢化社会」を取り上げることになり施設や対策を調べていくう
ちに高齢者に対する態度が変わっていく。

共38 国語 一つの花 23 幼、小
『「一つだけちょうだい。」これが、ゆみ子のはっきりおぼえた最初
の言葉でした。』　この作品の背景にある太平洋戦争の現実、食
糧難による飢餓感を分かりやすく伝えるよう工夫された作品。

共39 環境 なっちゃんのケヤキ 30 幼、小
１本のケヤキを守った子ども達の実話を通し、環境問題について
考える作品。

共40 道徳 お母さんのアルバム 53
小、中、

高、　一般

刑事の父親と、お母さんの記憶をいつまでも胸にとどめたい子供
たちとの葛藤を軸に、親と子の絆、人に対する優しさや思いやりを
考えさせる作品である。

共41 道徳 腕白たちの宝もの 48
小、中、一

般

信彦(小４）は下町生まれの腕白坊主。ある日信彦のクラスに転入
生がやってきて、トラブルが起きる。様々な事件を通して少年たち
が友情の大切さや地域の人たちの人情を知り、大きく成長していく
姿を描く。

共42 道徳 友情のキックオフ 27 小、中
小学校のサッカーチームに凄い選手が入って来た。転校してきた
誠だ。サッカーと友情をバックにイジメや差別を許さないことを強く
訴えます。

共43 教養 空高く夫婦とんぼ 30 一般、高齢者

長年連れそってきた夫が脳卒中で倒れ入院、それをきっかけに妻
は互いのかたいきずなに気づきともに美しく老い、豊かな老後を築
く道を見いだします。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

共44 アニメ 注文の多い料理店 23
小、中、一

般

都会から来た二人の紳士が、２匹の犬を連れて猟に出かける。あ
まりの山奥で道に迷ってしまう。そして立派な一軒の西洋料理店を
見つける。お腹のすいた二人は、大喜びで次々と扉に書いてある
注文を読みながら進んでいくが…

共45 教養 おじいちゃん出発進行 29 一般、高齢者
妻を亡くした老人が亡き妻に似た老女に心を寄せつつ、敬老会館
の仲間たちとの交流を見い出して行く姿を紹介します。

共46 教養 春ふたたび 30 一般、高齢者

老人クラブのダンス教室で生まれた独身者同士の恋。家族に波紋
が起こり、乗り越えていくおじいちゃん。恋人の涙と孫娘の優しさが
おじいちゃんに夢と希望を与える。

共47 道徳 菜の花 20
小、中、

高、　一般
「福岡県の被差別部落の語り伝え」をもとに人間らしく生きる道を
奪われてきた人々の悲しみと怒りそして誇りを描きます。

共48 アニメ ランボーのうそ 15 幼、小
手作りの矢でリンゴを落としてみせ得意になったランボーは、湖の
カモを狙って矢を放った。ランボーは、「犯人は人間だ！」と、でま
かせを言う。はじめから本当のことを言えばよかった！

共49 福祉 泣いて笑って涙して　ポコアポコ 53 一般

障害にも負けず力強く生きる母と子の感動の物語。大阪府に住む
女性が、障害を持ちながら空き缶を拾いお金に替え、そのお金で
お年寄りに車いすを５年間に１００台も贈った、心温まる実話の映
画化です。

共50 道徳 すばらしい私のおじいちゃん 35
小、中、

高、　一般

祖父と一緒に暮らすことになった孫娘。始めは大嫌いだった祖父と
ぶつかり合いながらも次第に親しみを感じていきます。祖父との交
流を通し、人を思いやる心の大切さを感じ取らせています。

共51 一般映画 むく　はとじゅうの名犬物語 20
小、中、一

般

ある日山奥で、死んでいる親のそばを離れない山犬の子を、猟師
の三吉は育てる。山犬は大きくなると野生に戻るといわれていた
が、三吉の真心が子犬にも伝わり、いつしかなつく愛情物語。

共52 アニメ 校長先生が泳いだ 20 幼、小
水泳大会に出場することになった足の不自由な明るい少女と、そ
の仲間たちの感動の物語。人を思いやる心のすばらしさ、大切さ
を訴える。

共53 道徳 ぼくのお姉さん 36
小、中、

高、　一般

障害を乗り越え自立して生きようとする姉。姉を少し疎ましく思いつ
つ、心の痛みや苦しみを理解しようとする弟。その家族の明るい生
き方を描き、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。

共54 アニメ おじいちゃんのトマト 39
小、中、

高、　一般

一人の少年のまわりで起こる様々な人権問題をめぐって、周囲の
人たちが悩み苦しむ。しかし、体の不自由な祖父の生きることへの
情熱や考え方に触れ、命の尊さや相手の気持ちを思いやる優しさ
に気付きはじめる。

共55 道徳 家族のきずな 29 一般、高齢者

核家族化が進み、高齢化社会を迎えた今日、お年寄りを抱える多
くの家族では、どうしたら三世代の家族が、よりよい関係を保ちつ
つ、うまく暮らしていけるかを考える作品です。

共56 道徳 お母ん　ぼく泣かへんで 41
小、中、

高、　一般

いじめを理由に不登校を決め込む小学５年生の男の子。その不登
校をめぐり、両親や担任の先生、近所の人たち、そしてクラスメイト
との関わり合いを明るい笑いと涙で描いています。

共57 アニメ フランダースの犬 103
幼、小、
中、高、

一般

おじいさんと牛乳運びで生計を立てる少年「ネロ」と年老いた愛犬
「パトラッシュ」は貧しいながらも幸せに暮らしていた。ネロの夢は
ルーベンスのような画家になること。家賃が払えずに家を追われ
全てを失ったネロが、クリスマスの夜に大聖堂で見たものは…

共58 道徳 わすれるもんか 40 幼、小
目の不自由な正彦の精一杯生きている姿が周りの人たちに感動
を与え、その感動から行動をはじめ、周りの人を変えていくという
人間性の変革と連帯を描いている。

共59 アニメ ドラゴンクエスト　ロトの紋章 45 小、中
まだ、幼く弱々しかった「アルス」少年が、妖精たちの頼みにより、
勇気をふりしぼり、悪の花「マンイーター」を倒し、妖精の里に平和
な生活をよみがえらせる「愛と友情の奮闘物語」。

共60 家庭教育 うちの子に限って 29 一般
普通のサラリーマン家庭で起こった親と子の気持ちのすれ違い。
勉強のストレスからいじめや不登校などの問題を起こす息子に対
処する周囲のようすを描きながら家族のありかたを考える。
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Ｎo 分類 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

共61 道徳 いのちのあさがお 36 小

春になって新潟の病院に入院していたコースケに待望の退院許可
がおりた。４月には小学校の入学が待っていた。同級生たちは、遠
足で、運動会でと体の弱いコースケをかばい、思いやりをもって接
していた。

共62 道徳 身障犬ギブのおくりもの 39
小、中、

高、　一般

ギブとの関わりの中で、咲は周囲の人々に支えられ、人との関わ
りの大切さ、命にかかわる責任、そして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。

共63 アニメ ぎろろんやまと10ぴきのかえる 20 幼、小
ある日、ハシャギカエルが病気でたおれてしまいました。病気を治
す方法は一つ。９ひきのかえるは勇気を出して恐ろしいぎろろんや
まに出発します。

共64 道徳 お百姓の足坊さんの足 22 幼、小
お百姓さんの菊次とお坊さんの二人は、酔って大切なお米を踏み
にじってしまった。でもバチが当ったのは菊次だけだった。人間らし
い生き方、物を大切にする気持ちを訴えます。

共65 道徳 月の峰の狼 15 幼、小
仲間たちの幸せのために新天地を求めて旅立ったリーダーの兄
狼ドンに代わって、仲間を守るために命をかけてその責任を果たし
た若き狼ダンの勇気ある行動と責任感を描いています。

共66 道徳 ベロ出しチョンマ 15 幼、小
江戸時代、虐げられる農民が直訴したため、家族もろとも処刑され
る一家に焦点を当て、ハリツケという極限状態の中で、少年長松
が妹に示した優しい兄妹愛を感動的に描いています。

共67 道徳 木龍うるし 25 幼、小
沼の底に上質の漆が一杯溜まっているを二人の木こりさん（権八・
藤六）が見つける、権八は木の龍を作って水底に沈めて、漆を一
人占めしようとするが、自分の過ちに気づきます。

共68 一般映画 青い目の人形 47
小、中、

高、　一般

昭和２年日米友好のかけ橋にとアメリカから１万２千の青い目の人
形が贈られたが、日米開戦と共に処分され姿を消した中に、難を
逃れた人形があった。ドラマは感動的に展開する。

共69 アニメ よわむし太郎 15 幼、小
村の子どもたちの大事な白鳥を射ろうとしているが、誰一人として
殿様をいさめる事が出来なかった。そんな中、自分の命をかけて
白鳥を助けたのは、池のほとりに住む若者・太郎だった。

共70 道徳 夏服の少女たち 30
小、中、

高、　一般
青春時代を精一杯生きて原爆の犠牲となった少女たちと、残され
た親たちの悲しみをアニメとドキュメンタリーで描く。

共71 アニメ えみ子と森のチビおばけ 15 幼、小
えみ子が縁日で買ってきた不思議な木の苗。この苗をめぐって、え
み子とチビおばけが繰り広げる心温まる物語です。

共72 アニメ かさこ地ぞう 13 幼、小
雪の降る日、町へ傘を売りにいったおじいさんが、かさを、雪の積
もったお地蔵さんにかぶせてやるという物語。

共73 アニメ おじいちゃんの宝もの 29 幼、小
おじいちゃんの部屋から、死んだおばあちゃんの思い出の宝物が
消えてしまい、すっかり元気をなくしてしまいました。それを知った
孫の美加の可愛らしい奮闘記です。
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