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386
スマホは情報モラルが大
切②

DVD 防犯 中・高校生 18

多くの中学生・高校生がスマホを使ってＳＮＳを利用します。ＳＮＳは
他人とコミュニケーションをとるのに大変便利です。反面、相手を傷
つけたり、自身に危害が及ぶ可能性もあります。本作品では、写真
や動画の投稿から起こりうる「個人情報流出」、「炎上」をテーマに取
り上げ、自分だったらどうするかを考え、情報モラルが育成されるこ
とを狙いとします。

Ｒ３

385
私たち一人ひとりができる
こと

DVD 人権 中学生以上 26

新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中、橘家の理人、
智恵、娘の杏里の三人は、身近に感染者が出ていないこともあって
危機意識が薄れていき、どこか他人事のように考えていた。ところが
ある日、杏里の同級生の一家が感染してしまいます。本作品は、「コ
ロナ差別」の特徴と、差別や偏見がなぜ生まれるのか、そしてどのよ
うに向き合っていけば良いのかを学べる、ドラマ形式の人権啓発教
材です。

Ｒ３

384
ズッコケ三人組のいじめを
なくす作戦

DVD アニメ 道徳 小学生 15

ズッコケ三人組のクラスの中でいじめが起こり、その問題を三人組
のメンバーがどう考え、どのように話し合って解決へと導いていくか、
そのストーリーを展開しながら、視聴する子ども達に「いじめは絶対
してはいけない」という強い意識を持ってもらい、防ぐためには被害
者のつらい気持ちに寄り添える思いやりを育むことが大切であること
を訴えていくアニメーション仕立ての教材です。

Ｒ３

383 光射す空へ DVD アニメ 人権
中・高校生

以上
32

我が国固有の人権課題である「同和問題」。国や地方自治体等で
様々な取組が行われ、同和地区の生活環境は大きく改善されました
が、依然として差別は形を変えて根強く残っています。また、まだ十
分に認識されていない人権問題として、性同一性障害や性的指向に
おける少数派の人々、若年性認知症と診断された人々に対する誤
解や偏見もあります。この映画では、大学生たちの悩みと学びを通
して、「正しい知識と理解」「多様性の受容と尊重」の大切さを描いて
います。登場人物たちとともに、誰もが人権を尊重され自分らしく生
きていける社会について考えていただければ幸いです。

Ｒ３

邑楽郡視聴覚ライブラリー　購入ビデオ・ＤＶＤ一覧　
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382 君が笑っていた DVD 人権 中学生以上 23

新型コロナウイルス感染症への感染は感染者、その家族・親族や、
病院関係者への誹謗中傷・差別を生みました。単身・シングルマ
ザー世帯などすでに経済的にひっ迫していた人々に加え、学生・一
般世帯の人々をも厳しい生活状況へ追い込んでいます。本作品は、
急激に姿を変える社会の現実を通じ、差別やいじめのない社会とは
何かを語り合う作品です。

Ｒ３

381 小学生の自転車教室 DVD
交通安

全
小学生 17

子ども達にとって楽しくて便利な自転車。しかし、自転車は軽車両と
いう車の仲間で、決められた交通ルールを必ず守る必要がありま
す。本作品では、自転車に乗った小学生のユウマ君とレナさんが登
場し、二人が考えながら自転車の正しい乗り方を学んでいくことで視
聴者も一緒に理解を深めていける構成になっています。事故にあわ
ない・おこさないための交通ルールを学び、安全に楽しく自転車に乗
りましょう。

Ｒ３

380
知ってほしい、
自転車加害事故の現実

DVD
交通安

全
中・高校生 18

たった一度の過ちが被害者はもちろん、加害者やその家族の人生を
も一変させてしまうのが、自転車加害事故です。この教材では、実際
にあった事故の裁判記録をもとに、加害事故を起こすとどうなるの
か、どうすれば事故を防げるのかを検証していきます。自転車通学
をする生徒・学生のみなさんに見ていただきたい自転車交通安全教
材です。

Ｒ３

379
おれたち、ともだち！
シリーズ　

DVD 道徳 幼児 52

１時間１００円で「ともだちや」をはじめたキツネ。でも、ともだちって、
お金で買うものなの？キツネは、オオカミと楽しく遊んだ後にお代を
請求しますが・・・。キツネとオオカミのゆかいでかわいい友情物語。

Ｒ２

378
ハローキティとまなぼう！
ぼうさいくんれん

DVD 防災 幼児・小学生 14

キティとミミィが、学校の防災訓練や実際の地震を体験するストー
リーを通じて、地震が起きたときの行動や避難の仕方をわかりやすく
描いていきます。学校、通学路、家の中、海の近くで地震が起きたと
きに、どのように命を守る行動をとればよいか、子供たちがキティた
ちと一緒に学ぶことができる教材です。

Ｒ２
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377
アニメーション名作シリー
ズ1巻
いのちへの賛歌

DVD 道徳 小学生 18

３作品を収録。「しらんぷり」では、いじめと対峙したアキラの心の葛
藤のドラマをリアルに描いています。「ぼくの青空」は難病の筋ジスト
ロフィーの患者である大久保義人さんの闘病生活を綴った作品で
す。「金色のクジラ」は白血病の弟のために骨髄を提供したユウイチ
の愛と勇気、家族愛と友情の物語です。

Ｒ２

376
火事から自分を守る　
生き抜くためのリスク
ウォッチ

DVD 防災 小学生 15

火災に巻き込まれる可能性は決してゼロではありません。もしものと
きどう行動すれば良いのか。子供たち自身が知っていれば、被害を
最小限に食い止めることができます。この教材は、アメリカの消防署
で教えられ続けている秀逸な火災予防プログラムを映像で分かりや
すく紹介。子供が危険に直面したとき、生き抜く知恵や技術、勇気を
身につけることを目的に制作されています。

Ｒ２

375
シェアしてみたらわかった
こと

DVD 人権 一般 46

東京のどこかにあるシェアハウス。ここには、年齢も社会的立場も異
なる人たちが、同じ屋根の下暮らしている。就職のため上京しシェア
ハウスにやってきた主人公、藤木未来。個性的な住民たちとの交流
を通して、未来は成長していきます。

Ｒ２

374
サラーマット～あなたの言
葉で～

DVD 人権 一般 36

珠美は、新しく職場に来たフィリピン人のミランダに対し、様々な「違
い」を「壁」だと捉え、面倒な存在だと感じてしまいます。しかし、自分
とは異なる文化や考え方を持つミランダとの対立や交流を通して、新
たな視点に気づかされ、「違い」は様々な問題解決の糸口になること
を学んでいきます。「SNS時代における外国人の人権」をテーマに捉
えた人権啓発ドラマです。

Ｒ２

373

情報モラルを身につけよ
う！小学生のスマホの安
全な使い方教室　　
自分も相手も傷つけない
ために

DVD 防犯 小学生以上 21

スマホを利用してトラブルに巻き込まれる小学生の事例をドラマで描
き、子供たちに安全で正しいスマホの使い方をわかりやすく解説。子
供たちが情報社会における正しい判断力と態度を身につけ、危険回
避の方法を理解することを狙いとしています。作中ではスマホのマ
ナーがわかっていない「そうた」と「ゆい」に「はるか先生」はスマホの
安全で正しい使い方を教えていきます。

Ｒ２

372
地震・水害から守る生き抜
くために自助・共助

DVD 防災 一般 24

災害に遭遇する家族の様子をドラマで描き、「自助」・「共助」の重要
性、命を守る備えと行動を実感的にイメージさせます。「５段階の警
戒レベル」「住民の主体的な行動」などの最新の情勢に基づいた、防
災知識が満載です。

Ｒ２

3 / 42 ページ



№ タイトル 種別
映像
種類

分類 対象
時間
（分） 概　　　　要

購入
年度

邑楽郡視聴覚ライブラリー　購入ビデオ・ＤＶＤ一覧　

371 君が、いるから DVD 人権 一般 41

テーマは「子ども・若者の人権」。母親からの心理的虐待に悩む主人
公の「奏」。生き方を制限され、自分が愛されていると感じることがで
きず、自己肯定感の低い彼女も、コンビニエンスストアを舞台とした
「ほんの少しの冒険」をきっかけに少しずつ変わっていく。彼女はそこ
で出合う人々とのふれあいを通して新たな価値観に気づく。

Ｒ１

370
「やさしく」の意味―おばあ
ちゃんは認知症だった―

DVD
社会教

育
小学生～

一般
33

「あのとき、認知症をもっと知っていれば…」実由は大家族で暮らす
小学3年生。同居する曾祖母の「きよ」は101歳で、一日に同じことを
何度も聞いてくる。実由はつい、きよにきつい言葉を投げてしまうが
…。この作品は「小中学生の認知症サポーター作文コンテスト」で最
優秀作品に選ばれた小学4年生の作文『「やさしくする」ということ』を
脚色し、映画にしたものです。

Ｒ１

369
いじめ　一歩踏み出す勇
気

DVD 人権 中学生 19

３人のクラスメイトから取り囲まれ、部活の自主練に参加しないことを
責められていたひとみ。その様子を遠巻きにみている主人公さや
か。クラスメイトの充希が「いいかげんにしなよ、これ、いじめだよ」と
止めに入るが、ひとみは3人をかばう発言をする。次の日から、充希
へのいじめが始まった…。この作品では、いじめの傍観者だった主
人公が葛藤し、仲間と一緒にいじめの被害者を救っていこうとするス
トーリーを通して、一歩踏み出すことの大切さを考えます。

Ｒ１

368 いじめ　心の声に気づく力 DVD 人権 小学生 19

6年生のつばさと翔平が登校すると、涼太たちのグループがふざけ
会いながら拓海をからかって笑っている。その様子をクラスの皆、そ
してつばさと翔平も笑ってみている。だんだんとクラスの中に、拓海
にだったら何をしてもいいという雰囲気ができつつある中で、涼太た
ちによる拓海への「からかい」行為が徐々にエスカレートしていく。

Ｒ１

367

情報モラルを身につけよ
う！小学生のスマホの安
全な使い方教室―危険な
目にあわないために―

DVD
人権・
防犯

小学生以上 18

公園でスマホを楽しんでいる「そうた」と「ゆい」。はるか先生が二人
を見つけ何度も呼びますが、全く気づきません。どうやらスマホの
ゲームに夢中のようです。楽しいゲームも間違って使うと大変なこと
が起こります。この作品では、ゲームアプリの課金、ワンクリック詐
欺、スマホ依存の危険とその対策について学びます。

Ｒ１
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366
SNSに潜む危険―書き込
む内容・載せる動画―

DVD
人権・
防犯

中・高校生 22

ネットのトラブルを防ぐために気をつけなければいけないことは何
か、具体的な事例とともに紹介します。文字でやりとりする際の注意
点や、画像や動画の投稿について気をつけなければならないことは
何か、ＳＮＳなどをきっかけに犯罪の被害者とならないためにはどう
すればいいか、トラブルの事例とともに紹介します。

Ｒ１

365 なぜ、騙されるのか？ DVD 防犯 一般 23

妻に先立たれ、娘家族とも離れて一人で暮らす鳥山は、「自分は騙
されない」と絶対的な自信を持っていた。ある日鳥山は娘との会話か
ら老後の不安を感じ、今ある老後の資金を増やしたいと考える。そん
なとき、仮想通貨による資産運用の勧誘の電話がかかってくる。元
本保証という一文に惹かれ、契約を交わすが、その後連絡が取れな
くなり、鳥山は自分が騙されたことに気づく。周囲に相談できない鳥
山は、自分でネットを駆使し、相談に乗ってくれそうな税理士事務所
を探し出す。しかし担当者から着手金が必要だと言われ…。

Ｒ１

364 あした咲く DVD 人権 一般 36

外食チェーンのお客様相談室で働く茜は、父の稔と二人暮らし。ある
日、東京で専業主婦をしている姉の翠が、娘の葵をつれて突然帰っ
てきた。家事と子育ての大変さを語る翠に対し、茜は「専業主婦はま
だ気楽でしょ」と口走る。その言葉をきっかけに二人は口論、気まず
い空気が流れる。翌日、茜の職場では子連れの客を非難する投書
が話題に。また、産休直前で病院によってから来る職員に上司は辛
辣な態度をとる。会社の制度は整っていても、平気でハラスメント発
言をする上司に茜はあきれる。その頃、稔は葵と一緒に出かけた公
園で、亡き妻の知り合いであるという青年、真澄と出会う。

Ｈ３０

363 Ｖｏｉｃｅ!!!　人権の教室 DVD 人権 中・高校生 38

舞台は、休日の学校で開かれる「人権の教室」。招待状で招かれた3
人の中学生・高校生が「声」を手がかりに「オリンピック・パラリンピッ
クと人権」「北朝鮮による拉致問題」「子どもの人権（いじめ問題）」、3
つの人権のテーマについて学んでいきます。

Ｈ３０
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362
「忍たま乱太郎」のがんば
るしかないさシリーズ

DVD アニメ
人権・
道徳

小学校低学
年向け

30

「よいと思うことをおこなう」困っている人を助けたり、行列でのマ
ナー、ゴミ捨てのルールなどを体験しながら学んでいきます。「あた
たかい心でしんせつにする」お使いの途中、老女や少年と出会い、
あたたかい心遣いや、親切を学んでいきます。「きまりを守って協力
し合う」約束事を忘れて、自分勝手に行動してしまう忍たま３人組。
食事当番となった日、とんだ失敗をしてしまいますが、仲間たちの協
力のおかげで美味しいカレーが完成します。

Ｈ３０

361 はとよひろしまの空を DVD アニメ 戦争 小学生以上 21
1945年、夏の広島。少年と一羽の鳩の短い生涯を通して、かけがえ
のない命と平和について考えます。

Ｈ３０

360
何をしたか、思い出せない
～認知症をよく知り、早め
の備えを～

DVD
社会教

育
一般 20

認知症になるとどのような症状が現れるのか、早期に発見するため
には、どのような点に注意したらいいのか。実際の検査の様子や、
専門家の解説、患者さん家族の話を通して紹介していきます。

Ｈ３０

359

災害時、ドライバーはどう
生き残るか～忘れない！
東日本大震災が教えてく
れたこと～

DVD 防災 一般 28

地震、津波、火災などの大災害が起きたとき、ドライバーはどんな事
態に遭遇するのか。東日本大震災・被災地のドライバーの皆様のご
協力をいただき撮影した貴重な証言に専門家の分析や意見、そして
実験映像などを加え、災害時にドライバーがどう行動すればよいの
かをわかりやすく描いています。

Ｈ３０

358
地域が主役　避難所の開
設と運営のしかた

DVD 防災 一般 24

本作品では、災害時の避難所について基本的なことを示し、過去の
災害からどんな教訓が得られたか紹介します。そして、地域で行わ
れている避難所開設・運営訓練の事例を通して、災害時に避難所は
どんな手順で開設運営していくのか、また、どんなことに注意したら
良いのかというポイントを解説し、避難所をよりよいものにするため
のヒントを提供します。

Ｈ３０

357 新ちゃんがないた！ DVD アニメ 人権 小学生以上 36

四肢性マヒという障がいのため、病院の設備が整った浜なす学園に
いっていた新ちゃんが四年ぶりに家に帰ってきた。幼なじみのツヨシ
は、この日を一日千秋の思いで待っていた。田上小学校五年生に
なった新一はツヨシと同じ２組に編入されたが、彼のいく手には様々
な困難が待ち受けていた。

Ｈ３０
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356 認知症と向き合う DVD 人権 一般 30

本作品は、認知症によくみられる症状、認知症の人の思いと家族の
気持ちの変化、症状の理解、介護者の交流の大切さなどを描いたド
ラマ教材です。認知症の人もその周囲の人も、よりよく生きていける
ように。認知症について正しい知識を持ち、認知症の人の視点に
立って認知症への理解を深めることを目的に制作しています。

Ｈ２９

355 みてわかるドッヂビー DVD 体育 小学生 23

本ＤＶＤは、日本ドッヂビー協会が行う講習内容に沿って構成されて
いますので、ドッヂビーの基礎を習得するのに役立ちます。ウレタン
をナイロンの布で覆った構造のドッヂビーは当たっても怪我をする心
配がほとんどない、安全なフライングディスクです。運動の得意な子
も苦手な子も、一緒になって積極的に取り組むことができます。この
ビデオでは、初めてドッヂビーに触れる方でも、基本的な投げ方、捕
り方を理解できるように初心者向けの内容となっています。また、ビ
デオの後半ではゲームの紹介を収録。小学校低学年からなじみの
あるドッヂボール形式のゲーム「ディスクドッヂ」のルールを説明して
います。このビデオを活用して、安全なスポーツ、ドッヂビーをお楽し
み下さい。

Ｈ２９

354
The A-bomb
ヒロシマで何が起こったか

DVD 道徳 一般 46

「The A-bomb ヒロシマで何が起こったか」は、広島のローカル放送
局である中国放送と、原爆投下直後の１９４５年秋に広島を撮影した
未編集フィルムを所有する日映映像とが、共同でハイビジョン化した
原爆フィルムを元に制作された教育用映画です。この映画は２００６
年に中国放送で放送した番組を基に、新たに判明した情報なども盛
り込んで再構成したもので、今年４月に世界に原爆を伝える普遍的
な教育映画として日本語版・英語版が完成しました。この映画の特
徴は、広島の原爆を「熱線」被害、「爆風」被害、混乱を極めた「救護
活動」、長期にわたる「放射線」被害の４項目に分け、当事者の証言
インタビューを織り交ぜながら、原爆を知らない若い世代にも分かり
やすい内容で伝えていることです。

Ｈ２９
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353
あの時『ボク』は自転車で
…

DVD
交通安

全
小学生 26

ある晩、ボクの部屋に突然現れた黒ずくめのおじさん。どういうわけ
だか、二人で自転車の交通ルールを勉強することに…。明日ボクが
事故に遭うって、どういうこと？おじさん、ホントは誰なの…？ちょっ
ぴりミステリアスなドラマを通して、自転車の正しい乗り方を示し、交
通ルールを守ることの大切さを訴えかける、子どもたちの心に響く交
通安全教材です。

Ｈ２９

352
涙に浮かぶ記憶
戦争を次世代へ伝えて

DVD 人権 中学生以上 28

数年前、修学旅行で長崎を訪れた中学生が語り部の被爆者に「死に
損ない」とののしる出来事がありました。そのことを切っ掛けに、ある
中学３年生の女の子が、「戦争を次世代へ伝えて」という人権作文を
書き、法務大臣賞を受賞しました。この作品は、その作文を脚色し映
像化したものです。この作品は、「なぜ日本は戦争を止められなかっ
たのか」その疑問を中学３年生の女の子が、戦争体験者の曽祖父
から聞き出しながら戦争への拡大の足跡を資料映像で辿っていくも
のです。戦争は人を殺し、殺される。人間らしい気持ちを失う。

Ｈ２９

351
そんなの気にしない
―同和問題―

DVD 人権 一般 17

この作品は、二人の友だち同士が主人公です。タイトルの「そんなの
気にしない」は、親友に自分が同和地区出身だということを告白した
時に返ってきた言葉です。告白したほうは、相手にもっと知ってほし
かった。告白されたほうは相手が、そのままの相手で何も変わらない
ことを伝えたかった。しかし、その一言がきっかけで二人はすれ違っ
ていきます。プラスのイメージを持っていることに、人は「気にしない」
とは言いません。「気にしない」という言葉の底には、そのことをマイ
ナスに見る意識があるのかもしれません。私たちが普段なにげなく
使う言葉や態度のなかには、相手を傷つけるものがあるかもしれな
い。そして、壁を乗り越えるのもまた、相手を信じる力だということを
伝える作品です。

Ｈ２９
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350 ココロ屋 DVD アニメ 道徳 小学生 25

「ココロ」とは何でしょう？これは、私たちにとって永遠の謎であり、自
分の「ココロ」を問い続けることが、私たちの人生のテーマの一つでも
あります。「ココロ屋」は、この謎に向かい合うためのヒントとなる優れ
た児童文学を原作にしたアニメーションです。学校教育においても、
道徳の時間は心についての教育です。また、特別活動も児童の心と
行動を育てるための時間であり、総合的な学習の時間なども含め、
この教材の活用の機会は多いものと考えられます。また、自分の心
を大切にし、相手の心も大切にするという、人権教育の基本的な考
え方が盛り込まれています。この作品に登場する「優しいココロ」や
「素直なココロ」についてなどは、アサーションの考え方を児童にわか
りやすく伝えるためのツールにもなります。未来を担う児童のため
の、有用なアニメーション教材として活用できます。

Ｈ２９

349
被災地からのメッセージ
命をつなぐ絆の力

DVD 防災 一般 25

毎年の様に我が国を襲う様々な災害・・・。時に多くの人命が失われ
る一方で、奇跡的に犠牲者がでなかった事例がある。このビデオで
は、近年の大きな災害で被災した人々へ大々的なインタビューを敢
行。彼らの口から語られる、そのとき生死を分けたものとは？これは
災害大国・日本に住むすべての人間が学ぶべき”命の授業”であ
る・・・。

Ｈ２９

348 同級生は外国人 DVD 道徳 小学生 12
直人のクラスに、日系ブラジル人のニコラスが転校してきます。サッ
カーが上手ですぐに仲良くなりますが、マイペースな性格で徐々にク
ラスの浮いた存在に。

Ｈ２９

347 ちいちゃんのかげおくり DVD アニメ
社会教

育
小学生 17

出征する前の日、お父さんは、ちいちゃん、お兄ちゃん、お母さんを
つれて先祖のお墓参りにいきました。その帰り道、青い空を見上げ
たお父さんは、「かげおくり」という遊びをちいちゃんに教えてくれまし
た。

Ｈ２８

346 ここから歩き始める DVD 人権 一般 34

この作品は、「認知症を共に生きる」をテーマに、高齢者問題を人の
幸せと尊厳を守るという人権の視点から捉えます。認知症の親を持
つ主人公とその家族の中で繰り広げられる介護をめぐる葛藤ときず
なの紡ぎなおしを描くことで、高齢者が人間として誇りを持って生きて
いく上で大切なことについて、家族や地域の視点を通して考えるきっ
かけとなるドラマ教材です。

Ｈ２８

9 / 42 ページ



№ タイトル 種別
映像
種類

分類 対象
時間
（分） 概　　　　要

購入
年度

邑楽郡視聴覚ライブラリー　購入ビデオ・ＤＶＤ一覧　

345
災害ケーススタディ　とっ
さの判断！君ならどうす
る？

DVD アニメ 防災 小学生
90
（11
章）

災害は場面を選ばずに襲ってきます。災害に対する被害を最小限に
食い止めるためには、児童生徒自身が、災害発生時に、自ら当事者
として自覚的に行動し、避難行動をすすめることが重要です。そのた
めにも、日ごろから子どもたち自身の防災マインドを高めることが大
切です。防災を「脅し」の手法で教えるのではなく、防災について考
えることを日常化し、いつ何時でも災害に対応できる、ポジティブアプ
ローチの防災教育が必要です。具体的な災害のケースを分割して多
数取り上げ、ケーススタディとして想定し、その場でどうすべきか考え
させるDVDとしておりますので、使いやすく実践的な内容になってお
ります。

Ｈ２８

344
危険な目にあわないぞ！
ナナミパパの青空防犯教
室

DVD 防犯 小学生 18

子どもたちが犯罪被害にあわばいためには、危険を避ける力を子ど
もたち自身が身につける必要があります。本作品では通学路や講演
など子どもに身近な場所を舞台に、危険な場所や怪しい人、危険な
目にあった時の対応法を具体的にわかりやすく描きます。

Ｈ２８

343

みんなの情報モラルⅠ　
アニメーションで学ぶ！
ネット社会のルールとマ
ナー

DVD アニメ 情報
小学４年生

以上
43

スマホ、ネットとのつきあい方を学ぶ映像教材。アニメーションは、「ド
ラマ」と「まとめ」で構成されています。内容：夢中になりすぎて、ホン
トの友だち、かくれた情報、送った写真、乗っ取られたアカウント、甘
い言葉のかげに

Ｈ２８

342
障害のある子　障害のな
い子　～ちがいを認めて
助け合おう～

DVD 人権
小学校高学

年
18

2013年末、国会で国連の「障害者の権利に関する条約」の批准承認
が可決され、2014年１月、日本はようやく世界140番目の批准国とな
りました。今まで日本では、福祉的支援だけで障害者を保護してきま
した。しかし社会の一員として共に生きるための主体的な権利につ
いては、様々な見えない壁によって妨げられていました。そうした壁・
差別の正体の大部分は、「合理的配慮」の欠如によるものです。この
作品は、「合理的配慮」とは何か、小学校高学年向けにやさしく解説
し、一人一人の障害の特性や症状に合わせた「合理的配慮」の仕方
を具体的に示します。障害の有無に関わらず、誰もが同じように遊
び、学び、生き生きと暮らす権利があることを理解させ、共に認め合
い、助け合っていくことの大切さを訴えます。

Ｈ２８
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341
悩まずアタック！脱・いじ
めのスパイラル

DVD 人権
小学生～一

般
33

この作品は、いじめの防止対策推進法が成立したことを機に、法務
省が主催する全国中学生人権作文コンテストの中で、法務大臣政務
官賞を受賞した「いじめのスパイラル」をドラマで映像化したもので
す。この作文は、実際にいじめにあって苦しんだ、ある女子中学生
が、なんとか周囲の人々に悩みを告白するきっかけをつかみ、いじ
め問題を解決していく、一つの手がかりを提示する内容です。この作
品を多くの子どもたちが鑑賞することで、いじめられたときは一人で
悩まず、いかに勇気を出して周囲の大人に悩みを告白し、解決の道
を探ってもらうことが大切であるかを伝えます。また、教師ら周りの大
人には、いじめのSOSをいかに早く正確につかみ、的確に対処する
ことが大切であるかを訴えています。

H２８

340 あなたに伝えたいこと DVD 人権 一般 36

「インターネット時代における同和問題」です。同和問題の解決を図
るため。30年以上にわたって地域改善対策が行われてきました。そ
の結果生活環境などハードの面の改善は進みましたが、結婚差別
や」身分調査など、意識の面では依然として課題が残されています。
また、時代の経過とともに、同和問題についての正しい理解を得る
機会が少なくなっています。そんな中、この作品は同和問題を正面
から取り上げ、描きます。ネット上の情報だけでなく、実際に人とふれ
あう中でお互いを正しく知り合うことが、同和問題や全ての差別をな
くしていくために重要であることを、明るい希望とともに伝えます。

Ｈ２７

339
スマホの安全な使い方教
室　気をつけようＳＮＳのトラブ
ル

DVD 防犯 青少年 23

携帯電話、特にスマートフォンが子どもたちの間で急速に普及してい
ます。スマホを介して、無料通話アプリや投稿サイトを利用すること
で、子どもたちはいつでもどこでも他人とつながることができます。し
かし、スマホを介したＳＮＳでのトラブルも増加しており、子どもたちへ
の教育が重要となっています。このＤＶＤでは、ドラマとナビゲーター
の解説を通して、個人情報の取り扱い、ＳＮＳに潜む危険などのトッ
ピングを取り上げ、スマホの安全な使い方を学んでいきます。

Ｈ２７
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338 聲の形 DVD 人権 中学生 30

子どもたちの心を捉えて離さない「衝撃作」を完全実写化！道徳の
授業の教科化に伴い、如何にして子ども達を「心の豊かな人間」に
育てるか様々な議論がなされております。原作の「聲の形（こえのか
たち）」（講談社）は、現代の子どものリアルな表情を描きつつ、「いじ
め」や「障がい者との共存」などの難しいテーマを読者が自然に考え
る事のできる優れた物語です。

Ｈ２７

337
ことばの暴力～心を傷つ
けたひと言～

DVD 人権
小学校高学

年
20

私たちにとって当たり前の存在である言葉。その言葉の大切さと、使
い方次第でことばが人を傷つける刃物のようになってしまうことを、
少女美羽と美羽の家族、美羽の友達との何気ない日常をとおして理
解してもらい、言葉の力、使い方をもう一度考えてもらうきっかけにな
ることを目的に制作されました。

Ｈ２７

336 救命に必要です！ DVD
社会教

育
一般 22

救命処置シリーズ　　心肺蘇生とＡＥＤの使用法<ガイドライン２０１０
対応>

Ｈ２７

335
命を守る！避難の３原則
（小学生編）ー釜石の軌跡
に学ぶー

DVD 防災
小学３年以

上
31

いざというときに逃げられる意識が身につく防災研修用コンテンツ。
Ｈ２７

334 こんにちは　金泰九 DVD 人権 一般 25

第３３回全国中学生人権作文コンテストで法務大臣賞に輝いた作文
を大ホールで朗読する後藤泉稀さん（広島県福山市・盈進中学２年）
の姿を捉えて、後藤さんと元ハンセン病患者・金泰九（キム・テグ）さ
んとの交流を紹介する。金泰九さんの暮らす長島愛生園とハンセン
病の歴史を描く。長い間、ハンセン病患者を苦しめた「らい予防法」
についても、悲しい歴史を紐解いていく。

Ｈ２７

333
「ただいま」　　　　　　　　　
～の声を聞くために～

DVD 人権 一般 33

大切に大切に育てたわが娘が、ある日、突然に消えてしまった。そ
れからずっと、わが子を愛し続けて「家族のもとに返して」と叫ぶ、父
と母の物語。「めぐみは北朝鮮の工作船の暗い船底に閉じ込められ
『お母さん、助けてお母さん』と壁をかきむしり絶叫し続けて、暗い海
を運ばれたといいます。」

Ｈ２７
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332
大切な瞬間　　　　　　　　　
カノンと美鈴の夏休み

DVD 人権 一般 30

思いやりは、友情・勇気・家族愛など様々な道徳の基盤となる大切な
心です。この作品は、心と心を通い合わせ、相手の気持ちを思い
やって行動することの大切さと同時に、その難しさを知ってもらうこと
を目的に制作されました。一人公園で絵を描いていたカノンは美鈴と
出会い仲良くなり、また遊ぼうと約束をする。

Ｈ２７

331
思いやりが　命を救う　　　　　
～いじめゼロを願って～

DVD
学校教

育
中学生 20

横浜市神奈川区では、区内の中学校の代表が集まり、学校と警察
が連携して、いじめや非行などに立ち向かおうと『防災サミット』を開
いている。いじめを題材にしたロールプレイを自ら作り、演じることに
よって、それぞれの立場を理解していく姿を通して、一人ひとりがい
じめとどう向き合っていけば良いかを考える。また、北海道小樽市の
中学校では、友達同士の助け合いによって、いじめなどを解決する
取り組みをしている。その様子を捉え、いじめを見かけたら、各自、
自分ができるサポートの仕方で行動していくことの大切さを訴える。

Ｈ26

330 くちづけ DVD 人権 一般 123

７歳の心のまま大人になったマコ。最愛の父“いっぽん”とずっと一緒
にいるはずだった・・。なのに彼女は何故しんでしまったのか？いっ
ぽん（竹中直人）は娘・マコ（貫地谷しほり）を連れて知的障碍者たち
の自立支援のためのグループホーム・ひまわり荘に身を寄せてい
る。ひまわり荘での毎日は幸せな日々。そんな中でしまわり荘の経
営が難しくなったり、うーやん（宅間孝行）のことで妹が婚約を破棄さ
れたりと厳しい運命が彼らを待ち受けている。そして、いっぽんにも
病気が見つかってしまう・・・。

Ｈ26

329 新・人権入門 DVD 人権 一般 25

複雑化する人権課題は、する側、される側の認識を曖昧なものにし
ていきます。それは無意識のうちに相手を傷つけかねないということ
です。本作はドラマパートと、それを演じた俳優たちがそのシンーン
を振り返るパートの２部作になっています。俳優たちの意見交換を通
して、視聴者も様々な視点で人権課題を深めることのできる構成で
す。

Ｈ26
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328 そして父になる DVD 人権 一般 120

息子を取り違えられた二つの家族。血のつながりか、共に過ごした
時間か。突きつけられる慟哭の選択。大手建設会社に勤め、都心の
高級マンションで妻と息子と暮らす野々宮良多（福山雅治）。ある日、
産院からの電話で、６歳になる息子が取り違えられた他人の子だと
判明する。妻のみどり（尾野真千子）は気づかなかった自分を責め、
一方良多は、優しすぎる息子に抱いていた不満の意味を知る。良多
は、相手方の家族と戸惑いながらも交流を始めるが、群馬で小さな
電気店営む斎木雄大（リリー・フランキー）とゆかり（真木よう子）夫婦
の粗野な言動が気に入らない。過去の取り違え事件では100％血の
つながりをとるというが、息子に一心な愛情を注いできたみどりと、
温かでにぎやかな家族を築いてきた斎木夫婦は、育てた子を手放す
ことに苦しむ。早い方がいいという良多の意見で、ついに“交換”が
決まるが、そこから、良多の本当の“父”としての葛藤が始まるー。

Ｈ26

327 ドラッグの悲劇
～脱法ハーブが奪った未来～

DVD
社会教

育
一般 19

危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな社会問題と
なっています。危険ドラッグとは、乾燥植物に薬物を染み込ませたも
のや液体状のものを「ハーブ」「アロマオイル」などと称して販売して
いるもの。その成分は違法薬物とほとんど変わりがなく、法規制を逃
れるために分子構造が次々と変えられているため、人体への影響は
全く予想もできない、極めて危険性の高い薬物です。平成２６年４月
に改正薬事法が施行され規制が強化されましたが、依然として危険
ドラッグは安易に入手できる状況にあり、若者を取り巻く危険な状況
は続いています。本作品は、危険ドラッグに手を出した少年の転落
の軌跡をドラマと詳細な解説で描きます。危険ドラッグの恐ろしさを
実感させ、拒絶する強い意志と危機意識を持たせるための薬物乱
用防止教材です。

Ｈ26

326
子どもを守る！ＳＮＳの安
全な使い方(保護者向け）

DVD
社会教

育
一般 25

保護者にSNSの基礎知識と安全な使い方の指導法を解説する。映
画コンテンツ。内容：SNSとは？、保護者が知っておくべきこと、家庭
でのルール作り

Ｈ26
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325
不審者がいたらどうする　　　　
－自分を守る正しい行動
を身につけるー

DVD
防犯教

育
中学生 19

刃物で襲われるなど、中学生が犯罪に巻き込まれる事件が後を絶ち
ません。そのため、自分の身近に犯罪の危険が潜んでいることを知
り、自分で自分を守る強い意志を持つこと。そして、危険を予測して
回避する方法を身につけること。更に、友だちの周りの大人と助け
合って身を守ることが大切です。この作品では、中学生自身が犯罪
のことや防犯のことを調べる様子を捉えながら、犯罪者の心理、不
審者とはどういう人なのか、危険な場所はどこなのか、万一襲われ
た場合の身の守り方、友だちや周りの人たちと助け合うには、どうし
たらよいのかといった内容を描いています。

Ｈ26

324
ニャンダーかめんの
交通安全

DVD
交通安

全
児童 13

交通ルールを知らないと大変！仲間の「たすけてーっ！」の声に、現
場に急行！小さい頃から身につけたい交通安全の基本を『ニャン
ダーかめん』が優しく、わかりやすく繰り返し教えます。低年齢層の
交通教育の決定版！

Ｈ26

323
もういいかい
～ハンセン病と三つの法則～

DVD 人権 一般 143

100年にわたるハンセン病問題の歴史を描いた作品。人間らしく生き
たいーそんな素朴な、ごく当たり前の願いが、ある日突然、国策とい
う名のもとに奪い去られた人たちがいました。彼らの運命を決定づけ
たのは、三つの法律ー「癩豫防ニ関スル件」（1907年）、「（旧）癩予防
法」（1931年）、「（新）らい予防法」（1953年）でした。この映画は、ハン
セン病問題の真実を、多くの証言に基づいて追っていきます。三つ
の法律をもとに展開された絶対隔離政策によって治療所の中で何が
行われ、入所者がどのような生活を送っていたのか、その仕組みと
実態を検証し、100年にわたるハンセン病問題の歴史を描いた作品
です。

Ｈ26

322
マララ
－教育を求めて闘う少女－

DVD 人権 一般 30

　2012年10月、パキスタンの少女マララ・ユスフザイはタリバンに銃
撃された。イスラム社会における女子教育の必要性を訴えて活動し
ていた彼女は、タリバンの標的となっていたのだ。治療のためパキス
タンから英国に住み、女子教育のための活動を続けている。　マララ
は危険な目に遭いながらもなぜ世界に訴え続けるのだろうか？教育
を受ける権利とは？マララ自らの言葉で語るインタビューや、今まで
の活動の映像から、彼女の信念と素顔を見る。そして教育を受ける
価値について、改めて問う。

Ｈ26
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321 誇り DVD 人権 一般 30

震災と津波…。そして更に原発事故と風評被害が福島県を襲いまし
た。いまも福島県は試練の中を生きています。それは、風評被害と
いう名の差別や偏見、いじめだともいえます。情報に振りまわされ、
真実を見ない…。その姿は、差別や偏見を生み出す人々の心のしく
みを象徴しています。本作品は、福島県の人々が経験した事実をも
とに、差別やいじめを考えるものです。

H25

320 ヒーロー DVD 人権 中高校生・一般 34

近年、社会から孤立している人が増えてきており、孤独死などが大き
な社会問題となっています。家族や地域、職場のつながり、いわゆる
血縁や地縁、社縁の希薄化による問題です。こうした「無縁社会」と
呼ばれる社会状況に対し、私たちに何ができるでしょうか。この作品
の主人公の行男は、働き盛りのサラリーマンです。地域社会と縁を
持たなかった行男が、あるきっかけから地域と関わるようになり、今
まで意識しなかった近所の高齢者や家族と出会っていきます。そうし
た体験の中で、自分の家族との絆も深めていきます。「無縁社会」の
中で、地域で起こる身近な人権問題に対し、傍観者としてではなく、
主体的に行動することで、新たな地域のつながりを結んでいく大切さ
を実感してもらうために、このドラマを制作しました。

H25

319 はなかっぱの交通安全 DVD アニメ 交通安全 幼児・小学生 13

テレビで大人気の「はなかっぱ」が仲間たちと交通ルールを学んでい
くアニメーションです。楽しい物語を通じて交通ルールを解説し、なぜ
交通ルールを守らなければならないかを理解できる構成になってい
ます。

H25

318 虹色ほたる DVD アニメ 社会教育 一般 105

交通事故で父親をなくした小学6年生のユウタは、夏休みに一人、父
親との思い出の場所、山奥のダムへ向かうが、三十年前にダムに沈
んだはずの村に1ヶ月間タイムスリップしてしまう。かけがえのない仲
間たちと過ごす最高の日々。それはユウタにとって、かけがえのない
もう一つの夏休みのはじまりだった……。
1970年代の田舎の村の豊かな大自然。かけがえのない仲間たちと
過ごす最高の日々。失われてゆく美しい日本の夏の風景の中、物語
は涙のクライマックスへ。さえ子が抱えている秘密とは？ユウタとさ
え子の運命的な絆とは？そして【虹色ほたる】とは？
誰の心の中にもある永遠の夏休みの中で、【ひとりの少年の成長】と
【人との絆】を圧倒的な映像美で描いた、懐かしくも切ない感動ファン
タジーです。

H25
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317
ねらわれています！
あなたも

DVD 防犯 一般 22

日本における犯罪発生件数は、最近10年連続で減少していますが、
振り込め詐欺は、一旦大きく減少したにも関わらず、再び増加傾向
に転じています。自分は騙されないと思い込んでいる高齢者が、新
たな被害者となるケースが増えているからです。このように、被害者
のほとんどが振り込め詐欺についての知識を持ちながらも、詐欺の
被害は後を絶ちません。それはいったいなぜなのか、どうすれば防
げるのか。この作品では、実際に起きた事例を再現映像で検証しな
がら、その理由を考え、対策を明らかにしていきます。

H25

316 薬物乱用と薬物依存 DVD 社会教育 中・高校生 19

近年の薬物乱用の特徴は、低年齢化と女性への浸透といわれてい
ます。それを裏付けているのが、中・高校生の覚せい剤や大麻にか
かわる補導人員の急増と、その中での女子の占める割合の増加で
す。このような状況の中で、思春期特有の好奇心や大人への反抗
心、あるいは、仲間への迎合などをキッカケに薬物乱用という、危険
な行動を始めないようにすること。そのためには、自分の心や体を大
切にし、自分の健康や行動に責任を持つ態度を育てることが重要で
す。そこでこの作品では、中学生の視点で、たった一度でも薬物乱
用すると、身体にどのような影響を与えるのか、何故、薬物乱用が法
律上、厳しく罰せられるのかを詳しく調べ、薬物乱用の正しい知識を
身につけていく内容となっています。

H25

315
わたしからはじめる人権
（子どもの人権編）

DVD 人権 児童～一般 17

人権を学ぶ上で大切なこと。それは当事者意識を持つことです。自
分の中に他人を差別する気持ちがあることに気付き、どうしたら偏見
を取り去り、よい人間関係を作ることが出来るか、模索する。それが
人権学習の第一歩となります。
この作品は、日常生活の中で見かける差別を、ドラマパートで取り上
げ、続く設問で、視聴者自身の差別意識について問いかけます。そ
して、ドキュメントパートでは、各テーマ別に、差別された経験のある
人々の苦しみや、人としての素晴らしさを伝えてゆきます。自分の中
の偏見に気付き、どうその気持ちに立ち向かうか、考えるきっかけと
なる作品です。

H25
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314 みんないちばん！ DVD 情操教育 児童 13

子供たちは、さまざまな経験を通し成長していきます。その過程で、
つまづき自信を失うこともあります。友達をうらやむこともあります。し
かし一人一人は違っていても、みんなすばらしいところを持っていま
す。
この作品は、ともだちのいいところを認め、自分のいいところを見つ
けることのすばらしさを伝えます。それが、自分も大切、相手も大切
という人権感覚を身につけることにつながると考えています。

H25

313
マザーズハンド
～お母さんの仕事～

DVD 社会教育 小・中・高校生 19

私たちは、だれもが健康・幸福で生きがいのある生活をしたいと願っ
ています。これは、ある家族の姿を通して、身近にある偏見や差別に
目を向けてもらい、人権への理解を深めると共に、誰もが幸福に生
きていく権利を持っていることを知ってもらうことを目的に制作されま
した。

H24

312
あたたかい眼差しを
～虐待から子どもを守る
～

DVD 人権 一般 22
本作品は、近年急速に増加し社会問題となっている児童虐待をテー
マに、数々の問題点をケーススタディドラマや関係者の話等で探り、
解決の方向性を示していく作品となっております。

H24

311
小学生のためのケータイ・
ネット教室

DVD 社会教育 小学生 30

本作品は、小学校（中高学年）を対象に携帯電話を利用してのネット
トラブルに巻き込まれる小学生の事例をドラマで描き、携帯電話やイ
ンターネットを利用する子どもたちに安全で正しい使い方を解説する
作品となっております。また、授業で使いやすいようにチャプターごと
に課題を整理しています。

H24

310 ほんとの空 DVD 人権 高校生～一般 36

高齢者や外国人への排除、不利益な扱い、同和問題や原発事故に
伴う風評被害の問題、これらの多くの人権課題に共通する部分は私
たちの誤った考え方や思い込み、偏見という「意識」です。この内容
は、誤解や偏見に気づき人と深く向き合うことや他者の気持ちを自
分のこととして思うことの大切さについて考えさせられる作品となっ
ております。

H24

309 桃香の自由帳 DVD 人権 児童～一般 36

本教材は、”人と人との絆（きずな）”をテーマに、日常の何気ない言
動を振り返ることで、現代を生きる私たちが見失いつつある、人と人
とが寄り添い、共に生きる温かな世界とは何かについて語りかけてく
れます。

H24

18 / 42 ページ



№ タイトル 種別
映像
種類

分類 対象
時間
（分） 概　　　　要

購入
年度

邑楽郡視聴覚ライブラリー　購入ビデオ・ＤＶＤ一覧　

308
いじめと戦おう！（小学生
編）

DVD 人権 小学生～ 21

本教材は、鑑賞した児童がいじめの当事者、被害者、傍観者の立場
を理解し、考えることができるドラマ形式の教材です。いじめられっ子
の立場だけでなく、傍観してしまっている生徒たちがいかにして、クラ
スの”いじめの構図”を崩せるかという視点を中心に、いじめ問題全
体についての話し合いにご活用いただけます。

H24

307
いじめと戦おう！（中学生
編）

DVD 人権 中学生～ 23

本教材は、鑑賞した生徒がいじめのメカニズムや対策を自分に置き
換えて考えることができるドラマ形式の教材です。いじめられっ子の
立場だけでなく、傍観してしまっている生徒たちがいかにして、クラス
の”いじめの構図”を崩せるかという視点を中心に、いじめ問題全体
についての話し合いにご活用いただけます。

H24

306
みんなで跳んだ
－城北中学２年１組の記
録－

DVD アニメ 道徳 小学生～ 28

大繩跳びを何度か繰り返すうち、みんなのリズムが少しずつ合い始
め、誰が引っかかっているのか分かった。矢部ちゃんだった。矢部
ちゃんには軽い障害があった。運動会まで時間がない。勝つことを
選ぶか、それともクラスの和か？たくさんの番組で紹介され、日本中
の人々を感動の渦に巻き込んだ、あの実話が再び・・・。今、一番大
切な何かがこの物語の中にあります。

H23

305
Give and Go（ギブ　アンド　
ゴー）

DVD 道徳 小学生～ 70

怪我が原因でチームを離れ地元の香川県でうらぶれた生活を送っ
ているハーフの青年ケニー。ふとしたきっかけで聴覚障害をもつ少女
夏希と出会う。お互いに心に葛藤を抱きつつ、次第に親近感を覚え
ていく。聴覚障害者の少女とハーフの青年との２人の心の動き、そし
て周囲の人々との心のふれ合いをバスケットボールを通じて描く青
春ストーリー。

H23

304 児童虐待と子どもの人権 DVD 人権 一般 23

この作品は、虐待を受けた経験のある子どもや虐待を受けた子ども
を保護している児童福祉施設など関係者を取材し、虐待の現状とそ
の背景を描くとともに、よりよい子育てのあり方を探り、子どもの人権
を守るために私たちに何ができるかを考える作品となっております。

H23

303
０（ゼロ）からの風
【バリアフリー版（字幕スー
パー）】

DVD 交通安全 一般 111

最愛の夫に先立たれ、一人息子の零と暮らす圭子。ある日愛する息
子の突然すぎる死。零を奪った加害者は飲酒運転かつ無免許、再
犯だったにも関わらず軽い交通犯罪の刑罰・・・。圭子は零のため刑
法の厳罰化に向けて立ち上がる。母親の深遠なる愛が法律を変え
た。実話に基づく感動のストーリー。【バリアフリー版（字幕スー
パー）】

H23
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302 ０（ゼロ）からの風 DVD 交通安全 一般 111

最愛の夫に先立たれ、一人息子の零と暮らす圭子。ある日愛する息
子の突然すぎる死。零を奪った加害者は飲酒運転かつ無免許、再
犯だったにも関わらず軽い交通犯罪の刑罰・・・。圭子は零のため刑
法の厳罰化に向けて立ち上がる。母親の深遠なる愛が法律を変え
た。実話に基づく感動のストーリー。

H23

301
熱中症から子どもを守れ！
救命救急センターからの警告

DVD 保健体育 一般 20
子どもが熱中症にかかりやすい身体的要因や行動的要因、熱中症
の兆候、応急処置の仕方等について救急センターの医師からのアド
バイスや注意点等を促す作品となっています。

H23

300
もし今、地震が起きたら
～命を守る備えと退避行
動～

DVD 防火防災 小学生～ 19

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

H23

299
ネットと上手につき合おう！
～ケータイトラブルから身を
守る～

DVD 青少年防犯 中学生～ 23

ネットに詳しい噺家の柳屋三之助さんの軽妙な語り口とケータイ世
代の中学生のやり取りを通じ、ネットのトラブルを防ぎ、そしてイン
ターネットを有効に活用していくためのヒントを提供するもの。再現ド
ラマや図表等も交え、わかりやすく解説している作品となっていま

H23

298 クリームパン DVD 人権 一般 36

人によって生かされ、つながっていく「いのち」の尊さを中心に描いて
います。虐待やいじめなど、人を傷つけ、いのちを奪うのも「人」なら
ば、傷つき、死にひんしている人のいのちを救うのもまた「人」。人と
人とがふれあい、心を通わせることで救えるいのちがある。「いのち
と人権」について、今一度自分の問題として考えさせてくれる作品と
なっています。

H23

297 危険な場所から逃げろ！ DVD
自然体
験活動

小学生～ 19

山、川、海には危険がいっぱい！～自分の身は自分で守るために
～　地震や鉄砲水の水害など、いつ襲ってくるか知れないものを「天
災」といいます。あらかじめ危険な場所に近寄らなければ、天災に巻
き込まれる確立は格段に低くなると思われます。このDVDでは体験
活動中、そのような危険がどのように潜んでいるか、どんなときにど
こに逃げればいいのかを勉強します。　

H22
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296 「子宮頸ガン」ってなに？ DVD 保健体育 中学生～ 28

毎年15,000人の女性がかかり、3,500人が死亡している子宮頸ガン。
近年若い女性がかかるケースが増えてきています。自覚症状がほと
んど無く、検査をしなければ発見できずに進行します。しかし、予防
が可能なガンなのです。このDVDは、「子宮頸ガンって何」「どうやっ
て予防するの」などわかりやすく説明されています。

H22

295
生活指導４　　　　　　　　　　　　
ダイエット・睡眠不足の危
険　

DVD 保健体育 中学生・高校生 20

成長期の若者心身に様々な悪影響を及ぼす「喫煙、飲酒、薬物乱
用、不規則な食事、間違ったダイエット、睡眠不足」。　社会的のも深
刻な問題となっている未成年の生活習慣について、生徒たちが自ら
問題を理解し、考えるきっかけをつくります。

H22

294
生活指導３　　　　　　　　　　
朝ごはん・健康的な食事

DVD 保健体育 中学生・高校生 20

成長期の若者心身に様々な悪影響を及ぼす「喫煙、飲酒、薬物乱
用、不規則な食事、間違ったダイエット、睡眠不足」。　社会的のも深
刻な問題となっている未成年の生活習慣について、生徒たちが自ら
問題を理解し、考えるきっかけをつくります。

H22

293
生活指導２　　　　　　　　　　　
薬物依存・大麻の怖さ

DVD 保健体育 中学生・高校生 20

成長期の若者心身に様々な悪影響を及ぼす「喫煙、飲酒、薬物乱
用、不規則な食事、間違ったダイエット、睡眠不足」。　社会的のも深
刻な問題となっている未成年の生活習慣について、生徒たちが自ら
問題を理解し、考えるきっかけをつくります。

H22

292
生活指導１　　　　　　　　　　　　　
たばこ・飲酒の害

DVD 保健体育 中学生・高校生 20

成長期の若者心身に様々な悪影響を及ぼす「喫煙、飲酒、薬物乱
用、不規則な食事、間違ったダイエット、睡眠不足」。　社会的のも深
刻な問題となっている未成年の生活習慣について、生徒たちが自ら
問題を理解し、考えるきっかけをつくります。

H22

291
私にできること ハチドリの
ひとしづく

DVD アニメ 環境教育 幼児～小学低学年 19

地球温暖化という地球全体の大きな問題を、ひとりひとりの小さな私
たちが・・・。自分自身の心に、静かに問いかけたくなる物語。金の
鳥、クリキンディー。それは、南米アンデス地方の先住民に伝わる小
さな小さなお話し。このわずか十数行の物語が、少しずつ、人々に波
紋を広げています。

H22

290 万引きは、ぜったい悪い！ DVD 道徳 小学生中高学年 14

小学生の万引きは、まだ幼いからと言うことで、見過ごされることが
あります。しかし、万引きは謝ってすむ問題ではありません。また繰
り返し万引きをすることで。、罪悪感が無くなり、心のブレーキがきか
なくなります。人間として、してはいけないこと、絶対にしないという強
い心を持つことが何より大切なのです。

H22
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289 ケータイトラブル DVD ドラマ 人権・防犯 小学高学年～ 25

子どもがケータイをどんなふうに使っているのか、全く気にとめてい
ませんでした・・・。ケータイによる犯罪・事件に子どもが巻き込まれる
事案が増えている。ケータイの中に犯罪や事件があるのではなく、そ
れを遣い人に心が問題。子どもがケータイトラブルを起こして犯罪
者・被害者にさせないよう３つの事例で紹介し、親などに問題提起し
ます。

H22

288
阪神・淡路大地震から１５
年伝えていきたい防災力

DVD 防火防災 一般 23

阪神・淡路大震災から１５年目を迎えた今、被災地に震災の爪痕
は、ほとんど残っていません。震災後に生まれた子供は、中学生に
なり、震災を体験していない人も増えています。この作品では、阪
神・淡路大震災、そしてその後の大震災を検証し、震災が残した教
訓を確認しながら、地震に強い街づくりと取り組むは、どのような心
構えが必要かを考えます。

H22

287 ネットの暴力を許さない DVD 人権・防犯 小学高学年～ 19

姿が見えなければ、何を書いても許されるのだろうか？ネットの暴力
を許さないために、本気で話し合おう！　中高生の間で流行している
プロフ。それがいじめの温床となっています。規制や監視をしても、
子どもたちに自覚がなければ、ネットによる暴力を止めることは出来
ません。嫌がらせがどういう問題を起こすのか。こうした問いかけを
し、子どもたちに人を傷つけることの愚かさへの気づきを持たせ、人
権意識を育てます。

H22

286 私の中の差別意識 DVD 人権 一般 24

部落差別問題を通し、人の中に巣食う差別意識への気づきを促して
ゆきます。この作品は、ドキュメンタリーを通し、差別された人々の心
の痛みを伝えつつ、どうすれば差別がなくなるのか考えるきっかけを
提供します。そして、自らの差別意識に気付き、正しい知識や判断力
を持つことの大切さを伝えます。

H22

285
ボクとガク　あの夏のもの
がたり

DVD アニメ 人権・平和 小学生高学年～ 42

小学校５年の希望（のぞむ）は、同じクラスの岳（ガク）が弁当を万引
きするのを目撃した。岳は一緒にいた妹とともに事務所に連れて行
かれる。翌日、岳は学校を休んだ。希望が岳のアパートを訪ねると、
岳は熱を出して一人で寝ていた。仲良くなった希望と岳は、夏休み
の工作で、商店街に置いてもらうベンチ作りをしようと決心する。この
DVDでは、子どもたちの人権、地域で育む人権文化、戦争と平和を
学習します。

H22
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284
あの日-この校舎で－　　　　
50年前に被爆したナガサ
キの記憶

DVD 平和 一般 30

映画は、現在の新興善小学校で、元気に遊び勉強する生徒たちの
姿から始まる・・・突如としてよみがえる５０年前のあの日、被爆直後
のナガサキとその惨状！当時救護所にあてられていた新興善小学
校には、大勢の被爆者が運びこまれてきました。長崎医科大学で婦
長だった久松シソノさんはじめ、５０年前の看護婦や看護学生たち
が、その時、眼にし、耳にした生々しい体験を語ります。

H21

283 ひとみ輝くとき VHS 人権 中学生以上 35

あなたは、加害者？被害者？観衆？傍観者？それとも仲裁者です
か？いじめは命の問題です。この作品は、子どもの世界で起こって
いる、いじめや虐待の問題を大人が自分のこととして考え、子どもを
家庭・学校・地域社会が協力し合って支えていく社会の形成が出来
ることを願い制作されたものです。また、子どもたちがビデオ観賞を
通して「いじめの構造」を知った時、自分はどの立場にいるのかを判
断し、皆で考え話し合いのできる作品としています。

H21

282 アニメ　ハチ公物語 DVD アニメ 人権 小学生以上 18

渋谷駅前で人々の往来をじっと見守っている忠犬ハチ公銅像・・・心
と心のふれあい、それは人間だけではありません。渋谷のハチ公
は、話す事ができなくても、人間との心と心は、しっかりと通いあって
いたのです。

H21

281 今日もよか天気たい VHS 人権 一般 35

 この物語は、視覚障害のある一人の女性「京子」を通して、周りの
人が「人権」の大切さにきづいていくストーリー展開になっていま
す。・・・ある日、京子とたまたま同じバスに乗り合わせた乗客は、京
子の存在や京子のとる行動によって、自分の心の中にある偏見や
差別に気付いていきます。さらに、多くの人から支えられてきた京子
自身もまた人の役に立つことで生きがいを見つけていきます。

H21

280 声を聞かせて VHS アニメ 人権 小学生以上 40

優衣は、大きな声で「まどか！声を聞かせて！」と呼びかけます。ま
どかが携帯のメールで「優衣、言いたくても言えなかった事がありま
す。ごめんなさい」と謝ってきたのです。優衣は親友や両親、学校な
ど周囲の人々の温かい支えもあり、一時は「死にたい！」とまで思い
つめた孤独感から解放されていきます。そして、親友とのメッセージ
（手紙と写真と絵）の交換を通して、再起への第１歩を踏み出しまし
た。同時に、この体験を通して、コミュニケーションは情報を伝達する
だけでなく、感情を伝え合う重要な役割もあることを学びました。

H21
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279
ネットいじめに
向き合うために

DVD 人権 中学生以上 25

調査によると、中学生の57，6％,高校生の96％が携帯電話を利用し
ています。急速な普及が進む一方でトラブルも増えています。「いじ
め」や「犯罪」につながるケースも増えています。もし、学校裏サイト
にひどいことを書きこまれたらどうしますか？どのようにして対処す
ればいいのでしょうか？実際にネットいじめと向き合った人達を取材
し、トラブルに巻き込まれた生徒たちが解決の糸口を見つけるまでを
ドラマで再現した3つのケースを紹介します。生徒たちが本気で考え
るきっかけをつくります。

H21

278 いわたくんちのおばあちゃん VHS アニメ
人権・
平和

小学生以上 20

　今日は運動会。友達のいわたくんに負けた寛太は、少しふくれ気
味だ。みんなで記念写真を撮ろうということになり、お母さんがシャッ
ターを押そうとすると、いわたくんちのおばあちゃんは「いやーよ」と
手を振って断った。昭和20年おばあちゃんはまだ女学生だった。ある
日、疎開する前の記念に家族六人で写真を撮影する。数日後、広島
の町に原爆が落とされた。それ以来、おばあちゃんは家族とは写真
を撮らなくなったのだ。お父さんとお母さんと仲の良い四人の姉妹が
写っている。寛太は誓う。「おとなになっても戦争せんよ。ほんとよ」

H21

277 ねずみくんのきもち DVD アニメ 人権 小学生以上 12

公園でねみちゃんを待っているねずみくん。そこへいじわるねこくん
がやって来ました。「またいじわるされちゃった」落ち込んでいるねず
みくんに、ふくろうさんは優しくいいました。「きっとねこくんは、一番大
切な　ものを忘れているんだよ」。相手のことを大切に思う心・・思い
やりが大切なこと。みんな助け合って生きているということ。ねみちゃ
んとお弁当を食べようとしたねずみくんは、勇気を持って、ねこくんも
一緒に食べようと誘いました。

H21　

276 名探偵コナン防犯ガイド DVD アニメ 防犯 小学生以上 26

子どもたちを犯罪から守るために、コナンと仲間たちがQ＆Aクイズ
形式で身近に潜む「危険」を、わかりやすく解説します。あとをつけら
れたら？友達がつかまったら？道をきかれたら？留守番中の来客
は？メル友から会おうといわれたら？万引きしたものをすすめられた
ら？

H21
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275
二つの崩れた家族（飲酒
が車を凶器に変えた）

DVD
交通安

全
青年・一般 30

平成18年8月、福岡市で飲酒運転の暴走車が一家5人の乗る車に追
突し、幼児3人を死亡させた交通事故。この痛ましい事故を契機に飲
酒運転根絶の機運が高まっている。だがその後も、全国で悲惨な飲
酒運転事故が多発している。潜在的に飲酒運転に対して意識の甘
いドライバーが多いのが実情だ。飲酒運転の根絶には、ドライバー
の飲酒運転に対する自覚を高めるほか、飲酒運転の犯罪性を社会
全体が強く認識しなければならない。飲酒運転撲滅のため、一見の
価値のある作品。

H20

274 ヒロシマナガサキ DVD 平和 一般 86

スティーヴン・オカザキ監督が25年の歳月をかけて完成させた渾身
のドキュメンタリー作品。広島・長崎の原爆投下について、アメリカを
始め世界の多くの人々が未だその被害の実態を知らず、日本でも記
憶が薄れつつある。監督は、被害者が高齢化していく中、せきたてる
ように日本を訪れ取材を重ねた。再び広がりつつある核兵器の脅威
に対して強い警鐘をならすとともに、被爆者の想像を絶する苦悩と向
き合い、生きる勇気と尊厳を深く受け止めたこの作品は観る者を圧
倒します。

H20

273 夢のつづき VHS アニメ 人権 一般 40

急速な少子高齢化の進展。そうした中、高齢者に対する虐待や悪質
商法など社会問題となっています。この作品は、家族の中で疎外感
を抱く高齢者、認知症を患う高齢者や無気力な毎日を送る若者ら
が、世代の異なる人とのふれあいなどで、家族の絆を深め、生きが
いを感じられる生活を送ることができるようになっていく様子を描いて
いる。高齢者の尊厳をを守り、誰もが最後まで自分らしく生きること
ができる社会を実現するためには･･･

H20

272 夕映えのみち DVD 人権 中学生以上 38

インターネットは、人と人、人と情報をつないで豊かな社会を創る「文
明の利器」です。その反面、使い方を一歩間違えると、凶器に変わっ
てしまいます。もし、わが子がインターネットを使って他の人の人権を
侵したら、逆にわが子がその被害者になり「いじめ」にあったら、ある
いは学校や地域で同じ事件が起きたなら････「あなたならどうします
か？」と私たちに問いかける作品。

H20
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271
子ども連れ去り被害防止　　　
（地域で考える防犯）

VHS 防犯
小学生中学

年以上
22

昨今、子どもが被害者となる凶悪犯罪が多発している。身近なところ
でいつ起こるかもしれない連れ去り。しかし犯罪を実行する機会がな
ければ事件は起こりません。子どもを守るために一番大切なことは、
大人が協力して、犯罪の起きにくい環境をつくることです。地域の大
人たちは、子どもを守るために何ができるのかを考える作品。

H20

270 「こらッ」のおじいちゃん VHS
地域社

会
小学生中学

年以上
27

いつも「こらッ」と公園で怒鳴っている変わったおじいちゃん。口うるさ
いし、怖いおじいちゃんだと思いを持っていた子どもたちだが・・・・・　　
ゴミを片付けたり、壊れたベンチを直したり、危ない所に登っていると
注意してくれたり、自分達の安全などを気遣って見守ってくれたこと
に気付いていく。　　　

H20

269
ホームタウン　　　　　　　　　　
朴英美（パク・ヨンミ）のま
ち

DVD 人権 一般 54

在日外国人が学校や社会で経験するさまざまな葛藤を描きながら、
本名を名のり、看護師として前向きに生きようとする在日韓国人3世
の姿を通して、名前や国籍の違いを認め合い、それぞれの生き方・
考え方を大切にして相互に理解し合うことの必要性を学び、すべて
の人の人権が尊重される豊かな社会の実現について考える作品。

H20

268
キッパリことわる薬物乱用
に‘ＮＯ’

VHS
青少年
防犯

小学生以上 17

小学生にも見やすいようなドラマ仕立てで薬物の正しい知識や乱用
した際の影響を伝えます。その中で、誘いの手口や断り方の具体的
な例も提示しています。見終わった後、薬物に対してキッパリ“ＮＯ”
と言えるような内容。

H19

267 おにぎり VHS 一般 120

「稚内発　学び座」の斎藤耕一監督作品。東京から駆け落ちしてき
た、慎二と友美。訳ありな人たちと共に「大日本生き残り隊」を結成し
て明るく暮らす農家の主人の篤郎と出会い、コメ作りを通して仲間、
結婚、出産といった人生の大きな岐路に立ち、悩みながらも成長して
いく。大自然に謳い上げる命の叙情詩。

H19

266 いじめっこ狼とナナちゃん VHS アニメ 人権
幼児～小学
生中学年

24

ナナちゃんは、ヤギ一家の７匹兄姉の末っ子です。両親は子ヤギ達
に狼がどんなに恐いかを話して聞かせます。ある日、狼が、両親が
留守のヤギの家に忍び込んできました。ナナちゃんは「お兄ちゃん」
とニッコリ。狼は、自分を恐れない子ヤギ達に戸惑いながらも、次第
に打ち解けて一緒に遊ぶようになります。狼にとっては、生まれて初
めての楽しいひとときが過ぎ、やがて、子ヤギ達の両親が帰ってくる
と狼は…

H19
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265 いのりの手 VHS アニメ 道徳 小中学生 18

デューラーとハンスという美術工房で働く若い見習職人がいました。
二人とも本格的に絵を習いたいと志していましたが、絵に没頭できる
時間がとれません。２人で話し合った結論は、１人が働き、そして１人
がその間勉強するということでした。結局デューラーが先に絵を学ぶ
ことになり、ベネチアに向かい懸命に勉強します。一方、ハンスは鉄
工所で働きながら送金していました。３年がたち、デューラーの名は
評判になりはじめました。「今度はハンスの番だ！」とニュルンベル
グに帰ります。しかし･･･

H19

264 いじめはゼッタイわるい！ VHS アニメ
人権子

ども
小中学生 12

小学３年生の健一は、近頃学校へ行くのがつらい。学校の帰り道、
健一の前にひとりの中学生が現れる。自分も小学生の頃からいじめ
られていたという。「いいか、いじめられたら、先生でも誰でもいいか
ら大人に知らせて助けてもらうんだ。そう教わった健一は、勇気を出
して先生に打ち明けた。健一へのいじめはなくなった。しかし…

H19

263 地域で守る子どもの安全 VHS
地域活

動
一般 17

近年、子ども達を狙った凶悪な犯罪が増加してきています。その多く
は登下校時に発生しており、学校や家庭だけでは防げないのが実
情である。全国的に増加している自主防犯グループの紹介、個人で
できる普段からの防犯対策等の紹介、解説をしています。

H19

262
時間はもどらない
悲惨な自転車事故を防ぐ
ために

VHS
交通安

全
中学生以上 18

高校１年生の飯塚智(16)は、前日二人乗りで自転車を運転し、更に
携帯電話を使用したために、老人と激突、転倒させ逃げていた。偶
然にも事故を目撃した智の級友、市川治はどう対処したら良いのか
悩み、他の友人たちに「自転車事故を目撃してしまったら、どうする
か」と心理ゲームで質問する。

H19

261 名前…それは燃えるいのち VHS アニメ 人権 小学生以上 18

４年３組の新しい担任になったのは、姜 明子（ｶﾝ ﾐｮﾝｼﾞｬ）先生でし
た。名前のことでケンカになったよりかと平吉に、姜先生は宿題をだ
します。「自分の名前のことを調べて、みんなの前で発表してくださ
い」翌日、みんなの前で発表する二人の顔は、輝いていました。そし
て姜先生にも、民族名を隠し、「あきこ」と名乗っていた中学生の頃、
姜先生が出会ったのは…

H18
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260 心のキャッチボール VHS アニメ 人権 中学生以上 23

　この作品では、家庭や学校を始めとする社会の中で「現実」や「夢」
とどのように向き合って生きていけばよいのか戸惑う中学生の姿を
描いています。社会に対する視野が次第に広くなっていく中学生時
代は、大人社会の不合理に傷つきやすい年頃でもあります。他人を
尊重して行動すること、自己を肯定し、自分を大事にすることの大切
さを学んでもらうことをねらいとしています。

H18

259
キッパリことわるたばこに
“NO”

VHS
青少年
健全育

成
小学生以上 16

たばこを吸うお父さん、小学６年生の息子、たばこ嫌いのお母さんと
いう家族構成で、コミカルで見やすい工夫をしています。低年齢から
たばこを吸い始めることの影響は想像以上です。たばこに含まれて
いる有害物質を中心に、たばこの正体について詳しく教え、たばこは
自分自身の健康を害するだけでなく、周りの人の健康をも害すること
についても言及します。

H18

258
MOTTAINAI（もったいない）
で地球を守ろう（全３巻）
③くらしの工夫が地球を守る

VHS 環境
小学生高学

年以上
15

　環境問題の原因の多くは私たち自身の生活にあります。では、毎
日のくらしの中でどんな工夫をすれば地球環境を守ることができる
のでしょうか。リサイクルのお手本と言われる江戸のくらしなども参考
にしながら、リデュース・リユース・リサイクルの「３Ｒ」をすぐに実践す
るための方法を具体的に示します。

H18

257
MOTTAINAI（もったいない）
で地球を守ろう（全３巻）
②新しい技術が環境を守る

VHS 環境
小学生高学

年以上
15

　高度成長期の公害問題に始まり今日に至るまで、日本はいくつも
の環境問題を経験してきました。例えば今、最も大きな問題のひとつ
となっているのが地球温暖化です。その解決のために現在さまざま
な技術が開発され実用化しています。温室効果ガス削減の技術、新
エネルギー開発などの最新の状況を紹介します。

H18

256
MOTTAINAI（もったいない）
で地球を守ろう（全３巻）
①地球規模で考える環境

VHS 環境
小学生高学

年以上
15

いま、環境問題は緊急の課題となっています。その象徴とも言える
のが2005年に発効した京都議定書。その発効までの経緯を取り上
げ、国家間の協力の重要性を示します。ケニア環境副大臣のマータ
イさんは長年、植林活動を通して貧困や紛争の解決に取り組んでき
ました。「今できることを粘り強く続けること」…マータイさんの勇気あ
る行動から、環境問題解決のための大切な視点が浮かびあがりま

H18

255
ハッピーバースデー
命かがやく瞬間（とき）

VHS アニメ 人権
小学生高学
年～一般

80

母親からの精神的虐待によって心と身体に傷を負った主人公あすか
は、祖父母の励ましによって癒され、人間の信頼と自らの生きる力を
育んでいきます。同時に、重度の障害をもつ少女とのふれあいを通
して、一人ひとりの人間の命の尊さも感じとっていきます。

H18
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254
仕事　君はどう思う？　　　　　
（解説書つき）

VHS
キャリア

教育
中学生 27

中学生のレポート・取材方式の編集
「仕事について考えよう」「先輩の仕事紹介　花屋（実は厳しい仕
事）、看護師（女性のイメージが強いが）、大工（男性の職員の世界
に入って）」「ドキュメント職場体験」「仕事紹介　営業（自分のスタイ
ルで働く）、アニメーター（まわり道も損ではない）」

H18

253 千夏のおくりもの VHS
人権・
男女共
同参画

中学生以上 54

保育園に通っている子の率直な疑問をきっかけに、日常生活の様々
な出来事に潜んでいる、「世間の常識」や「偏見」を問い直すことによ
り、改めて子どもや女性の人権問題についての正しい理解を深める
とともに、家族愛についても見つめなおせる心温まる物語。

H18

252 この空の下で VHS アニメ 人権 中学生以上 42

偏見や思い込みの怖さ、発達障害に対する理解、高齢者の生きが
いにポイントをおきながら、ある夫婦が、町内会長の役を引き受ける
ことによって、今まで気づかないで過ごしていた地域の人々の中に
ある心の壁に気づき、手探りでその心の壁を壊すために自分たちは
何ができるだろうかと考えて、行動に移していく姿を描く。

H18

251
いのちを学ぶ
生きること死ぬこと

VHS
人権・
道徳

中学生以上 22

３歳のときに小脳ガンを発症し、放射線治療を受けながら１９歳まで
懸命に生きた絵里さん、限られた命を最後まで自分らしく生きるため
のホスピス、新しい命の誕生を自宅で迎える自宅出産と助産師な
ど、生と死の現場にいる実際の人々を取材し、命を支える家族や周
囲の人々の真摯な姿を伝える。

H18

250
カワウソの冒険
（ＤＶＤ版）

DVD アニメ
幼児～小学

生
19

子を助けるために、自分の命をなげうって、銃口の前にたちはだか
る、母親カワウソの深い愛情を知った狩人が、そのけなげさに心を
打たれる物語。カワウソ親子のワクワクする冒険を通して、生命の尊
さ、友達の大切さ、親と子の強い絆を、子どもたちにわかりやすく語
りかける作品。

H18

249
カワウソの冒険
（ＶＨＳ版）

VHS アニメ
幼児～小学

生
19

子を助けるために、自分の命をなげうって、銃口の前にたちはだか
る、母親カワウソの深い愛情を知った狩人が、そのけなげさに心を
打たれる物語。カワウソ親子のワクワクする冒険を通して、生命の尊
さ、友達の大切さ、親と子の強い絆を、子どもたちにわかりやすく語
りかける作品。

H18
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248 みみをすます VHS
障害者
・人権

中学生以上 46

バリアフリーを体感するビデオ。聴覚障害者にとって「聴く」とは何
か？そして「聴こえない」という「障害」って何だろうということを、障害
者自身の体験を共有することで考えいく。楽しい音楽や詩を主人公
のゆんみと同時に体感しながら、真のノーマライゼーションとは何か
を問いかける。

H18

247 旅立ちの日に VHS アニメ
人権･
家庭

一般 40

坂木真理子は、ウェディングコーディネーター。ある日、小学校時代
の同級生鶴田美和の結婚式を企画することになった。だが、２人は
心の中にある「過去」を引きずっていた。美和の母には聴覚障害が
あり、そのことが原因でいじめられ、美和もいじめる側に回ってしまっ
た。式の進行を話し合ったとき美和の母があいさつがしたいという。
「障害があっても親としての責任を果たしたい」と。熱い思いに心動
かされる真理子。いよいよ結婚式の日がやってきた…。

H17

246 子どものしつけと父親の役割 VHS 家庭 一般 21

「”嘘をつくな””弱い者いじめをするな”など、父親自らが厳しく躾てい
く」、そういった父親の姿が求められています。子を持つ親たちに、特
に父親の家庭教育への参加を唱え、子どもの成長にとって父親との
触れ合いが如何に大切かを訴えます。

H17

245
みんなでつくる地域安全
マップ

VHS
安全
教育

一般 14

子どもたちを狙った犯罪が起きています。子どもたちが被害に遭わ
ないためには、「地域安全マップ」の作製が効果的です。これは子ど
もたちが街の危険な場所を見つけてまとめたものです。子どもが危
険を避ける力をつけるための活動の重要性を訴えます。

H17

244 ありがとうハーナ VHS
障害者
・動物
愛護

小学生以上 45

～車いすでハーナが走った～
障害をのりこえて立ち上がる犬のハーナ。その精神力と生命力が教
えてくれた命の尊さ。今、少女は明日に向かって一歩いっぽ歩みだし
た。

H17

243 ホーム・スイートホーム VHS 家庭 一般 112

元オペラ歌手、山下宏（７５歳）は痴呆症である。息子夫婦と孫娘た
ちの苦悩と軋轢は限界に達し、ある決断をする。それは岩手のグ
ループホーム「おばんでがんす」の前に宏を置き去りにすることだっ
た。グループホームを舞台に、心やさしき日本人たちのふれあいと
再生のドラマが展開する。

H17

242
あっ！危ない
　きみならどうする

VHS
安全
教育

小学生 27
子ども達の生命を守るために、低学年にも親しまれるお姉さんキャラ
クターとして「春さくら」が登下校・遊びの中・いろいろな危険な場所で
登場し、子ども達と一緒に防犯・安全について学んでいきます。

H17
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241 五井先生と太郎 VHS アニメ
青少年
・家庭

小学生高学
年以上

16

太郎の担任、五井先生は、クラスの中でもなぜか太郎だけを「太郎、
太郎」と呼び捨てにしていた。「なんで僕だけ呼び捨てなんだ！」。先
生の呼びかけに耳をふさぐ。冬休みが明けると、丈夫そうだった五井
先生が突然入院してしまったことを知る。五井先生に呼ばれた太郎
が病院へ行くと、五井先生は太郎を呼び捨てにしていた本当の理由
を話し出した…。

H17

240 きいちゃん
私、生まれてきてよかった！

VHS アニメ 小学生以上 21

主人公のきいちゃんは、身体に障害があっても、前向きに生きてい
ます。好きなことを見つけ、懸命になってやり遂げることは、人として
生きていく原点かもしれません。全ての人の人権が尊重される社会
をめざす一助になればと企画された作品です。

H17

239
なくそう子どものネット悲
劇
（保護者・指導者用）／救済

VHS 一般 17

子どもたちのインターネットの利用率は年々増加しています。しか
し、インターネットの中には有害なサイトや犯罪に利用しようとする悪
質な人もいます。では、どのような点に気をつければ快適で安全なイ
ンターネットを楽しめるのでしょうか。

H17

238
なくそう子どものネット悲
劇
（生徒用）

VHS 小学生 15

子どもたちのインターネットの利用率は年々増加しています。しか
し、インターネットの中には有害なサイトや犯罪に利用しようとする悪
質な人もいます。では、どのような点に気をつければ快適で安全なイ
ンターネットを楽しめるのでしょうか。

H17

237
とっとこハム太郎のとっと
こ大事だ！！防災訓練

VHS アニメ
幼児～小学

生
13

公園で防災訓練をしているロコちゃんとカナちゃんを見かけます。防
災訓練の大切さを知ったハム太郎はハムちゃんずといっしょに地下
ハウスで防災訓練をします。訓練が終わった時、本物の地震がやっ
てきます。ハム太郎たちは、訓練通りにやり遂げて成果を出すことが
できるでしょうか？

H17

236 大地の母きくゑ VHS 小学校以上 32

差別を乗り越え、人々の温かい心に支えられながら生き抜いたきく
ゑ！生活苦から考え出されたうどん作りが、思わぬところで地域社
会で役立つこととなり、きくゑの活動はとどまることを知らない。差別
と闘い、昭和平成と生きてきた一人の女性の心温まる感動のドキュ
メンタリードラマである。

H17
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235
一つの花
（バリアフリー対応作品）

VHS アニメ 小学校以上 23

昭和１９年の夏、太平洋戦争の真只中、食べ物も不足していました。
幼いゆみ子が覚えた最初の言葉は「一つだけちょうだい」いつもおな
かをすかしていてもっととねだるゆみ子に「じゃあね、一つだけ」と分
けてくれるお母さんの言葉でした。ゆみ子の父も兵隊として戦争に行
かねばならなくなりました。そしてお父さんは出かけていき、二度と
戻ってきませんでした。

H17

234 一つの花 VHS アニメ 小学校以上 23

昭和１９年の夏、太平洋戦争の真只中、食べ物も不足していました。
幼いゆみ子が覚えた最初の言葉は「一つだけちょうだい」いつもおな
かをすかしていてもっととねだるゆみ子に「じゃあね、一つだけ」と分
けてくれるお母さんの言葉でした。ゆみ子の父も兵隊として戦争に行
かねばならなくなりました。そしてお父さんは出かけていき、二度と
戻ってきませんでした。

H17

233
やめよう！ネットでウソと
悪口

VHS 一般
小学生高学

年
27

この作品では、みなさんがインターネットを使うときに、他人に迷惑を
かけたり、お互いに不愉快な気持ちにならないように、上手に利用す
るにはどうしたらいいのかを紹介しています。

H17

232 めばえの朝 VHS アニメ 人権 小学校以上 41
高校２年生の陽介は何事にもやる気を持てず、両親にも反発を感じ
ていた。叔父の農場では、外国人の研修生や不登校児が手伝いを
していた。

H16

231 よーいドン！ VHS アニメ 人権 小学生 18

「30人31脚」に出場することになった５年１組33人の子どもたちにふり
かかった難問は30人しか出場できないということ。勝つことだけを考
え苛立っていた子どもたちも、皆の力を合わせることで自分の力以
上のことができることに気付き始めます。

H16

230 少年犯罪　君ならどうする VHS 中学生以上 19

少年犯罪は相変わらず増加すると共に、その内容は凶悪化していま
す。そこで、どうすればこうした犯罪を減らすことができるのか、再現
映像と中学校たちの本音のディスカッションで考えます。テーマ１【万
引き】テーマ２【薬物乱用・援助交際】テーマ３【かつあげ・ひったくり・
暴力】

H16

229 おかあさんなかないで VHS アニメ 小学生以上 17

子どもたちは生きていることを当たり前に思い、そのすばらしさを意
識しないで生活しています。この作品は、交通事故で大事な友だち
を失った小学校の夏美が、生命を大切にしようと思う心の芽生えを
描いています。また、交通ルールを守ることの意味も指導することが
できます。

H16
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228 盲導犬クイールの一生 VHS アニメ 小学生以上 25
盲導犬クイールの一生を通して、その人たちとのふれあい、パート
ナーとの心の通じ合いの記録。「盲導犬クイール」の一生のアニメ化

H16

227
地域の虐待防止　　　　　　　　
幼い命の悲鳴を救うために

VHS 人権 一般 26

虐待の多くは日常生活の片隅で起こり、外部からの的確な対処が難
しいと思われています。幼い子どもは、自らを被害者だと訴えること
ができないのです。この作品では、となりの子どもの悲鳴を耳にした
ある主婦のドラマを軸とし、虐待問題への関わり方を探っていきま
す。

H16

226 ひびけ！和だいこ VHS アニメ 人権 小学生以上 22
学習発表会のために和太鼓演奏を希望した美雪たちは、公民館で
張り切って練習していたが、啓吾は上達が遅いためチームの練習か
らはずされてしまう。啓吾はただ黙って一人で練習を続けていた。

H16

225 やさしいオオカミ DVD アニメ 人権
幼児～小学

生
15

悪の代表・暴力の代名詞にされているオオカミ。実はやさしい心を持
ち、本当の強さを持っていたのです。「いじめ」られ続けた気弱なオオ
カミがみせたやさしさ・本当の強さとは…。

H28

224 おれおれ詐欺撃退法 VHS
一般・高齢

者
15

「おれおれ詐欺」のどこに落とし穴があるのか、もう一度認識を深め
ることが大切です。”まさか自分が！”被害にあってからでは遅いの
です。この作品は、その撃退法を高齢者にもわかりやすく、事例ごと
に紹介している。

H16

223 手紙 VHS アニメ
家庭

青少年
小学生以上 18

タケオはおじいちゃんのことが苦手だった。ところが、ある夏の夜、そ
のおじいちゃんが声を殺して泣いていた。その手に一通の手紙を握
りしめて。その手紙は、戦争の時におじいちゃんと同じ戦場にいた友
達が、両親に向けて書いたものだった。

H16

222 ラブレター VHS 人権 一般 54
いじめに遭い、中学校の時から不登校になっている少女。心に傷を
持つ少女は周囲の人々の励ましによって成長し、「人はみんな愛さ
れる資格がある」ことを実感していきます。

H15

221
こころの交響楽（シンフォ
ニー）

VHS 人権
小学生高学

年以上
43

父親に叩かれ入院した剛。同学年の直と同室になるが、直が父親か
らもらい、大切にしているオルゴールを窓から投げ捨ててしまう。そ
のオルゴールは、亡くなった直のお父さんからの最後のプレゼントだ
と知った剛は、雨の中、必死に探すのだった。

H15

220 金色のクジラ VHS 福祉 中学生以上 105
白血病の弟の命を救うために、自分の骨髄をさし出した兄の愛と勇
気、家族愛、そしてそれを支えたや周囲の人々との心の交流を描い
た作品です。

H15
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219 風の旅人 VHS アニメ 人権 中学生以上 30
ほんとうの自立はとは？ベット式の車椅子を通りがかりの人々に押
してもらい旅をする・・・。人々の間を風のように駆け抜けた、実在の
重度身体障害者の感動的な生きざま。

H15

218
出会い系サイト　　　　　　　　　 
狙われる女子中高生

VHS
家庭

青少年
中学生以上 16

「出会い系サイト」は電子メールを通じて、知らない人同士の出会い
の場を提供するホームページです。ところが、この出会い系サイトが
きっかけとなった犯罪が、ここ数年激増しています。そして、その被
害者の多くは女子中高生なのです。

H15

217 字のないはがき VHS アニメ 小学生以上 18

東京大空襲により、父は幼い妹を学童疎開に出す決心をする。父は
自分の宛名を書いたおびただしい数の葉書を「元気な日はこれにマ
ルを書いて毎日一枚ずつポストに入れなさい」と妹に渡した。赤い鉛
筆で大きく書かれたマルの葉書に安心した家族だったが、葉書はや
がてバツに変わり、ついには届かなくなった。

H15

216 明日への彩り VHS 人権 中学生以上 55

昼間は工場で働き、夜は定時制高校に通っている隆、クラスメートの
則子。則子は自分が同和地区出身であることを打ち明ける。「環境
面では改善されたが心の差別はなくならない」と涙を浮かべて訴え
た。則子の出身地を知った隆の両親は則子との交際を止めるよう激
しく迫る。しかし…。

H15

215 風と大地と梨の木と VHS 人権 中学生以上 51

淳（中学２年）は体力づくりに精を出す中、同様にトレーニングに励む
同級生の清水明俊と出会い、急速に近づいていく。淳が清水を夕食
に招くと、清水は海外勤務をする父の話をして淳の家族を驚かす。
が、清水は外国籍を有する施設で暮らす少年だった。

H15

214
とっとこハム太郎のとっと
こ大切!!  交通ルール

VHS アニメ
幼児～小学

生
14

ハム太郎は交通安全教室を開こうとみんなの力を借りてハムちゃん
ずランドに交通公園をつくります。おまわりさん姿のハム太郎は交通
ルールをハムちゃんずに伝えていきます。一通り交通ルールを伝え
ることができましたが、みんなで交通ルールを守り楽しく遊ぶことが
できるでしょうか。

H15

213 お父さんが泣いた日 VHS 人権 小学生以上 28

子どもを通じて親同士も仲よくなった家族に子どものいじめが原因で
亀裂が入る。いじめられた子どもの父親は関係を修復しようとした
が、相手に理解されないふがいなさに涙を流した。そして、家族同士
仲がよかった時を思い出した子どもたちは…

H14

212
お助けマン参上  セカンド
ライフの生きがい探し

VHS 一般 30
この作品は、熟年及び初老の方々に「豊かな老後」を迎え、過ごすた
めに重要な「生きがい」をテーマに描く、楽しくユーモラスなドラマで
す。

H14
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211 少年犯罪と親の責任 VHS
家庭

青少年
中学生以上 25

少年による犯罪は今日ますます凶悪になり、社会に暗い影を落とし
ています。この作品では家庭のあり方を見直し、「被害者や社会に対
する当人と親の責任」や「子どもの将来に対する親の責任」について
考えていきます。

H14

210 夢の約束 VHS 人権 中学生以上 53

仕事に就くことができないで悩んでいる青年がいます。採用されない
理由は定かではありませんが、青年が同和地区の出身であるため
でした。このドラマでは、青年とその周辺の人たちが、悩み、苦しみ、
そして愛し合いながら、確かな自分を求めて生きようとする姿が映し
出されています。

H14

209 みんなで跳んだ VHS 人権 中学生以上 28

運動会の大縄跳びで、一人だけ跳べない子がいます。勝つために彼
を外すか、一緒に跳ぶか。２年１組のみんなは悩み、苦しみ、葛藤し
ます。そして、みんなは何かを飛び越えます。城北中学２年１組の記
録。

H14

208
稚内発「学び座」ソーラン
の歌が聞こえる

VHS 全般 中学生以上 102

昭和60年代校内暴力で「日本一荒れた学校」と報道された学校が日
本最北端の街にあった。校長以下教師全員が、父母たちに学校再
建のため、街ぐるみの協力要請をする。地域文化を理解させようと
ソーラン節を勧めたものの、生徒たちのノリは悪い…。が、やがて思
いがけない変化が訪れ始める。そして、ついに、誰もが想像さえしな
かった感動的な出来事が、稚内全市を震わせる日が訪れる…！？

H14

207 バースデイレストラン VHS 人権 中学生以上 30

突然の父の死によって、ひとりぼっちになった中園泉は、12年前の
両親の離婚以来、全く会っていなかった母と一緒に暮らすことにな
る。母のことはもちろん、離婚の原因さえ知らされなかった泉は、暮
らし始めた場所が同和地区だと知り困惑する。

H14

206 おはようの声が響く街に！ VHS 人権 中学生以上 35

差別を受けながらも、希望を見いだし、それを乗り越えて力強く生き
る三世代家族。一方、差別をしてはいけないことと知りながら、世間
体にこだわる両親の心を正していく高校。その二つの家族の葛藤か
ら学ぶ、人権尊重の社会をめざす感動のドラマです。

H14

205
おじゃる丸ちっちゃいもの
の大きなちから

VHS アニメ 道徳
小学生低学
年～中学年

11

「おじゃる丸」が颯爽と登場！千年前の平安期からやって来たみや
びなお子様・おじゃる丸が、カズマや電ボ、アカネ、アオベエ、キスケ
たちと愉快な出来事を繰り広げます。この作品は「ちっちゃいものク
ラブ」の仲間たちとおじゃる丸が、月光町で助け合いの大切さを学ん
でいくアニメ映画です。

H14
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204
ある森のおはなし　　　　　　　　 
るるるのるール

VHS アニメ 環境
幼児～小学

生
16

天知る・地知る・我知る・人知る「四知」として有名なこの言葉をキー
ワードにエコロジーやモラルについて考えるちょっと不思議なある森
の物語。

H14

203 夢の箱 VHS 人権 一般 50

結婚を機に日本で生活することになったタイ出身の女性を中心に、
彼女と彼女の家族が出会う様々な場面をとおして、一人一人が、互
いの文化や生活習慣の違いを認め合い、理解していくことの大切さ
を描いています。

H13

202 メール VHS 人権 中学生以上 54

身に覚えのない中傷や同和地区出身であるなどと、ネット上の掲示
板に書き込まれた女子高生の、精神的な苦痛を題材にしています。
いわれのない非難に落ち込む主人公が、同級生やブラスバンドの仲
間の応援、両親や周囲の大人たちの支えで、立ち直っていく姿を描
いています。

H13

201 いのちのあさがお VHS
小学生～一

般
36

急性白血病のため７歳で亡くなった丹後光祐くんが大切に育ててい
た朝顔を、母まみこさんが毎年咲かせていきました。そして年々増え
ていく種を、命の尊さを訴える「命のアサガオ」として配った行為は、
子どもたちの支持を集めて広がっていきました。

H13

200 源吉じいさんと子ぎつね VHS アニメ 小学生 18

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。二人の出会いと別れを、美しい秋の山村を舞台に描
いています。原作は、阪神大震災で１児を残して亡くなった若い女性
童話作家の遺作です。

H13

199 ５等になりたい VHS アニメ 人権 小中学生 76

病気がもとで４歳まで立つことすらできなかった律子の夢は『かけっ
こで５等になる』ことでした。３年の運動会も近づき、律子の班では
「律子ちゃんがいたらリレーで負けちゃうよー」と大騒ぎ。班から抜け
ようとする律子ですが、律子の夢はかなうのでしょうか。

H13

198 いのち輝くとき VHS 人権 一般 30

親による子どもへの虐待は、深刻な社会問題となっています。現代
社会の様々なストレスが原因で、抵抗出来ない子どもへの虐待を
行っている場合が増えているといわれています。この作品は、近隣
の人々の温かい心と地域社会の支えによって立ち直っていく家族を
描いたものです。

H13
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197 はげ VHS アニメ 人権
幼児～小学

生
16

病気のために、頭がはげてしまった小学１年生の泉の視点から描い
た作品です。自分の欠陥を人からからかわれた時、どんなに悲し
かったか？いじめられて落ち込んでいる時、人からはげまされて、ど
んなにうれしかったか？主人公の微妙な心の動きから、いたわりあう
ことの大切さを浮かび上がらせています。

H13

196
負けへんで！
６年３組の阪神大震災

VHS アニメ 小学生以上 23

阪神大震災で、樋ノ口小学校６年３組も、かけがえのないクラスメー
トを失いました。学級通信「ばこちん」に残された亡くなったクラスメー
トの最後の作文。命って何だろう？にんげんってなんだろう？地震か
ら卒業までを描く「心」の記録です。

H13

195 なっちゃんのケヤキ VHS アニメ
小学生高学

年以上
31

マンション建設で伐られる運命にあった一本のケヤキの木を、「何と
か残したい」と思う子どもたちの純真な気持ちと行動が大人たちを動
かし、ケヤキを守ったいう現実の話をもとに、映画化したものです。

H12

194 名犬物語 VHS アニメ
小学生高学

年以上
20

この作品は、子どもたちに今もなお親しまれている椋鳩十の原作「ア
ルプスの猛犬」をアニメ化したものです。
三吉少年と山犬の猟犬・灰坊太郎の強い絆を、南アルプスの美しい
自然を背景に、さわやかに描き出したものです。

H12

193 ぼくの青空 VHS アニメ 人権
小学生高学

年以上
26

難病・筋ジストロフィーの大久保義人さんが、わずかに動く口を使っ
て打ったワープロ、そして家族や病院職員の方々の協力によって作
られた「僕の青空」をもとにアニメ化されたもので、「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欲し
い」という思いが伝わってくる作品です。 

H12

192 校長先生が泳いだ VHS アニメ 道徳
小学生高学

年以上
20

身体にハンデをおった少女が、何事にも負けまいと頑張ります。それ
を見守る仲間も、決してからかったりすることなく励まします。山間い
の廃校と決まった分校での、先生と子どもたちの温かい物語を通し
て、人を思いやる心の素晴らしさ、大切さを訴えます。

H12

191
ぼくだって、きれいにした
いんだ

VHS アニメ 人権
小学生低学
年～中学年

15

服装の汚れから、「すすけのマーヤン」とあだ名され、差別に苦しむ
小学３年の正夫の例をとりあげながら、ひとりの問題をみんなの問
題として解決していけるような「仲間づくり」「学級づくり」こそが重要
なのだと訴えています。

H12
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190 セロひきのゴーシュ VHS アニメ 道徳
小学生高学
年～中学生

20

宮沢賢治の「セロひきのゴーシュ」は、明るいユーモアにあふれた心
温まる作品として、今日でも多くの人びとに愛されています。自然や
動物との交流の中で、主人公が音楽とは何かを学び、成長していく
姿は、あらゆるものから学ぼうとする賢治の生き方そのままといえる
でしょう。

H12

189 アミーゴ　友だち VHS アニメ 人権
小学生高学

年
15

それぞれ異なった文化や言葉、習慣を持つ子どもたちが、ときにす
れ違いながらも、スポーツや動物とのふれあいを通し、真の友情に
めざめ成長していく心あたたまる物語です。

H12

188
人間の翼　
－最後のキャッチボール－

VHS 平和 一般 135

この作品は、神風特別攻撃隊員となり、２４歳の若さで散った、職業
野球の名古屋軍（現中日ドラゴンズ）のエースピッチャーである石丸
進一の物語である。これは、戦争という時代、それでも野球を愛して
やまなかった若者の白球にこめた平和を願う魂のメッセージである。

H12

187 一枚の絵てがみ VHS アニメ 人権 小学生以上 43

高齢者が地域の中で生き生きと暮らしていくためには、生きがいや、
家族・地域の支え合いが必要です。この作品は、一人暮らしの高齢
者とその家族、地域の人達との心のふれあいや支え合いを通して、
これから訪れる超高齢化社会に向けての問題を投げかけています。

H12

186 いじめ１４歳のメッセージ VHS アニメ 人権
小学生高学

年以上
25

この作品は、いじめを苦に自殺をはかった中学校の彗佳が、幽体と
なり、事件で騒然としている学校へ行き、人生や学校生活友達や家
族のことを振り返る。そして、彗佳がどうして教室の窓から飛び降り
なければならなくなったかが、次第に明らかにされていく…。

H12

185 友情（FRIENDSHIP） VHS 道徳 中学生以上 103

この作品は、白血病に冒されながらも健気に日々を生きようとする少
女あゆみをヒロインに、１４歳という多感な時期の少年少女たちを、
そして周囲の人々の愛と善意を、深い感動と共感をもって描きあげ
たものです。

H12

184 ぼくのお姉さん VHS 人権 小学生以上 36

障害を乗り越え、自立して生きようとする姉。姉をうとましく思いつ
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。

H12

183 ガッツ親父とオサム VHS 家庭
小学生高学

年以上
56

この作品は、母親を早く失い、多忙な父親とも触れ合いが少なく、孤
独の中で、しだいに心の荒んでいった小学４年生のオサムを主人公
として、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
していく過程を生き生きと浮かび上がらせようとしたものです。

H11
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182 妹と私 VHS 道徳
小学生中学

年以上
44

この作品は、思春期にさしかかったある少女と、おばあさんの耳を怪
我させて苦しむその妹との係わり合いの過程を描きながら、互いに
相手の立場を考え、思いやり、いたわりあうことが、いかに大切かを
浮かび上がらせようとしたものです。

H11

179 してみませんかボランティア VHS 福祉 一般 20

現在、ボランティア活動をしているひとは国民の３０人に１人、したい
と思っている人は４人に１人といわれています。しかし、どこへ行けば
良いのか、いったい自分には何ができるのか等と戸惑っています。
この作品は、ボランティアへの一歩を踏み出すきっかけを与えていま
す。

H11

177 雲が晴れた日 VHS 人権 一般 53

祖母の介護の問題に直面したある家族が差別をしていたことに気付
き、それを克服して助け合って行こうとするまでの物語です。人と人
とが助け合うということは、お互いの人権を尊重してこそ成り立つも
のです。それを中学校の目をとおして描き、共生と人権という問題を
身近なものとしてとらえられる作品です。

H11

176 いのち輝く灯 VHS アニメ 人権 一般 48

人生の途中で障害を持つ身となった奈津子とその恋人、そして盲目
の老人との関わりや家族を含めた周りの人々との関係を通して、「人
権」とは何かを問いかけ、人が生きて行くうえで大切な「同胞の精神」
とは何なのかを見る人に投げかけています。

H11

175 しらんぷり VHS アニメ 人権 小学生以上 21

アキラ（小６）は、クラスメイトがイジメにあっているのを目撃するが、
止められないでいた。やがて卒業式が近づくころ、イジメが原因でク
ラスメイトは転校してしまいます。そして、卒業式のリハーサルの日、
アキラは全校生徒の前で自分の思いを爆発させるのでした。

H11

174 子どもと話してますか VHS 家庭 一般 30

人間性に溢れた、心豊かな子どもを育てるにはどうしたらよいのか、
それは、育ち盛りの子どもを持つ、現代の、全ての親たちに共通の
課題ともいえるでしょう。この作品では、私たちの身辺のどこにも見ら
れるごく平凡な家庭を取り上げ、親と子のふれあいのありかたにつ
いて考えます。

H11

173 知らんぷりの目 VHS アニメ 道徳 小学生以上 18

電車内で酒ビンを投げ捨てたり、床にガムを吐き出したままにしたり
しているのに、係わりたくないと“知らんぷり”を決め込んでしまう周
囲の乗客の姿を描き出したものです。「知らんぷりの目」を、勇気あ
る「温かい目」に変えていくにはどうしたらよいか、みんなで考える作
品です。

H10
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171 蛍の舞う街で VHS アニメ 人権 中学生以上 42

この作品は、２つの家族の交流を中心に物語りを展開し、私たちが
日常生活の中でごく当たり前のことも様々な人権問題が潜んでいる
ことやお互いを尊重していくための自立と共生、家族のきずな、地域
社会の連帯等の問題をなげかけています。

H10

170 ピピとべないホタル VHS アニメ 道徳 小学生 90

ピピは、羽がちぢれていて他のホタルのように飛ぶことが出来ませ
ん。しかし、精一杯、明るく生きようとして、仲間から認められ、受け
入れられていきます。ピピたちは、美しい水を求めて冒険の旅に出ま
す。その旅は、観る者にも自然の大切さを教えてくれます。 

H10

168 共に生きる VHS
福祉
人権

小学生以上 16

この作品は、身近なところでボランティア活動を行うある母親とその
娘で中学２年生になる百合子に焦点を当てる。みんなで共に助け合
い、励まし合って「共に生きる」という精神が、いかに大切かを語りか
けます。  

H10

167 わが子の心が見えない VHS 家庭 一般 32
この作品は、「いじめ」によって同級生を自殺に追い込んだ中学生の
息子を持つ母親を主人公に、親はわが子の心をどのようにして開
き、理解していったら良いのかを考えていきます。

H10

166 おーい！ VHS 人権 一般 32

営業で初仕事を任された下田はマンションの建設予定地が同和地
区かもしれないという不安を感じ市役所の同和対策課に出向いた。
たとえ悪意はなくても、知らないこと、知ろうとしないことは大きな差
別につながることがあります。差別とは何かということを投げかける
作品です。 

H10

163 金色のクジラ VHS アニメ
青少年
家庭

小学生以上 25
白血病の弟の命を救うために、自分の骨髄をさし出した兄の愛と勇
気、家族愛、そしてそれを支えた友人たちの友情を描いた感動的な
作品です。

H9

162 ナオミさんはふたり前！？ VHS アニメ 家庭 小学生以上 20

女性が家事・育児と仕事を両立させるのはとてもたいへんです。母
親は忙しい毎日にイライラ、娘は「仕事なんかやめちゃえばいい」と、
そんな親娘が壁にぶつかり対立しながらも、家族としてお互いの気
持ちを理解し、成長していく姿は、多くの家庭で共感できる作品で

H9

159
おばあちゃんほほえみをもう一度

～明るい長寿社会をめざして～ VHS
高齢者
福祉

小学生以上 31

この作品は、ある高校と高齢者の先輩国デンマークの女の子との出
会いを通して、それぞれの国の高齢社会の実情を比較しながら、高
齢社会のなかでの高校としての関わり方、家庭のあり方、地域のあ
り方を示唆していくものです。
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158 菜の花 VHS 人権 一般 57

この物語は、普段見過ごされている身近な地域の歴史を見直すこと
が重要であるという視点から、郷土史の研究に活躍された松崎武俊
さんの生涯と、絵本「菜の花」をもとにフィクションとして構成されたも
のです。

157 天気になあれ VHS アニメ 人権
小学生高学

年以上
41

原作は、岸キヌエさん著「みやらけの子もり唄－岸キヌエの生きてた
道－」という本です。その内容は、差別と貧困と戦争、そして解放へ
の闘いという激動のドキュメントです。

156 くもりのち晴れ VHS アニメ 人権 一般 40

私たちの生活の中で、不当に人権を侵される問題があります。その
ひとつがいじめです。この映画は、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。

153 タイコンデロンガのいる海 VHS アニメ 環境 小学生以上 28

1965年12月5日。ﾍﾞﾄﾅﾑ沖から横須賀に向けて､米空母｢ﾀｲｺﾝﾃﾞﾛｶﾞ｣
が航海していた。その時､広島型の約80倍の威力を持つB43型水爆
を搭載していたA4Eｽｶｲﾎｰｸ攻撃機が操縦士もろとも海中に沈んだ。
このVHSは“きれいな海を取り戻したい”その願いを込めて映画化さ
れています。

149
米百俵
小林虎三郎の天命

VHS 一般 小学生以上 98
越後長岡藩は戊辰戦争で政府軍に破れ、人々が苦しみあえいでい
た時、教育こそ人間形成の要諦という理想を掲げ、あえて救援米｢米
百俵｣を換金し学校設立に投じた。明治３年のことである。

148
ﾛﾋﾞﾝｿﾝ･ｸﾙｰｿｰ
無人島の冒険

VHS アニメ 伝記
小学生中学
年～中学生

40

1719年に、ｲｷﾞﾘｽ人のﾀﾞﾆｴﾙ･ﾃﾞﾌｫｰによって発表された「ﾛﾋﾞﾝｿﾝ漂
流記」は、少年少女小説の傑作の一つです。この作品は、無人島で
のｻﾊﾞｲﾊﾞﾙの様子や､他国人であるﾌﾗｲﾃﾞｰとの出会いと交流を中心
に、逞しく成長していくﾛﾋﾞﾝｿﾝの姿を浮かび上がらせようとしたもの
です。

147 明子のハードル VHS 人権 中学生以上 41

中学２年生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、親友をめぐって学校で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。

144
世界の自然遺産・屋久島
YAKUSHIMA ISLAND

VHS 環境 一般 48

このビデオは１９９２年６月、ブラジルで行われた地球環境サミットで
紹介されたものです。世界的な自然を保護する「世界遺産条約」の
登録候補地として推薦されている屋久島の魅力。英語版。（映像は
「屋久島・森と水」と同じものです。）
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143
屋久島・森と水
〈ｵｰﾃﾞｨｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ〉

VHS 環境 一般 48

このビデオは１９９２年６月、ブラジルで行われた地球環境サミットで
紹介されたものです。ＮＨＫカメラマンの職を辞し屋久島に移り住ん
だ日下田紀三が十余年間見つめてきた素顔の屋久島を杉本竜一の
音楽にのせて贈る音楽版。

142 自然の宝庫・屋久島 VHS 環境 一般 47

このビデオは１９９２年６月、ブラジルで行われた地球環境サミットで
紹介されたものです。屋久島の自然に魅せられＮＨＫカメラマンの職
を辞し、屋久島に移り住んだ日下田紀三が､十余年間見つめてきた
素顔の屋久島｡

141
ｸｵﾚ｢愛の学校｣より
 父と子

VHS アニメ 家庭 小学生以上 22
イタリアの児童文学、クオレ“愛の学校”の中の「フィレンツェの筆耕
少年」のエピソードを、現代の子供向けに美しいアニメーションとして
再構成した作品です。

137
荒城の月
滝廉太郎物語

VHS アニメ 伝記 小学生以上 21

作曲家・滝廉太郎は、明治の初期に生まれわずか23歳という若さ
で、この世を去りました。この作品は外国に負けない立派な音楽を
作ろうと、作曲一筋に生きた滝廉太郎の生涯を「荒城の月」「箱根八
里」「花」などの名曲をちりばめながら描こうとするものです。

135 エジソン物語 VHS アニメ 伝記
幼児～中学

生
19

エジソンは、蓄音機、白熱電球、映写機などの素晴らしい品々を生
み出し、「世界の発明王」と言われた発明の天才です。この映画は、
そのエジソンの生涯を主に幼少年の時代に焦点を絞ったアニメー
ションです。

131 笠地蔵 VHS
人形ア

ニメ
道徳

幼児・小学
生

19
貧しいじいさまは、笠を作って、町に売りに出かけたが、一つも売れ
ず、帰る道すがら、雪に埋もれた地蔵さまをきのどくに思い、売れ残
りの笠をかぶせてあげた。ところが、その夜…。

130 にんげんの詩 VHS アニメ 人権 中学生以上 26
１８才のミツコが「部落?･･･部落っていったい、なに？」の問いかけに
部落差別の根源を追い求めて、時空を越えた、幻想的な旅をつづけ
る。

126 未来からのﾒｯｾｰｼﾞ VHS アニメ 人権 25

いろいろな分野で、同和問題の解決へ向けての取り組みが進められ
ています｡しかし､未だに、いわれのない差別によって、多くの人々が
苦しんでいるのが実情です。この作品は就職差別に焦点を当てた作
品です。
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