
タイトル カワウソおやこのぼうけん

対象 幼児～小学生 時間 １９分 購入年度 H１４年

内容

備考

タイトル

対象 中学生 時間 ２０分 購入年度 H１３年

内容

備考

タイトル

対象 中学生 時間 ２０分 購入年度 H１３年

内容

備考

　動物文学の第一人者として名高い、椋鳩十の原作「金色の
川」をもとに作られた、オリジナルアニメーションです。
　大自然を背景に襲いかかる大フクロウ、狩人と猟犬、罠か
ら必死に子どもを守る母カワウソの愛と知恵、命の尊さを描
いた心温まる感動と冒険の物語。

北星

　　「天候と大気」
　温暖化、・オゾン層の破壊・酸性雨が、世界的規模で進ん
でいます。これらが与える気象、農業生産、生態系や私たち
の身の回りへの影響などについて観察します。同時に大気環
境を守る方法や取り組みを考えていきます。

岩波

　　「生きている森と海」
　破壊が進む熱帯林（森）。汚染が進む海。森の破壊が海の
生物に与える悪影響や新しい環境保全の視点（ビオトープ、
干潟の効用など）から森と海の大きなめぐみを考察し、それ
らを大切に守っていく取り組みを探ります。

岩波

環境教育ビデオ　生命をはぐくむ地球
私たちの青い惑星　第１巻

環境教育ビデオ　生命をはぐくむ地球
私たちの青い惑星　第２巻



タイトル

対象 中学生 時間 ２０分 購入年度 H１３年

内容

備考

タイトル

対象 中学生 時間 ２０分 購入年度 H１３年

内容

備考

タイトル

対象 中学生 時間 ２０分 購入年度 H１３年

内容

備考

環境教育ビデオ　生命をはぐくむ地球
私たちの青い惑星　第３巻

環境教育ビデオ　生命をはぐくむ地球
私たちの青い惑星　第４巻

環境教育ビデオ　生命をはぐくむ地球
私たちの青い惑星　第５巻

　　「都市と私たちのくらし」
　都市が引き起こす環境破壊。ごみ・排水・窒素酸化物・浮
遊粒子状物質など解決されなければならない問題は様々で
す。私たちのくらしのあり方（グリーンコンシューマなど）
をいかに環境に適したものにしていくか考えます。ダイオキ
シンと環境ホルモンについても考察します。

岩波

　　「生命のゆくえ」
　予想される人口の爆発的増加、そして深刻な飢餓の問題。
人為的な影響で多くの種が絶滅している事実。地球全体の大
切な生命のために私たちに何ができるかを模索します。

岩波

　   「限りある資源と私たちの未来」
　私たちのくらしをささえるエネルギーのしくみについて、
世界的規模で考えます。限りある資源のなかで、新しいエネ
ルギー・システムと私たちのくらしのあり方は何かを探りま
す。同様に食糧供給の問題についても考察します。

岩波



タイトル こぎつねの交通安全

対象 幼児～小学生 時間 １６分 購入年度 H１０年

内容

備考

タイトル ５等になりたい

対象 小学生～一般 時間 ７６分 購入年度 H１３年

内容

備考

タイトル 子どもと話してますか

対象 一般（特に父母） 時間 ３０分 購入年度 H１２年

内容

備考

　峠に住むいたずらな子狐は、いつもお父さん狐から「悪い
ことに使ってはいけないよ」と化け方を教わっています。あ
る日、峠の下の茶店のおばあさんの後を追って街へ出ます。
その時、暴走族の少年が運転するオートバイが信号を無視し
て突っ込んで来ました。孫の太郎たちを助けようとオートバ
イの前に出たおばあさんは、はねられて入院してしまいま
す・・・。子狐たちは、おばあさんの痛ましい姿を見て白バ
イ隊員になって、交通事故を無くそうと決意します。いたず
らな３匹の子狐と映像を見ながら楽しく学べる交通安全アニ
メーションです。

共和教育

　小さい頃の病気がもとで４歳まで立つことすらできなかっ
た律子は、クラスメイト達にからかわれるのでした。傷心の
律子は、足のマッサージ師の石橋先生から《人としての本当
のやさしさ、強さ》を教わり、それをきっかけに、明るくた
くましく生き抜こうとします。その律子の夢は「かけっこで
５等になる！」ことでした。さぁ、律子の５等になる夢はか
なうのでしょうか・・・。

教配

　私達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方について考えます。父と子の
葛藤が巻き起こすドラマを通して、今、親子の間に最も必要
とされる、心の通った本音の会話の大切さを浮かび上がらせ
ようとします。

学研



タイトル 子どもを育む地域活動　地域の教育力を生かして

対象 地域活動リーダー 時間 ２０分 購入年度 H１４年

内容

備考

タイトル これで安心！親子で学ぶ食中毒予防

対象 小学生～一般 時間 ２１分 購入年度 H９年

内容

備考

タイトル じごくのそうべえ

対象 小学生～一般 時間 １６分 購入年度 H１６年

内容

備考

　子どもたちに様々な体験のチャンスを与えることができる
地域活動。地域の持つ教育力を回復させ、活動を活発にする
には、何が大切かを探っていきます。
　リーダーの研修、地域活動に関心を持つ人たちの集いなど
に活用していただければ、大いに効果があると考えていま
す。

岩波

　私たちは細菌に囲まれて生活していると言って過言ではあ
りません。身の回りには、細菌がいっぱいいるのです。その
中に食中毒の原因となる菌がいます。その菌が食品や人の手
を介して家庭に入り込んできます。どうすれば、食中毒から
家族を守ることができるでしょうか・・・。
　実験とデータで食中毒予防の基本ルールを分かりやすく解
説しています。

教配

　綱渡りの最中に、うっかり落ちて死んでしまった軽業師の
そうべえ。あの世への道の途中、山伏のふっかい、歯抜き師
のしかい、医者のちくあんと出会い、みんなで一緒に三途の
川を渡ることに。
　いよいよ閻魔大王の裁きを受ける４人だが、あいにく今日
は死んだ人間の数が多い。面倒になった大王は、４人をまと
めて地獄へおくり、残りはみんな極楽へ通してしまいまし
た。地獄行きになってしまった軽業師のそうべえと仲間た
ち。ちっともめげずに、あの手この手で大暴れ。はたしてそ
うべえたちの運命はいかに・・・？

学研



タイトル じしんだ！！ミーちゃんのぼうさいくんれん

対象 幼児～小学生 時間 １２分 購入年度 H１８年

内容

備考

タイトル １４ひきのあさごはん

対象 幼児～一般 時間 ３０分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル １４ひきのせんたく

対象 幼児～一般 時間 ２８分 購入年度 H12年

内容

備考

　ミーちゃんと大樹は大の仲良し。ある日、部屋の片づけを
しないでボール遊びをしていると、大きな地震が！　大樹は
散らかったおもちゃにつまずいて倒れてしまいました。あき
れて見ていたボスとクマは、大樹、ミーちゃん、大樹のお父
さんとお母さんを“にゃんにゃん地震防災ランド”へ連れて
行き、地震について教育することにしました。地震がおこっ
たとき、一番大切なのは命です。命を守るためにはどうすれ
ばいいのか、避難するときの注意事項など、大きな地震がお
きても何もできなかった大樹たちが「地震がおこったらどう
すればいいのか」を学ぶ内容のビデオです。

東映

　森の朝。おはよう、おはよう。野いちごつみに出かけよ
う。どんぐりパンにスープにジャム。みんなで作った、１４
ひきのあさごはん。

岩波

　森の中に夏の太陽が差し込んだ。さぁ、せんたくに出かけ
よう。ジャブジャブ、ぺッタン、グッシュ。むくむく入道
雲。１４ひきのせんたく。

岩波



タイトル １４ひきのひっこし

対象 幼児～一般 時間 ２８分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル １４ひきのこもりうた

対象 幼児～一般 時間 ２９分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル １４ひきのぴくにっく

対象 幼児～一般 時間 ２８分 購入年度 H１２年

内容

備考

　森の奥めざして、さぁ出発。新しい家、早く見つかるとい
いな。やっと見つけたすてきな根っこ。力を合わせて家づく
り。１４ひきのひっこし。

岩波

　夕陽がさして、長い影。湯気のにおい、夕方のにおい。ご
はんのあとは、家族だんらん。おかあさん、本の続きを読ん
で・・・。

岩波

　今日はなんて良い天気。みんなで春の野原に出かけよう。
おにぎり持って、水筒持って、うれしいな。春の風、春の匂
い。１４ひきのぴくにっく。

岩波



タイトル 小学校　総合的な学習授業ビデオ

対象 小学生 時間 ２０分 購入年度 Ｈ１５年

内容

備考

タイトル 小学校社会科　環境教育シリーズ　水は自然からのおくり物

対象 小学４年生 時間 １５分 購入年度 H１４年

内容

備考

タイトル 翔太のあした

対象 小学生～一般 時間 ５４分 購入年度 H１３年

内容

備考

　第３巻　【環境編】郷土が育てた料理

　その地域独自の食文化を掘り下げます。郷土料理は、その
地方の「環境」と密接に関わりあって生まれたことに着目す
ることで、食材を通して環境問題に迫っていきます。

岩波映像　　新学習指導要領対応版

　飲んだり、使ったりする水は、直接水源地から取水し、ま
た水道水のように浄水場を通して家庭に届けられる。生活に
なくてはならない水、それが不足したり汚れたりしたら大
変。水は自然からのおくり物であり、大切に使う工夫が必要
である。

学研　　関連単元：「私たちの生活と水」

　　一話「らしさって何？」
　　ニ話「挑戦」
　　三話「父ちゃんは変？」
　未来を担う子ども達に、自ら男女共同参画社会の実現がど
のような意義を持つのかを考えてもらい、実現への行動力を
育んでもらうことを目的としています。

東映　　



タイトル 少年犯罪　その罪と罰

対象 中学生～青年 時間 ２０分 購入年度 H１５年

内容

備考

タイトル しらんぷり

対象 小学生 時間 ２１分 購入年度 H１１年

内容

備考

タイトル 新・進路指導ビデオシリーズ　わたしの進路計画

対象 中学生 時間 １８分 購入年度 H１６年

内容

備考

　少年犯罪の増加は、最近一段と社会問題として取り沙汰さ
れています。なぜ少年、少女たちは罪を犯してしまうので
しょうか？
　この作品では、再現ドラマを通して、「万引き」「いじ
め」「援助交際」「傷害事件」などについて中学生が語りま
す。大人側の押しつけ理論をいっさい廃し、子どもたち自身
に、犯罪に対する責任や将来に対する影響を考えさせます。

東映

　「子どもとおとなもいっしょになって考えてほしい」
　イジメと正面から取り組む梅田俊作・佳子の原作絵本『し
らんぷり』を映画化したものです。
　イジメと対峙した少年の心の葛藤のドラマをリアルに描き
出しています。

東映

・進路選択の方法　・上級学校の種類と特長を調べる　・高
校体験入学　・進んで進路相談を受けよう　・進路計画を立
てよう
　将来の人生を見通して自己をみつめ、目標に向かって、自
分を失わず、社会の変化に主体的に対応しながら、自分自身
で責任を持って進路を選択し、決定する力を育てていくこ
と。これをこのシリーズ作品の第一のねらいとしており、こ
の作品では、『自己実現』がテーマとなっています。
　進路指導の導入学習としてだけでなく、総合的な学習の教
材としてもご活用ください。

東映



タイトル しんちゃんのさんりんしゃ

対象 小学生～一般 時間 ２４分 購入年度 H１７年

内容

備考

タイトル 新・泣いた赤おに

対象 幼児～一般 時間 ２０分 購入年度 H９年

内容

備考

タイトル 世界の国からこんにちは！

対象 小学生 時間 各４０分 購入年度 H１６年

内容

備考

　広島原爆資料館の赤錆た三輪車は、あの日までこんなにも
たのしいゆめをのせていた・・・。
　伸ちゃんと君ちゃんは、だいの仲良しです。三輪車の絵本
を見ては楽しく遊んでいました。ところが、君ちゃんのお父
さんが戦争で死んでからは、遊ばなくなりました。ひとり
ぼっちになった伸ちゃんは「三輪車がほしい」と言って、ご
飯も食べずに出て行って、三輪車を積んだ荷車を追っかけて
帰れなくなりました・・・。

岩波映像

　村の人達と仲良くなりたいという、友だちの赤おにの願い
をかなえてあげようと、わざと悪者のふりをして嫌われ者に
なる青おに。心優しいおにたちの交流を感動的に描いて、友
情の大切さを謳い上げた心温まる美しいアニメーションで
す。

学研

　◎ヨーロッパ編（フランス共和国、オランダ王国　他６ケ
国）
　◎アメリカ・オセアニア編（アメリカ、カナダ　他６ケ
国）
　◎アジア編（大韓民国、タイ王国、マレーシア　他６ケ
国）
　総合的学習用教材に最適で、語学学習、国際理解を深める
ビデオ教材です。総合的学習の持つ本来の目的の一つである
「自ら学ぶ態度の育成」に役立ち、教育現場での一助となる
学習教材です。
　また、世界の国々にまず興味をもってもらうことを第一に岩波映像



タイトル セッちゃん

対象 小学生（高）・中学生・一般 時間 ３４分 購入年度 H１６年

内容

備考

タイトル そだつ　そだてる　わかりやすい子育てビデオシリーズ

対象 子育て中の親・一般 時間 １８分 購入年度 H１５年

内容

備考

タイトル そだつ　そだてる　わかりやすい子育てシリーズ

対象 保育者・一般 時間 ２４分 購入年度 H１５年

内容

備考

　高木家はどこにでもある普通の家族。サラリーマンの父・
雄介、専業主婦の母・和美、中学２年生の娘・加奈子がい
る。加奈子は優等生である。
　ある日、加奈子が「セッちゃん」という転校生について話
し出した。「みんなから速攻で嫌われちゃったの。とにかく
生意気で、いい子ぶっているんだよ」と言うと、「加奈子が
面倒をみてやればいいだろう、友達なんだろう」と雄介がき
りかえす。加奈子は黙ったままだった。

東映　　原作：重松　清　　第１２４回直木賞受賞「ビタミンＦ」より

　「めばえる心　はぐくむ心」　～赤ちゃんとお母さんの記
録～
　子どもは、生まれながらにして環境と積極的に関わりなが
ら、自ら育つ心を内在している。
　このビデオは、子どもが養育者を信頼し、安心して自己を
表現する素直な心が、新生児から備わっていく様子を生き生
きと描いています。周囲の大人の関わりが、子どもの秘めた
力を誘発し、人間らしく、心も体も順調に発育していく様子
を、見る人に分かりやすく紹介している。自然に、体験的に
子育ての楽しさや魅力を学んでいくことができます。

岩波映像

　「こどもの心が聞こえる」　～子どもと保育者　成長の記
録～
　４ケ月児と保育士１年生の記録です。初め、保育者が子ど
ものサインを読み取れず、子どもが泣き出してしまう場面も
あります。保育者は、目覚めている子どもの姿から、子ども
たちが周囲の環境へと働きかけていること、自ら遊ぶ旺盛な
意欲があることに徐々に気付き、保育姿勢が変わっていきま
す。
　自ら育つ力を発揮して、心もからだも順調に育っていく子
どもとそれを一歩引いた視点から見守ることのできる保育者
へ、共に育っていく様子が見所です。

岩波映像


