
タイトル 誕生日プレゼント

対象 小学生（中・高学年） 時間 ２１分 購入年度 H１１年

内容

備考

タイトル 小さな一歩から

対象 中学生 時間 ２０分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル 地球が動いた日

対象 小学生～一般 時間 ７６分 購入年度 H１３年

内容

備考

　経済的に豊かになった今日、親は無条件に子どもの欲しが
る物を与えていないだろうか。また、子どもは我慢すること
に慣れていないのではないだろうか。
　作品の中で、高価な誕生日プレゼントをあてにしていた少
年の意に反し、１冊の本が贈られる。このことが少年に本当
に大事なことを考えさせるきっかけとなる。

東映

　健常者は障害を持つ人々のことを、どれだけ知っているの
でしょうか。差別や偏見、心理的にも物理的にも無理解が障
害を持つ人の生き方を制約している現状は、根強く残ってい
るようです・・・。
　この作品は、中学生が踏み出した小さな第一歩をドキュメ
ントしています。ボランティア活動のきっかけ作りにお役立
て下さい。

東映

　１９９５年１月１７日未明、大震災が神戸を襲った。
　剛は避難所で友達や家族を失った人たちの心痛に触れると
同時に人々の心づかいや励ましの中で人の繋がりの大切さを
知っていく。そんな中、担任の酒井先生は心身に大きな傷痕
を残したまま震災で体験したことを通して命の授業を再開。
やがて剛たちは、たくさんの願いを込めた卒業式を迎え
る・・・。

教配



タイトル 地球と環境

対象 中学生～一般 時間 ２０分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル ちびまる子ちゃんの交通安全

対象 幼児～小学生 時間 １３分 購入年度 H９年

内容

備考

タイトル ちびまる子ちゃんの地震を考える

対象 幼児～一般 時間 １３分 購入年度 H１０年

内容

備考

　四十数億年という長い時間の中で生成されてきた、美しい
地球と美しい環境。しかし今、先進国は豊かさの中で途上国
は乏しさの中で、それぞれ環境破壊が進んでいる。
　この作品では、熱帯林の破壊・地球の温暖化等を通して地
球規模の環境破壊も私たちの身近な暮らしの中にその原因が
潜んでいることを気付かせようとする。

桜映画社　　文部省選定

　まるちゃんたちの間では自転車が大流行しています。自転
車に乗れないまるちゃんは、毎日たまちゃん達に特訓を受け
ています。けれども、みんなの応援もむなしく、まるちゃん
は自転車をあきらめてしまいました。翌日、まるちゃんは、
お姉ちゃんの代わりに登校班の班長をまかされます。まる
ちゃんは、みんなが車にぶつかるのでは・・・とハラハラド
キドキ心配です。
　交通安全の重要性を理解するとともに、まるちゃんと一緒
に自然に交通ルールを身につけられるように製作されまし
た。

教配

　まるちゃんが、消防署のお姉さんの話をきっかけに、家の
防災について考えます。今地震がきたら一大事と考えたまる
ちゃんは、おじいちゃんと二人で家中のタンスやテレビを動
かないように板でとめたり、防災グッズを作ったりと大奮闘
します。けれども、お母さんやお父さんは関心を示してくれ
ません。さて、さくら家の防災訓練は成功するのでしょう
か・・・。
　この作品には、まるちゃんの家庭の防災を例に、どこの家
でも考えておかなければいけない地震の時の備えについて分
かりやすく描いています。

教配



タイトル 中学校理科ビデオ　宇宙～地球と太陽系～　第１巻

対象 中学生 時間 １４分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル 中学校理科ビデオ　宇宙～地球と太陽系～　第２巻

対象 中学生 時間 １４分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル 中学校理科ビデオ　宇宙～地球と太陽系～　第３巻

対象 中学生 時間 １４分 購入年度 H１２年

内容

備考

　   「地球の自転と天体の動き」
　地球は自転する。天動説と地動説など、生徒の興味のある
ことから地球が自転している証拠を追求します。また、地球
が自転することによって起こる現象としての太陽、星、月の
日周運動をＣＧや実写などのビデオ技術を駆使して分かりや
すく説明します。

岩波

　　「地球の公転と季節の変化」
　季節による太陽高度の違い。夏至、冬至、春分、秋分の太
陽が沈む位置の違い。数ヶ月の午後８時のオリオン座の位置
の違いなどと地球の公転の関係。また、地軸の傾きと太陽光
線の角度の変化と気温による季節変化を学びます。

岩波

　　「太陽系の天体と地球」
　グランドで太陽系の大きさを実感し、太陽系についての理
解を深めます。また、生命が宿る恵まれた星の条件を学びま
す。さらに彗星、流星、小惑星にまで説明を広げ、生徒の興
味に応えます。

岩波



タイトル 中学校理科ビデオ　宇宙～地球と太陽系～　第４巻

対象 中学生 時間 １４分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル 中学校理科ビデオ　宇宙～地球と太陽系～　第５巻

対象 中学生 時間 １４分 購入年度 H１２年

内容

備考

タイトル どうしてタバコはいけないの？　タバコを吸わない意思を育てる

対象 小学生（高） 時間 １７分 購入年度 H１０年

内容

備考

　　「月の満ち欠けと惑星の運動」
　月面の映像で月に対する興味を深めます。また、モデル実
験で月の満ち欠けを理解します。さらに、金星や火星もモデ
ル実験や実写で満ち欠けや視運動をします。

岩波

　　「四季の星座と星の世界」
　季節による星座の変化と各季節の星座とその見つけ方を解
説します。また、星座を作る星までの距離や、天の川銀河の
構造、そして星雲や星座など宇宙の広がりを分かりやすく解
説し、さらに宇宙のはてとビッグバンなど、宇宙の構造にま
で及びます。

岩波

　現在、未成年者や若い女性で喫煙をする人の数は、増える
傾向にあります。
　たばこは、さまざま害があり、特に未成年者の喫煙は成人
後の健康にも影響を与えます。この作品は、子どもたちにた
だ頭ごなしに「たばこ＝悪」を押し付けたり、いたずらに恐
怖をあおるのではなく、子どもたちと同じ視線の高さでたば
こをとらえ、ドラマ形式で楽しみながら、子ども自身がたば
こについて正しい知識を持ち、考え、判断できるような内容
になっています。

教配



タイトル とっとこハム太郎のとっとこ大事だ！！防災訓練

対象 幼児～小学生(低) 時間 １３分 購入年度 H１５年

内容

備考

タイトル どんぐりの家

対象 小学生～一般 時間 １１０分 購入年度 H１６年

内容

備考

タイトル ならぬことはならぬ

対象 一般・ＰＴＡ 時間 ２９分 購入年度 H９年

内容

備考

　子どもたちに大人気のテレビアニメ「とっとこハム太郎」
の主人公・ハム太郎とハムちゃんずが登場し、火の恐ろしさ
や、地震の際の防災の大切さをわかりやすく、楽しく学びま
す。

東映

　このビデオは、聴覚障害に加え知的障害や精神障害をあわ
せ持つという重いハンディを背負った子ども達の成長を願
い、苦しみながらも歩んでいく両親や家族、それを支える
人々のひたむきな姿が描かれた山本おさむのヒューマン・
ホームドラマ・アニメーションです。この中に流れるヒュー
マニズムと共同の精神は、現代社会の人間の生き方、子育て
や教育のあり方を見つめ直し、福祉の原点を問いかけるもの
です。

学研

　『してはならぬ』ことを項目にした「会津藩幼少年の掟」
を取り上げ、家庭での父親のあり方を掲示しています。家庭
教育では、父の「厳しさ」と母の「優しさ」が求められるの
です。
　家庭の中での父親の存在とは・・・？父親が果たさなけれ
ばならない役割を強く訴えます。

東映



タイトル ２１世紀の福祉の仕事　介護福祉士・ホームヘルパー篇

対象 一般 時間 ３０分 購入年度 H１４年

内容

備考

タイトル ２１世紀の福祉の仕事　ボランティア篇

対象 一般 時間 ３０分 購入年度 H１４年

内容

備考

タイトル 忍たま乱太郎の交通安全

対象 幼児～小学生 時間 １５分 購入年度 H９年

内容

備考

　介護福祉士は、社会福祉士とともに昭和６２年に国家資格
に制定されました。このビデオで取材した一柳さんは、保母
さんからホームヘルパーになった人で、現在、介護福祉士の
資格を取るべく勉強中です。また、介護福祉士の卵を育てる
養成機関として、最新機器を揃えた愛知県田原町立田原福祉
専門学校の様子を収録しました。

岩波

　このビデオは、ボランティア奨励校として認定されてい
る、東京都の女子聖学院中学校・高等学校の生徒有志による
活動を取材しました。その他、大学生・父母・一般参加のボ
ランティアなど、様々なシーンを取材しました。

岩波

　幼児からお年寄りまで、幅広い人気をもつ落第忍者の乱太
郎、きり丸、しんべヱが現代の街で交通安全ルールのいろは
を覚えていくストーリーの中で、信号を守ることの大切さや
横断歩道の正しい渡り方などを学びます。

東映



タイトル ぬくもりの彩

対象 一般 時間 ３６分 購入年度 H１７年

内容

備考

　この作品は、突然、障害を持った高齢者との同居を余儀な
くされた家族が、同和地区に住む青年との出会いをきっかけ
に、それぞれが同和地区に対する差別意識の誤りに気づきま
す。また、高齢者をめぐる様々な問題について考え、人を思
いやる心や家族のぬくもりを取り戻していく「心の変化」を
描いた作品です。
　すべての人の人権が尊重され、差別のない明るい社会を築
くために、私たちに何ができるかを考えさせます。

教配


