
鈴木図書館視聴覚目録（ビデオテープリスト）

番号 種類 区分 タイトル 対象 内容 時間 登録 配給

378 ビデオ 環境教育 ようこそ！エコロ島
ジマ

小学生～

環太と妹の境子は、夏休みを利用して「エコロ島」にやってきまし
た。エコロ島は、環境問題にとても真剣に取り組んでいる島でここ
には保叔父さんが住んでいます。早速、叔父さんは、環太と境子を
エコカーに乗せ、エコロの森へと案内します。蝉や鳥の夏の音にあ
ふれているエコロの森。環太と境子は叔父さんから「光合成のこと」
や「ぐるぐる回る不思議なしくみ」を教えてもらいます。

17分 H11 ジャパンホームビデオ

379 ビデオ 社会教育 純がくれた命 中学生～

中学一年の健一は度重なるいじめに耐えかねて、学校の三階の
窓から飛び降りて自殺を図ります。だが、彼は奇跡的に一命をとり
とめました。そして、入院した先の病室で偶然、心臓病に侵されて
いる少年・純と同室になります。自分とは全く異なった“生きる”こと
への強い意志を抱く純との交流の中で、健一は“生きる”ことを模索
し始めます。

20分 H11 東映

391 ビデオ 保健体育 お酒は子どもになぜ悪いの？ 小学生・教師

「おとなはお酒を飲んでよいのに、子どもはどうしてダメなんだろ
う」、そんな疑問を持った小学校5年生の浩二、晃、めぐみ、明子の
4人は、グループ学習のテーマにしようと考えます。養護教諭の吉
田とともに国立久里浜病院を訪ねた4人は、医師の話や実験から
お酒が体に及ぼす影響について学んでいきます。

20分 Ｈ12 共和教育映画社

392 ビデオ 保健体育 たばこは体になぜ悪いの？
小学生・中学生

教師

小学校6年生のトオルは、お父さんがいつもたばこを吸っているの
を見て前から一度吸ってみたいと思っており、友達のアキラ・ツヨシ
を誘い軽い気持ちからたばこを吸おうとしますが、アキラの隣に住
むおじさんに見つかり注意されます。おじさんは、納得できない子
ども達の様子に、一本ぐらいという気持ちがいかに恐ろしいことに
つながるかを自分の勤めている研究所に行って数々の実験を通し
て教えてくれます。

20分 Ｈ12 共和教育映画社

393 ビデオ 保健体育 薬物に奪われた青春 中学生・高校生
「孤独」や「寂しさ」から薬物依存に陥った若者の証言を通して、薬
物乱用の恐怖と「温かい人間関係」の重要性を訴えます。

22分 Ｈ12 東映

418 ビデオ 家庭教育 いのち輝くとき 青年～

最近、深刻な社会問題となっているのが、親による子どもへの虐待
です。特に、地域社会から孤立している核家族の親が現代社会や
家庭生活の中で様々なストレスを抱え込み、そのはけ口として抵抗
ができない子どもへの虐待を行っている場合が増えているのでは
ないでしょうか・・・・・！

30分 Ｈ13 共和教育映画社

419 ビデオ 家庭教育 心のメガネ曇ってませんか？ 一般

この作品では、日常の生活の中にみられるいくつかの事例を紹介
して、思い込みや偏見がどうして形成されていくのか、どうすれば
それをなくしていけるのかを考えてもらうために製作されたもので
す。

20分 Ｈ13 電通九州・電通テック
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420 ビデオ 家庭教育 うちの子に限って 父親・母親

最近の少年たちによる問題行動は、従来の非行型の犯罪から「ま
さかあの子が」と思われるような、普段は真面目で大人しい、どちら
かというと成績の優秀な少年の関与が目につきます。手も掛から
ず、成績さえ良ければ子育ては充分なのでしょうか。子育てで必要
な事、それは人生に起こるであろう様々な問題に直面したときに解
決する事の出来る力を養う事ではないでしょうか。

29分 Ｈ13 東映

421 ビデオ 道徳教育 ありがとう 小学生（高学年）
自分のわがままから親友と仲違いし、次第に後悔して悩む少女と、
いつも声をかけて温かく見守ってくれるおばあさんの交流を通し、
少女が友情を取り戻す中で大切なことを学んでいきます。

20分 Ｈ13 東映

437 ビデオ 人権教育 こころの交響樂 小学生～

この映画では、家庭や身近なところで起こる言葉や力による暴力の
問題を取り上げ、「人間の尊厳・いのちの尊さ」、「自他共により良く
生きていくためには何が必要か」、「家族のあり方」などを考えてい
ただくために製作したものです。

43分 Ｈ14 東映

438 ビデオ 社会教育 学び座～ソーランの歌が聞こえる～ 青年～
昭和６０年代、北海道日本最北端の街、稚内･････稚内市立稚内
中学校で実際に起きた出来事をもとに再構成された物語である。
「いじめる奴も嫌いだけれど何もしなかった先生、親も嫌いだ！」

102分 Ｈ14 マサ映像

439 ビデオ 人権教育 父さんが泣いた日 青年～

「僕の父さんが泣いている。どんな時も泣かなかった父さんが泣い
ている」篤志は、取り戻すことのできない日々を思い出していた。息
子を守ってやれなかった自分のふがいなさ、友人を失ってしまった
寂しさにバスケットゴールが涙でかすんでくるのだった・・・・・。

28分 Ｈ14 東映

440 ビデオ 社会教育
地域の虐待防止
～幼い命の悲鳴を救うために～

一般

相次ぐ児童虐待事件。その悲惨な現実は、大きな社会問題となっ
ています。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、虐待問題の関わり方を
探っていきます。

26分 Ｈ14 東映

441 ビデオ 音楽教育 音の風景をたずねて 青年

この作品は、自然の中の音、伝統の中の音、日常生活の中の音を
映像とともに紹介し、生徒たちが、普段耳を傾けることを忘れがち
なこれらの音に興味関心をもち、微妙で多彩な表情や暖かさ柔ら
かさといった質感など個々の音の特性に着目し、楽器や声以外の
様々な音に対しても音楽的感性をもって接するようになるための教
材です。

20分 Ｈ14 共和教育映画社
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443 ビデオ 青少年防犯 インターネットの罠 青年～

パソコンや携帯電話を使い、インターネットで情報を得る事は中・
高校生の間でもごく普通の事となりました。しかし、それに伴い、
色々なトラブルに巻き込まれるケースも増えてきました。未然に防ぐ
為に、正しい知識を身につける事が大切です。

20分 Ｈ15 東映

444 ビデオ 保健教育
中学生のための性教育
～ちゃんと知ってる？セックスのこと～

中学生・高校生

セックスって何？性器の結合？それだけじゃない。愛情を分かち
合う大切なコミュニケーションの手段でもあるんだ。中学生の君たち
にはまだ早いんじゃないかな。けれども正しい知識はしっかり知っ
ておいてほしい。

15分 Ｈ15

445 ビデオ 保健教育
中学生のための性教育
～性感染から身を守る～

中学生・高校生
性感染とは、セックスなどの性行為によって感染する病気の事。決
して人ごとではない。誰にでも感染の危険性はある。でも正しい予
防法を知っていれば、防ぐことのできる病気なんだ。

15分 Ｈ15 東映

446 ビデオ 家庭教育 薬物乱用・親として 青年～

薬物は中・高校生にも広がり、それに伴う犯罪も増加して大きな社
会問題となっています。本作品では、その様な少年達を育んだ家
庭の在り方を問うと共に、当人が肉体的・精神的に転落していく様
子を描き、薬物の怖さを訴えたいと思います。

26分 Ｈ15 東映

447 ビデオ 環境問題 ぼくらのごみゼロ大作戦 小学生～

環境問題は、現代社会において非常に重要な要素の一つになっ
ています。ＩＳＯ14001を取得した学校や、身近なリサイクル活動に
取り組んでいる団体を取材し、生徒の学習活動の手がかりとなるよ
うな事例として取り上げています。

18分 Ｈ15 東映

448 ビデオ 道徳教育 こんなときどうする？危険から身を守る 小学生・中学生
危険は身近なところに幾らでもある。モシモ博士は、様々な危険に
ついての問いかけと共に「普段から周囲の人たちとの信頼関係を
築いておくことが必要なことだ」と助言する。

19分 Ｈ15 東映

449 ビデオ 青少年防犯 出会い系サイトの危険 中学生～

「出会い系サイト」はバーチャルの世界のものです。顔の見えない
相手と携帯電話でアクセルし、ハンドルネームを使い、メールのや
りとりだけで信用し親密になったと思い込んでしまう点に危険な落と
し穴が存在します。リスクの重さを理解し、犯罪にあわないよう自己
防衛することを訴えます。

20分 Ｈ15 東映
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450 ビデオ
交通安全
（アニメ）

とっとこハム太郎のとっとこ大切！
～交通安全～ 幼児～小学生

子供たちに大人気のテレビアニメ「とっとこハム太郎」の交通アニ
メーションです。主人公・ハム太郎とハムちゃんずが登場し、楽し
く、「交通ルール」を学べるよう、ポイントを押さえて理解しやすい構
成にしました。

14分 H15 東映

451 ビデオ 環境問題 神の子たち 青年～

アジア最大のスラムと呼ばれてきたマニラ市郊外の巨大なゴミ捨て
場「スモーキーマウンテン」が、１９９５年１１月にフィリピン政府により
強制撤去された。ここでゴミを生活の糧としていた人々の一部は、
この映画の舞台となるケソン市パヤタスゴミ捨て場へ移り住んだ。

105分 Ｈ15 オフィスフォー

452 ビデオ 人権問題 ラブレター 中学生～

「私を大事にしてください。私も大事にしますから」こんなラブレター
もらったら、どうしますか？それが地区出身者、在日外国人、そして
苦手なクラスメートからなら？差別に苦しむ人々・・・。差別のない
社会を生みだす力は、一人一人の心の中にあるのです。

54分 Ｈ15 東映

453 ビデオ
娯楽

（アニメ）
新・泣いた赤おに 幼児～

山奥のある村の近くに、若い赤鬼が一人で住んでいました。その
赤鬼は、見かけこそ恐ろしい姿をしていますが、実は、他の鬼たち
と違って傷ついた森のキツネを助けてやるような、とても心の優しい
鬼でした。しかし村の人々はすの姿を見ると、怖がってみんな逃げ
てしまいます。そんなある日・・・・・。

20分 Ｈ15 学研

454 ビデオ
娯楽

（アニメ）
おにたのぼうし 幼児～

まこと君の家の物置小屋の天井に、おにたというとても気のいい小
さな黒鬼の子どもが住み始めました。おにたは誰にも気づかれな
いように、お家の人たちのお手伝いをしました。そんなある日おに
たにとって、とっても嫌な日がやってきました・・・・・。

18分 Ｈ15 北星

455 ビデオ
同和問題
（アニメ）

よーいドン！ 幼児～
この作品は、子どもたちが友だちの違いを理解し、その違いを排除
するのではなく受容していく「共生」の素晴らしさと、その根底にあ
る人間の尊厳を描くことをねらいとしています。

18分 Ｈ15 東映

456 ビデオ
人権問題
（アニメ）

きいちゃん　私生まれてきてよかった！ 幼児～

原作者の実体験を基に描かれた作品です。主人公・きいちゃん
は、身体に障害があっても、前向きにひたむきに生きています。す
べての人の人権が尊重される社会を目指す一助になればと本作
品を企画しました。

21分 Ｈ15 東映
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457 ビデオ
娯楽

（アニメ）
ごめんねともだち 幼児～

オオカミはなかよしのキツネとはじめてのおおげんか。なかなおりが
したいけど、あのことばがなかなかいえないのです。たったひとこと
なんだけどな。「ご、め、ん、ね」って。

13分 Ｈ15 東映

458 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが日本昔ばなし１ 幼児～

「花咲か爺さん」・「夢を買う」・「さるかに合戦」・「たのきゅう」　全４作
品収録

50分 Ｈ16 アミューズ

459 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが日本昔ばなし２ 幼児～

「桃太郎」・「豆つぶころころ」・「わらしべ長者」・「田植地蔵」　全４作
品収録

50分 Ｈ16 アミューズ

460 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが日本昔ばなし３ 幼児～ 「浦島太郎」・「絵姿女房」・「一休さん」・「髪長姫」　全４作品収録 50分 Ｈ16 アミューズ

461 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが日本昔ばなし４ 幼児～

「三枚のお札」・「そこう惣兵衛」・「分福茶釜」・「湖の怪魚」　全４作
品収録

50分 Ｈ16 アミューズ

462 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが日本昔ばなし５ 幼児～

「一寸法師」・「火男」・「カチカチ山」・「大沼池の黒竜」　全４作品収
録

50分 Ｈ16 アミューズ

463 ビデオ
娯楽

（アニメ）
大造じいさんとガン 幼児～

知り合いの狩人にさそわれて、いのしし狩りに出かけ、栗野岳のふ
もとの大造じいさんの家に集まりました。じいさんは七十二歳だとい
うのに、腰ひとつ曲っていない老狩人でした。

20分 Ｈ16 アミューズ
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464 ビデオ
娯楽

（アニメ）
花いっぱいになあれ 幼児～

青空にふわふわゆれる色とりどりの風船や、画面いっぱいに迫る
真っ赤な風船。子ぎつねのコンのかわいい表情やしぐさ。そして、
金色に輝くひまわりの花。

12分 Ｈ16 学研

465 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語１ 幼児～ 「うさぎとカメ」・「白いカラス」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

466 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語２ 幼児～ 「ライオンとネズミ」・「兄弟仲の悪い子どもたち」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

467 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語３ 幼児～ 「田舎ネズミと都会ネズミ」・「父と娘たち」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

468 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語４ 幼児～ 「アリとキリギリス」・「ワシのおんがえし」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

469 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語５ 幼児～ 「カラスと鳥たち」・「盗みだした子と母」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

470 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語６ 幼児～ 「カナリアとコウモリ」・「めすネコとアフロディテ」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア
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471 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語７ 幼児～ 「しっぽを切られたキツネ」・「毛を刈られる羊」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

472 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語８ 幼児～ 「ワシとキツネ」・「オオカミとおばあさん」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

473 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語９ 幼児～ 「子羊と笛を吹くオオカミ」・「粉屋とロバ」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

474 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんがイソップ物語１０ 幼児～ 「キツネとヤギ」・「女とめんどり」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

475 ビデオ
娯楽

（アニメ）
アンデルセン名作童話 １ 幼児～

「にんぎょ姫」・「小クラウス大クラウス」・「ナイチンゲールと皇帝」　３
作品収録

35分 Ｈ16 ＴＤＫコア

476 ビデオ
娯楽

（アニメ）
アンデルセン名作童話　２ 幼児～ 「みにくいあひるの子」・「あかい靴」・「ぶた飼い王子」　３作品収録 35分 Ｈ16 ＴＤＫコア

477 ビデオ
娯楽

（アニメ）
アンデルセン名作童話　３ 幼児～ 「はだかの王様」・「すずの兵隊さん」・「おやゆび姫」　３作品収録 35分 Ｈ16 ＴＤＫコア
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478 ビデオ
娯楽

（アニメ）
アンデルセン名作童話　４ 幼児～

「かえるの冒険」・「あるおかあさんの物語」・「火うちばこと兵隊さん」
３作品収録

35分 Ｈ16 ＴＤＫコア

479 ビデオ
娯楽

（アニメ）
アンデルセン名作童話　５ 幼児～ 「マッチうりの少女」・「雪の女王（長編）」　２作品収録 35分 Ｈ16 ＴＤＫコア

480 ビデオ
娯楽

（アニメ）
グリム名作童話　１ 幼児～

「しらゆき姫」・「わらと炭とそらまめ」・「つぐみのくちばしの王子」　３
作品収録

35分 Ｈ16 ＴＤＫコア

481 ビデオ
娯楽

（アニメ）
グリム名作童話　２ 幼児～

「おおかみと七ひきの子やぎ」・「がちょう番の娘」・「いばら姫」　３作
品収録

35分 Ｈ16 ＴＤＫコア

482 ビデオ
娯楽

（アニメ）
グリム名作童話　３ 幼児～

「金色のがちょう」・「死神のくれた仕事」・「おやつの前におばけ退
治」　３作品収録

35分 Ｈ16 ＴＤＫコア

483 ビデオ
娯楽

（アニメ）
グリム名作童話　４ 幼児～

「おおかみと老犬ズルタン」・「王様と１００匹のうさぎ」・「ヘンゼルと
グレーテル」

35分 Ｈ16 ＴＤＫコア

484 ビデオ
娯楽

（アニメ）
グリム名作童話　５ 幼児～

「ブレーメンの音楽隊」・「巨人退治のペテル」・「星のコスモス」　３
作品収録

35分 Ｈ16 ＴＤＫコア
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485 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　1 幼児～ 「マッチうりの少女」・「イワンのばか」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

486 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　2 幼児～ 「ヘンゼルとグレーテル」・「おおかみと少年」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

487 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　3 幼児～ 「はだかの王様」・「ねずみの嫁入り」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

488 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　4 幼児～ 「ブレーメンの音楽隊」・「たなばたさま」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

489 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　5 幼児～ 「しらゆき姫」・「まほうの子うま」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

490 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　6 幼児～ 「おやゆび姫」・「アルプスの名犬バリー」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

491 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　7 幼児～ 「おおかみと七ひきの子やぎ」・「わがままな巨人」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア
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492 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　8 幼児～ 「ジャックとまめの木」・「しりたがりのとら」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

493 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし　9 幼児～ 「幸福の王子」・「おじぞう様の赤い目」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

494 ビデオ
娯楽

（アニメ）
まんが世界昔ばなし１０ 幼児～ 「いばら姫」・「金色のがちょう」　２作品収録 22分 Ｈ16 ＴＤＫコア

495 ビデオ
娯楽

（アニメ）
ふしぎな島のフローネ 幼児～

スイスからオーストラリアに移り住むことになったフローネとその家
族。しかし、旅の途中で乗っていた船は嵐で遭難してしまいます。
何とか船から脱出したフローネたちは無人島にたどりつきます。

90分 Ｈ16 学研

496 ビデオ
娯楽

（アニメ）
ふしぎな島のフローネ
（バリアフリー版）

幼児～
スイスからオーストラリアに移り住むことになったフローネとその家
族。しかし、旅の途中で乗っていた船は嵐で遭難してしまいます。
何とか船から脱出したフローネたちは無人島にたどりつきます。

90分 Ｈ16 学研

497 ビデオ
娯楽

（アニメ）
フランダースの犬 幼児～

ベルギーのアントワーブ近くの小さな村。心やさしい少年ネロは、
画家になることを夢見ながら、おじいさんと愛犬パトラッシュ、そして
幼なじみのアロアや友だちに囲まれて暮らしていました。

90分 Ｈ16 学研

498 ビデオ
娯楽

（アニメ）
フランダースの犬
（バリアフリー版）

幼児～
ベルギーのアントワーブ近くの小さな村。心やさしい少年ネロは、
画家になることを夢見ながら、おじいさんと愛犬パトラッシュ、そして
幼なじみのアロアや友だちに囲まれて暮らしていました。

90分 Ｈ16 学研
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499 ビデオ
娯楽

（アニメ）
シートン動物記
ちび犬チンク

幼児～

山男のビリーじいさんは、チンクというかわいい子犬を飼っていまし
た。ある日、ビリーじいさんは町へ行くことになり、チンクにテントの
見張りを言いつけて、出かけ て行きました。果たし てチンク
は・・・・・。

23分 Ｈ16 東映

500 ビデオ
娯楽

（アニメ）
シートン動物記
ちび犬チンク（バリアフリー版）

幼児～

山男のビリーじいさんは、チンクというかわいい子犬を飼っていまし
た。ある日、ビリーじいさんは町へ行くことになり、チンクにテントの
見張りを言いつけて、出かけ て行きました。果たし てチンク
は・・・・・。

23分 Ｈ16 東映

501 ビデオ
娯楽

（アニメ）
シートン動物記
ギザ耳うさぎ

幼児～

ギザ耳うさぎとは、彼の耳がギザギザになっているのでつけられた
名前です。それは、彼が最初にやった「冒険」のためにできたキズ
なのです。好奇心の強いギザ耳うさぎの次の冒険はどんな冒険に
なるのでしょう。

23分 Ｈ16 東映

502 ビデオ
娯楽

（アニメ）
シートン動物記
ギザ耳うさぎ（バリアフリー版）

幼児～

ギザ耳うさぎとは、彼の耳がギザギザになっているのでつけられた
名前です。それは、彼が最初にやった「冒険」のためにできたキズ
なのです。好奇心の強いギザ耳うさぎの次の冒険はどんな冒険に
なるのでしょう。

23分 Ｈ16 東映

503 ビデオ
娯楽

（アニメ）
１ばんゆうき 幼児～

ぼくとくろさわくんは、強くなるいんろうを持っている。これさえあれ
ば上級生のいじめっこもこわくないぞ！？

13分 Ｈ16 東映

504 ビデオ
娯楽

（アニメ）
忍たま乱太郎のがんばるしかないさ 幼児～

忍たま乱太郎のアニメをとおしてきまりを守って協力しあうことを学
びます。

15分 Ｈ16 東映

505 ビデオ
娯楽

（アニメ）
おじゃる丸ちっちゃいものの大きなちから 幼児 おじゃる丸のアニメをとおしてみんなで協力しあうことを学びます。 15分 Ｈ16 東映
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506 ビデオ 人権 ひびけ！和だいこ 小学生～

学習発表会のために和太鼓演奏を希望した美雪たちのグループ
は、公民館で張り切って練習していた。ところが、啓吾は、リズム感
がつかめず上達が遅いためチームの練習をはずされてしまいま
す・・・・・。

22分 Ｈ16 東映

507 ビデオ 同和 めばえの朝 小学生～
高校2年生の山吹陽介は、何事にもやる気をもてずに毎日を過ごし
ていた。当たり前のように大学受験を勧める両親・一男と翔子にも
反発を感じている。ある日、叔父・寛一の農場に出かける・・・・・。

41分 Ｈ16 東映

508 ビデオ 人権 セッちゃん 青年～
髙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・和美に、中学２年生の娘・加奈子がいる。加奈子は優
等生である。

34分 Ｈ16 東映

509 ビデオ 人権 もう一度あの浜辺へ 青年～
４人に1人が６５歳以上という超高齢化社会の到来を目前にして、
介護や高齢者に対する虐待が深厚な社会問題となってきていま
す。高齢者が安心して生活していくにはどうしたらよいか考えます。

38分 Ｈ16 東映

510 ビデオ 邦画 郡上一揆 青年～

江戸時代、藩主による過酷な年貢米のとり立てに抗して、農民たち
は一揆をおこした。なかでも「郡上一揆」は、農民たちが死闘の末、
藩主更迭という勝利を得たという。他にも例を見ない唯一の農民一
揆である。

110分 Ｈ16 東映

511 ビデオ 少年犯罪 少年犯罪君ならどうする 中学生～
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
現映像と中学生達の本音のディスカッションで考えます。

19分 Ｈ16 東映

512 ビデオ 少年犯罪 凶器にもかわる携帯電話 中学生～

携帯電話の急速な普及によって、インターネットのアクセスやカメラ
付き携帯、テレビ付き携帯、クレジット機能付き携帯など、どこでも
簡単に使える便利な道具に進化しました。知らないうちに犯罪や
被害に巻き込まれない様にはどうしたら良いか考えていきます。

20分 Ｈ16 東映
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513 ビデオ 地震防災 地震防災　待ったなし！ 青年～

いつどこで大地震が起きても不思議ではないと言われる日本列
島。そこに住む私たちは、どのような備えをしてその日を迎えれば
よいのか。最新の地震防災情報に基づき、命を守るための備えを
示す。

21分 Ｈ16 東映

514 ビデオ 福祉問題 障害者それぞれの暮らしそれぞれの自立 青年～

近年、障害のある人々が健常者と同様に生活し、活動できるよう、
行政による政策・環境面での整備が進められています。そうした流
れの中で、実際に地域社会へ出て、それぞれの暮らしを始めてい
る障害者達を取材しました。

27分 Ｈ16 東映

515 ビデオ 道徳 火力発電所を見てみよう 小学生～
日本の電力供給の中心的な役割を担う火力発電所。発電機や中
央操作室といった一連の施設を紹介し、発電の仕組みを分かりや
すく示します。

10分 Ｈ16 東映

516 ビデオ 道徳 清掃工場を見てみよう 小学生～
私たちの暮らしから出るごみの中でもっとも多いのが可燃ごみで
す。その可燃ごみの焼却処理を行う清掃工場を紹介します。

9分 Ｈ16 東映

517 ビデオ 道徳 警察の仕事を見てみよう 小学生～
私たちの暮らしを守る警察。地域の安全を守る交番のおまわりさん
の仕事、交通事故を防ぐための交通管制センターや交通安全教
室の役割や通信司令室のようすを紹介していきます。

9分 Ｈ16 東映

518 ビデオ 道徳 市場を見てみよう 小学生～
毎朝活気にあふれる卸売市場。せりを通した売り買いの様子、仲
卸業者の役割などを、マグロの卸売を例に紹介していきます。

9分 Ｈ16 東映

519 ビデオ 郷土 富士のなりたち富士に棲む 小学生～
富士山がどのように日本一の山になったのか。富士山に棲む鳥や
動物、植物などを紹介します。

20分 Ｈ16 富士山資料館
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522 ビデオ 娯楽 サヨナラ、みどりが池 幼児～

太陽がいっぱいのみどりが池は、ケロ吉くんたちの楽しい遊び場で
した。ある日突然ショベルカーがやってきました。みるみる間にみど
りが池は、どんどん埋め立てられていきました。「ガマ爺さん、僕た
ちみんなどうすればいいの・・・・・」

30分 Ｈ17 マサ映像

523 ビデオ 娯楽 フイチンさん 小学生～
舞台は、旧満州ハルピン。フイチンさんは、お金持ちのリュウタイ家
の門番ワンの一人娘。おてんばで、元気な、太陽のように明るい。

55分 Ｈ17 東映

524 ビデオ 娯楽 みんな友だち 幼児～
悩み疲れたペンギンが気付いた自分の可能性・・・・・。いじけ、いじ
め、そして友情。ペンギン、カモメ、カラス、海亀＆神様がおりなす
生きるチカラの物語。

15分 Ｈ17 東映

525 ビデオ 娯楽 やさしいオオカミ 幼児～
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。

15分 Ｈ17 東映

526 ビデオ 娯楽 しんちゃんのさんりんしゃ 幼児～
しんちゃんは当時三才、隣のきみちゃんと三輪車に乗って楽しくあ
そんでいて原爆にあいました。その物語です。

24分 Ｈ17 東映

527 ビデオ 娯楽 ごめんね、ミーちゃん 幼児～

「いのちの大切さ」そして「相手を思いやる気持ち」。そんな当たり
前のことが今、子どもたちの心から失われつつあります。このアニメ
は幼児・小学生低学年向けの分りやすく、心あたたまるストーリー
です。

12分 Ｈ17 東映

528 ビデオ 娯楽 きずだらけのりんご 幼児～

人間に化けてだました女の子と友だちになった、いたずらタヌキの
ゲンタ。すっかり人間だと信じられ友だちとして楽しい日々が続く
が、嘘をついているのに堪えられなくなってくる。そんなある
日・・・・・。

23分 Ｈ17 東映
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529 ビデオ 娯楽 トム・ソーヤーの冒険 小学生～

アメリカ開拓時代。ミシシッピー川沿いの小さな村で、大自然をか
け回るトム・ソーヤー。トムはみんなの人気者。ある日、トムと親友
ハックは化け物屋敷を探検しようとして恐ろしい出来事を目撃して
しまいます。

90分 Ｈ17 東映

530 ビデオ 娯楽
トム・ソーヤーの冒険
（バリアフリー版）

小学生～

アメリカ開拓時代。ミシシッピー川沿いの小さな村で、大自然をか
け回るトム・ソーヤー。トムはみんなの人気者。ある日、トムと親友
ハックは化け物屋敷を探検しようとして恐ろしい出来事を目撃して
しまいます。

90分 Ｈ17 東映

531 ビデオ 娯楽 アテルイ 小学生～
その瞳は、未来をみていた。千二百年前、朝廷軍の侵略に、命を
賭して戦ったアテルイ率いる勇者たち。彼らは皆、豊かな郷土の誇
りと未来への勇気をもっていた。

93分 Ｈ17 東映

532 ビデオ 平和 トビウオのぼうやはびょうき 小学生～
サンゴ礁の美しい静かな海を、突然おそった水爆。トビウオのぼう
やは病気になって寝たきりになってしまいました。なぜこんな事に
なってしまったのでしょうか。

19分 Ｈ17 東映

533 ビデオ 平和 日本国憲法 小学生～
私たちにとって憲法とは・・・・・。どうして今、平和なの？憲法の大
切さをぜひ、子供たちに伝えたい！主権在民、平和主義、基本的
人権、憲法の３大特色が楽しく学べます。

15分 Ｈ17 岩波

534 ビデオ 平和 核戦争 小学生～
「核ってなに？核戦争になったらどうなるの？」と子どもたちに聞か
れた時、あなたならどう答えますか？身近でわかりやすいアニメと
いう手段で映画を作りました。平和の尊さを一緒に考えてください。

15分 Ｈ17 岩波

535 ビデオ 人権 ステップ 青年～
障害のある女性八重が自分の生き方をみつけていく中、周りの
人々が八重の障害について正しく理解する姿をとおして、障害者と
共生する社会の現実について考えるきっかけにしてください。

54分 Ｈ17 東映
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536 ビデオ 人権 心のキャッチボール 小学生～
若井千夏は、中学校の野球部員。大好きな野球を続けたい千夏だ
が、夏の大会で大敗したチームは、部員が千夏と潤一の二人だけ
になってしまう。野球をやりたい千夏はどうするのか・・・・・。

23分 Ｈ17 松竹

537 ビデオ 交通安全 だるまちゃんの交通安全 幼児～
だるまちゃんと楽しく見ながら、楽しく学ぼう。右みて、左みて、もう
一度右みて、ぜったいとびだしちゃいけないよ。ゆずりあい、助け
あいルールを守ろうね。

15分 Ｈ17 東映

538 ビデオ 障害福祉 みみをすませば 青年～
ゆんみは生まれたときから耳が聴こえない。盲導犬サミーはゆんみ
の大切な人生のパートナー。ゆんみの悩みや思いをサミーはいつ
も受け止めている。

46分 Ｈ17 岩波

539 ビデオ 国際交流 地球は友達だ 小学生～
言葉が分からなくても、友だちになれる。ニッポンで働き、学ぼうと、
世界中の国から多くの人々が集まってくる。かれらとどのように付き
合っていけばいいのだろうか。

15分 Ｈ17 岩波

540 ビデオ 生活 ふしぎなふしぎなトイレの国 幼児～

学校でどうしてもトイレにいけなくて、家にかけこんだマルオ。うんち
を出してスッキリしたらある疑問が！いろいろトイレについて調べて
いると「トイレの国いき、特別列車」にのることに！トイレの国で、うん
ちやトイレの大切さを教わります。

13分 Ｈ17 岩波

541 ビデオ 防犯 赤ずきんちゃん、ちゃんとチェック 幼児～

抵抗する力のない子供たちをいかにして犯罪から守るか。トラブル
に巻き込まれることを未然に防ぐ、自己防衛と判断力の育成が望ま
れます。このアニメは「赤ずきん」のおはなしをベースに、犯罪者の
接触に対し、どう対処すれば危険を最小限にできるかポイントを押
さえたおはなしです。

13分 Ｈ17 東映

542 ビデオ 家庭教育 ハッピーバースデー 小学生～

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、人間への信頼と自らの生き
る力を育んでいきます。同時に、重度の障害をもった少女にもで
あっていきます。

80分 Ｈ17 東映
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543 ビデオ 人権 いじめ　１４歳のメッセージ 小学生～

ある中学校。どこにでもある昼休みの教室。ひとりの生徒、彗佳は
ふらふらと窓のほうへ向かう。「キャーッ！」クラスメイトたちの悲鳴が
響き渡る。宙に舞う彗佳のからだ。「これでやっとやっと地獄から開
放される」・・・・・。

25分 Ｈ17 東映

546 ビデオ
娯楽

（アニメ）
ともだちや 幼児～

キツネは、ともだちやさんをはじめることを、おもいつきました。ちょ
うちんもって、のぼりをたてて「えー、ともだちやです」。でも、ともだ
ちって、うれるのかな？

13分 Ｈ18 東映

547 ビデオ
娯楽

（アニメ）
いじめっこザルと正直カニさん 幼児～

心の知能指数を高めたい！むかしばなしでみんなでおはなし。い
じめを考える初期学習。

12分 Ｈ18 わ組

548 ビデオ
娯楽

（アニメ）
ともだちくるかな 幼児～

たんじょうび、オオカミはだれかさんをまっています。（やくそくなん
かしなくてもあいつはきっと、やってくるはず）なのに・・・・・。

13分 Ｈ18 東映

549 ビデオ
娯楽

（アニメ）
よわむし太郎 幼児～

狩にやって来た殿様が村の子どもたちの大事な白鳥を射ろうとして
いるが、自分の命をかけて白鳥を助けたのは、池のほとりに住む、
太郎だった。

15分 Ｈ18 東映

550 ビデオ
娯楽

（アニメ）
こぎつねコンとこだぬきポン 幼児～

誰も一人では生きていけません。両親や家族の愛情と共に大切な
のは友だちです。親どうしは嫌いあっていてもコンとポンは仲の良
い友だちになってしまいます。

21分 Ｈ18 東映

551 ビデオ
娯楽

（アニメ）
どんぐり森へ 幼児～

保育園に通うタッくんは虫が大好き。虫を捕まえては乱暴に扱うの
で、お母さんに叱られている。ある日、「どんぐり森」での不思議な
体験を通して、タッくんが見つけた「ひとりにひとつのたからもの」と
は・・・・・。

15分 Ｈ18 アクシス
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552 ビデオ
娯楽

（アニメ）
忍たま乱太郎
あたたかいこころでしんせつに

幼児～
漁船からお魚を受け取ってくるというお使いに出発した忍たま３人
組。道中、老女や少年と出会い、温かい心遣いや親切な行いを学
ぶ。

10分 Ｈ18 東映

553 ビデオ
娯楽

（アニメ）
瓜っこ姫とアマノジャク 幼児～

瓜から生まれた瓜っこ姫とおじさん、おばあさん、森の動物たちが
力を合わせてアマノジャクのいたずらを懲らしめます。

19分 Ｈ18 東映

554 ビデオ
娯楽

（アニメ）
ランボーの勇気 幼児～

平和な森に暴れ狼ドラゴンが現れた。ランボーは誘われるままに子
分のようなかたちになってしまったが・・・・・。

15分 Ｈ18 東映

555 ビデオ
娯楽

（アニメ）
１ばんげんき 幼児～

１ねん１くみの元気でいたずらなくろさわくんと、それにふりまわされ
ながらも友情を育てているぼくとの、感動的で心にのこる物語。

12分 Ｈ18 東映

560 ビデオ
娯楽

（アニメ）
スプーンおばさん① 幼児～

「あらら小さくなっちゃった」「なくなったぼうし」「ドッキリいちごとり」
「ハチャメチャペンキぬり」「こんにちは森の女の子」「子ウサギいた
ずら作戦」。６話収録

60分 Ｈ18 毎日ＥＶＲ

561 ビデオ
娯楽

（アニメ）
スプーンおばさん② 幼児～

「おもちゃの大スター」「バイキングとの対決」「忘れん坊バケット」
「赤ちゃんとデート」

60分 Ｈ18 毎日ＥＶＲ

562 ビデオ
娯楽

（アニメ）
スプーンおばさん③ 幼児～

「ナイスデーはハート型」「ふしぎオルガンの名演奏」「もくげき者が
いた」「べんりな宝もの」「かいぶつゲントウダー」「トンガルがかえし
た卵」　６話収録

60分 Ｈ18 毎日ＥＶＲ
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563 ビデオ
人権

（アニメ）
この空の下で 小学生～

知り合うことの大切さ・偏見や思い込みの怖さ・発達障害に対する
理解、支援・高齢者の生きがい・家族の協力をアニメを通して考え
ます。

42分 Ｈ18 東映

564 ビデオ 人権 千夏のおくりもの 小学生～
子どもの率直な疑問をきっかけに、日常生活のさまざまな出来事に
潜んでいる、おとな自らが無意識のうちに持っている　「世間の常
識」や「偏見」を問い直すことにより、正しい理解を深める。

54分 Ｈ18 東映

567 ビデオ 邦画 ホームスイートホーム 青年～
誰にでも帰りたい家がある！様々な暮らしの中の、それぞれの人
生・・・・・。ひとりの老人をめぐる心温まる家族愛のドラマ・・・・・。

110分 Ｈ18 東映

568 ビデオ
誘拐防止
（アニメ）

ぜったいゆうかいされないぞ 小学生～
誘拐や連れ去りに遭わないようにするためのスキルを子どもたち自
身に身につけさせることを目的としています。楽しいCGキャラク
ターとともに、様々なケースについて学んでいきます。

16分 Ｈ18 学研

569 ビデオ 同和 見えないライン 青年～
社会に広がる格差・差別「見えないライン」を突く。差別は心の問
題？心に宿る差別を理性で抑える・・・・・。そうすれば社会から差
別がなくなる？

55分 Ｈ18 東映

570 ビデオ 道徳 誕生日プレゼント 小学生～

両親からの誕生日プレゼントに、高価なゲームソフトを期待してい
た少年。しかし、母は1冊の本を贈った。悔しくてふてくされる少年
だが、祖母の入院が続いたある日、もらった本をめくってみる
と・・・・・。

21分 Ｈ18 東映

574 ビデオ
娯楽

（アニメ）
ぼくは王さま 幼児～

1961年創刊以来、みんなに愛されている「王さまシリーズ」。たまご
が大好きで好奇心旺盛な王さまと、魔法使いチョモチョモ。そして、
たくさんのお城の仲間たちがくりひろげるワクワク・ほのぼの物語！

20分 Ｈ19 東映
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575 ビデオ
娯楽

（アニメ）
１０ぴきのかえる 幼児～

ひょうたん沼に生まれた個性豊かな１０ぴきのかえる。ところがある
日いたずら坊主に捕まってコンクリートの池の中へ。

20分 Ｈ19 東映

576 ビデオ
娯楽

（アニメ）
うしろのせきのオチアイくん
うしろのせきは、コワイ！

幼児～
歌が苦手なミホちゃんは学芸会の練習がゆううつ。そこでオチアイ
くんが「歌わなくてすむから俺は木琴、おまえはタンバリンな！」な
んて言いだしたからさあ大変！

23分 Ｈ19 東映

577 ビデオ
娯楽

（アニメ）
ねずみくんのチョッキ　① 幼児～

ボクねずみくん、おかあさんがあんでくれたあかいチョッキがじまん
です。ヨロシク！みんなぼくよりおおきいけれど、とってもなかよしな
んだ。

19分 Ｈ19 東映

580 ビデオ
邦画

（アニメ）
ＮＩＴＡＢＯＨ 仁太坊
津軽三味線始祖外聞

小学生高学年～

魂をゆるがすあの叩き奏法は、いつ、誰が始めたのか？時代は、
明治維新。一人の青年の手によって新しい日本文化が生み出され
た。しかし、そこに至るには、あまりに過酷でかつ壮絶な人間ドラマ
があった！

100分 Ｈ19

583 ビデオ
娯楽

（アニメ）
吉四六どん 幼児～

誰もが、思わず笑ってしまう吉四六どんの物語。殿様までがカブト
をぬいだ吉四六どんの頓知、頓才振りを楽しく描きます。

19分 Ｈ19 東映

616 ビデオ
娯楽

（アニメ）
のっぺらぼう（ＶＴ） 小学生～ ビデオテープ版 15分 Ｈ21 北星

635 ビデオ
娯楽

（アニメ）
クリスマスのおくりもの（ＶＴ） 幼児～ ビデオテープ版 18分 Ｈ22 北星
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