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視聴覚ライブラリーの利用について 

貸出の対象 

豊岡市内の次の団体とします。 

  1.豊岡市・教育委員会及び国･県の出先機関 

  2.学校教育法第１条に該当する学校 

  3.社会教育関係団体（行政区、老人会、子供会など地域団体を含む） 

  4.社会教育活動団体で登録された団体 

 5.その他、館長が特に認めた団体 

 

豊岡市以外の次の団体は、館長が特に認めた場合に貸出しの対象とします。 

 1.但馬地域内の小中学校、公民館、図書館 

2.県内の視聴覚ライブラリー及び豊岡市立図書館と相互利用をしている図書館 

 

利用の申請 

1.利用される団体は、あらかじめ利用許可申請書を提出していただきます。なお、

電話での予約も受け付けますが、正式申込みは申請書の受付時となります。 

 

利用目的 

  1.教育活動を目的として利用される場合に限ります。 

2.特定の政治及び宗教活動や営利を目的とする場合の利用はお断りします。 

3.貸出した教材を複製することはできません。 

 

利用上の注意事項 

 1.利用に当たっては、関係法令及び著作権法上の規定を遵守していただきます。有

料での上映、営利を目的とした使用はできません。また、視聴覚ライブラリーか

ら貸出しを受けた機材を使用して、個人所有の視聴覚資料またはレンタル店から

借用した視聴覚資料を上映することはできません。 

  2.教材等を破損しないよう注意して下さい。破損したときはその旨必ずご連絡下さ

い。場合によっては弁償をお願いすることがあります。 

  3.貸出機材又は教材等は他に転貸できません。不正な使用があった場合には以後の

利用を取り消すことがあります。 

  4.利用期間は原則として７日以内とします。但し、特別の理由がある場合は申請の

時に申し出てください。 

 5.視聴覚ライブラリーの教材は、著作権法で認められた範囲・方法での利用に限り

ます。違法行為は固くお断りします。 
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貸 出 機 材 一 覧 

№ 種 類 機 器 名 称 購入年 数量 

1 プロジェクター エプソンＥＭＰ－ＴＷＤ１０ H 21  1 

2 ビデオデッキ ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ ソニーＳＶＬ-ＲＸ９  １ 

3 スクリーン 三脚スタンド式スクリーン H11. 3 1 

4 スクリーン 床置きスクリーン  1 

5 プロジェクター ビデオ液晶プロジェクター エイキＬＣ3000 H 4. 1 1 

6 DVD デッキ DVD/CD プレーヤー Panasonic S97-S  H19．8 1 

7 暗 幕 暗幕（布） S48. 3 6 

 



 - 3 -

教 材 目 録 目 次 

青 少 年 教 育 

番 号 題     名 
ﾌｨﾙﾑ 

区分 

時間 

(分) 
購入年 

（登録年） 
備 考 頁数 

2-106 くもりのち晴れ ﾋﾞﾃﾞｵ 40 H08 アニメ 7 

2-107 負けるな千太―さよならいじめ虫― ﾋﾞﾃﾞｵ 24 H08 アニメ 7 

2-110 少年の地図 ﾋﾞﾃﾞｵ 45 H10  7 

2-111 純がくれた命 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H10  7 

2-113 しらんぷり ﾋﾞﾃﾞｵ 21 H11 アニメ 7 

2-115 薬物乱用 ﾋﾞﾃﾞｵ 14 H12  7 

2-T１ ズッコケ三人組自転車の安全教室 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H13  7 

2-T２ 少年 Hが見た戦争 ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H17 アニメ 7 

2-T３ 夜回り先生･水谷修のメッセージ ﾋﾞﾃﾞｵ 90 H17  7 

 

家 庭 教 育 

番 号 題     名 
ﾌｨﾙﾑ 

区分 

時間 

(分) 
購入年 

（登録年） 
備 考 頁数 

3-T１ おかあさんのやさしい手 ﾋﾞﾃﾞｵ 23 H17 アニメ 8 

3-T２ 子どもの居場所づくり(基本編) ﾋﾞﾃﾞｵ 27 H17  8 

3-T３ 子どもの居場所づくり(マニュアル編) ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H17  8 

3-T４ 子どもの居場所づくり(事例編) ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H17  8 

3-T５ 地域こぞって子育てを ﾋﾞﾃﾞｵ 28 H18  8 

3-T６ 危険なアクセス ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H18  8 

3-T７ 未成年者とアルコール ﾋﾞﾃﾞｵ 26 H18  8 

3-T８ 優しさ便り ﾋﾞﾃﾞｵ 43 H22 アニメ 8 

 

人 権 教 育 

番 号 題     名 
ﾌｨﾙﾑ 

区分 

時間 

(分) 
購入年 

（登録年） 
備 考 頁数 

5-112 おじいちゃんのトマト ﾋﾞﾃﾞｵ 39 H09 アニメ 9 

5-114 明日への伝言 ﾋﾞﾃﾞｵ 50 H09  9 

5-119 そして 出発 ﾋﾞﾃﾞｵ 54 H11  9 

5-120 シャッターチャンス ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H11 アニメ 9 

5-121 らくがき ﾋﾞﾃﾞｵ 35 H12  9 

5-122 山本家の場合 ﾋﾞﾃﾞｵ 13 H12  9 

5-123 風のひびき ﾋﾞﾃﾞｵ 54 H12  9 

5-124 メール ﾋﾞﾃﾞｵ 54 H13  9 

5-126 美しいメッセージ ﾋﾞﾃﾞｵ 27 H13 アニメ 9 

5-127 地域の虐待防止 ﾋﾞﾃﾞｵ 26 H13  9 

5-128 明日があるから ﾋﾞﾃﾞｵ 28 H13  9 

5-T１ 元気をありがとう ﾋﾞﾃﾞｵ 53 H14  10 

5-T２ 新しい風 ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H14  10 

5-T３ ぬくもりの彩 ﾋﾞﾃﾞｵ 36 H14  10 

5-T４ 根絶！夫からの暴力‘04（改訂版） ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H18  10 

5-T５ どうして私を殴るのですか ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H22  10 

5-D１ めぐみ DVD 25 H22 アニメ 10 

5-D２ 配偶者からの暴力の根絶をめざして DVD 35   10 
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福 祉（障害・ボランティア） 

番 号 題     名 
ﾌｨﾙﾑ 

区分 

時間 

(分) 
購入年 

（登録年） 
備 考 頁数 

6-104 おじいちゃんの花火 ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H10 アニメ 11 

6-105 してみませんか ボランティア ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H11 アニメ 11 

6-108 いのちのあさがお ﾋﾞﾃﾞｵ 36 H12  11 

6-109 友情 ﾋﾞﾃﾞｵ 103 H12  11 

6-112 目の不自由な人に出会ったら ﾋﾞﾃﾞｵ 11 H13  11 

6-113 耳の不自由な人と出会ったら ﾋﾞﾃﾞｵ 11 H13  11 

6-114 障害者の心 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H13  11 

6-T１ ありがとうハーナ ﾋﾞﾃﾞｵ 47 H14  11 

6-T２ 盲導犬「クイール」の一生 ﾋﾞﾃﾞｵ 60 H17 アニメ 11 

6-T３ 絆 －自立支援のために－ ﾋﾞﾃﾞｵ 28 H17  11 

 

環 境 

番 号 題     名 
ﾌｨﾙﾑ 

区分 

時間 

(分) 
購入年 

（登録年） 
備 考 頁数 

7-104 愛華ちゃんの地球 ﾋﾞﾃﾞｵ 33 H05 アニメ 12 

7-106 ようこそ！ エコロ島 ﾋﾞﾃﾞｵ 17 H10 アニメ 12 

7‐D２ 淡海と生きる～琵琶湖～ DVD 30 H18  12 

7‐D３ 里海と生きる～有明海・鹿島～ DVD 30 H18  12 

7‐D５ 木を使って森を生かす DVD 28 H22  12 

 

記 録 

番 号 題     名 
ﾌｨﾙﾑ 

区分 

時間 

(分) 
購入年 

（登録年） 
備 考 頁数 

7-T１ コウノトリ放鳥とその後 ﾋﾞﾃﾞｵ 22 H17  12 

7-T２ コウノトリ放鳥とその後 DVD 22 H17  12 

7-T４ コウノトリ放鳥（2005 年 9 月 24 日） DVD 37 H22  12 

8-T17 がんばらーで国体 2005 年リハーサル大会 ﾋﾞﾃﾞｵ  H18  12 

8-T18 第 61 回国民体育大会豊岡市の記録 ﾋﾞﾃﾞｵ  H18  12 

8-T19 のじぎく兵庫大会はばタンダンス ﾋﾞﾃﾞｵ  H18  12 

8-D５ 第 61 回国民体育大会豊岡市の記録 DVD  H18  12 

8-D６ のじぎく兵庫国体 DVD 41 H18  12 

8-D12 （第 61 回国体）ボート競技会記録 DVD 90 H22  12 

8-D13 みんなで創るのじぎく兵庫国体 DVD 16 H22  12 

 

一 般 教 養 

番 号 題     名 
ﾌｨﾙﾑ 

区分 

時間 

(分) 
購入年 

（登録年） 
備 考 頁数 

8-107 金色のクジラ ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H06 アニメ 13 

8-109 実践地震防災手帳 ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H07  13 

8-110 阪神大震災の教訓 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H07  13 

8-111 僕は、あの日を忘れない ﾋﾞﾃﾞｵ 24 H07 アニメ 13 

8-115 はとよ ひろしまの空を ﾋﾞﾃﾞｵ 21 H11 アニメ 13 

8-116 地域で育てる ﾋﾞﾃﾞｵ 19 H11  13 
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8-121 モンゴルの草原と人々のくらし ﾋﾞﾃﾞｵ 16 H11  13 

8-124 負けへんで！6年 3組の阪神大震災 ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H12 アニメ 13 

8-127 食中毒 ﾋﾞﾃﾞｵ 12 H13  13 

8-129 地球が動いた日 ﾋﾞﾃﾞｵ 76 H13 アニメ 13 

8-T１ クロがいた夏 ﾋﾞﾃﾞｵ 80 H17 アニメ 13 

8-T２ ヒロシマに一番電車が走った ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H17 アニメ 14 

8-T３ かっとばせ！ドリーマーズ ﾋﾞﾃﾞｵ 86 H17 アニメ 14 

8-T４ 広がる未来！私が選ぶ ﾋﾞﾃﾞｵ 29 H17  14 

8-T５ 手紙 ﾋﾞﾃﾞｵ 107 H17  14 

8-T６ ご案内します。アナザーワールド ﾋﾞﾃﾞｵ 86 H17 アニメ 14 

8-T７ イラク復興支援 24 時 ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H17  14 

8-T12 あなたを応援します ﾋﾞﾃﾞｵ 40 H18  14 

8-T13 ワークライフバランス ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H18  14 

8-T14 イラクの未来を築くために ﾋﾞﾃﾞｵ 6 H22  14 

8-T15 女性が身を守るために ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H18  14 

8-T21 なくせ！ストーカー ﾋﾞﾃﾞｵ 40 H18  14 

8-D１ 裁判員制度 DVD 58 H18  14 

8-D２ チャレンジストーリー DVD 39 H18  14 

8-D３ 日本の国際平和協力 DVD 25 H18  15 

8-D７ 夢へのパスポート DVD 90 H19  15 

8-D８ 日本の海運 DVD 18 H19  15 

8-D９ 裁判員 DVD 69 H19  15 

8-D10 明日に向かって DVD 38 H19  15 

8-D14 清ら沖縄 ～摩文仁からのメッセージ～ DVD 32 H22  15 

8-D15 ﾜｰｸ･ﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽを知っていますか。 DVD 26 H22  15 

8-D16 国際テロのない世界をめざして DVD 22 H22  15 

8-D17 明日への道しるべ DVD 60 H22  15 

8-D18 私たちのくらしと野生動物 DVD 25 H22  15 

 

ア ニ メ 

番 号 題     名 
ﾌｨﾙﾑ 

区分 

時間 

(分) 
購入年 

（登録年） 
備 考 頁数 

9-101 金色の足あと ﾋﾞﾃﾞｵ 28 H04  16 

9-104 はだかの王様／ねずみの嫁入り ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-105 ブレーメンの音楽隊／たなばたさま ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-106 しらゆき姫／まほうの子うま ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-107 おやゆび姫／アルプスの名犬バリー ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-110 幸福の王子／おじぞうさまの赤い目 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-111 いばら姫／金色のがちょう ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-112 三びきの子ぶた／星のコスモス ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-113 ハメルンの笛ふき／おしゃれなクジャク ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-114 シンデレラ／なかまはずれのこうもり ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-115 フランダースのいぬ／岩じいさん ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-118 みにくいあひるの子／まほうのソーセージ ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-119 にんぎょ姫／長ぐつをはいたねこ ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H05 世界昔ばなし 16 

9-123 三年寝太郎 ﾋﾞﾃﾞｵ 43 H05  16 
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9-124 笠地蔵 ﾋﾞﾃﾞｵ 19 H05  16 

9-126 しまじろうの交通安全 ﾋﾞﾃﾞｵ 15 H07  16 

9-127 竹取物語 ﾋﾞﾃﾞｵ 31 H07  16 

9-128 あんじゅとずしおう ﾋﾞﾃﾞｵ 31 H07  16 

9-129 花咲かじいさん・夢を買う・さるかに合戦・たのきゅう ﾋﾞﾃﾞｵ 50 H07 日本昔ばなし 16 

9-131 浦島太郎･絵姿女房・一休さん・髪長姫 ﾋﾞﾃﾞｵ 50 H07 日本昔ばなし 16 

9-132 三枚のお札・そこつ惣兵衛・分福茶釜・湖の怪魚 ﾋﾞﾃﾞｵ 50 H07 日本昔ばなし 16 

9-134 神様がくれたクリスマスツリー ﾋﾞﾃﾞｵ 12 H08  17 

9-136 むくはとじゅうの名犬物語 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H09  17 

9-137 ぼく ときどき ぶた ﾋﾞﾃﾞｵ 25 H09  17 

9-139 こぎつねのおくりもの ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H09  17 

9-142 ディズニーと赤ずきんちゃん ﾋﾞﾃﾞｵ 10 H10  17 

9-144 グリーンヴァレー物語  ポゥさんのカヌー ﾋﾞﾃﾞｵ 8 H10  17 

9-146 グリーンヴァレー物語 ポゥさんの雪だるま ﾋﾞﾃﾞｵ 8 H10  17 

9-150 だるまちゃんのとらのこちゃん ﾋﾞﾃﾞｵ 30 H11  17 

9-151 はれときどきぶたの交通安全 ﾋﾞﾃﾞｵ 15 H11  17 

9-152 はれときどきぶたの地震用心日記 ﾋﾞﾃﾞｵ 11 H11  17 

9-153 おじゃる丸ちっちゃいものの大きなちから ﾋﾞﾃﾞｵ 11 H12  17 

9-155 少年むくはとじゅう物語 ﾋﾞﾃﾞｵ 21 H12  17 

9-157 赤いカーネーション ﾋﾞﾃﾞｵ 10 H12  18 

9-159 源吉じいさんと子ぎつね ﾋﾞﾃﾞｵ 18 H13  18 

9-160 しっぱい いっぱい もいっかい ﾋﾞﾃﾞｵ 17 H13  18 

9-161 一つの花 ﾋﾞﾃﾞｵ 23 H13  18 

9-T１ 鬼の子とゆきうさぎ ﾋﾞﾃﾞｵ 22 H14  18 

9-T２ 100 番目のサル ﾋﾞﾃﾞｵ 17 H14  18 

9-T３ カワウソ親子の冒険 ﾋﾞﾃﾞｵ 19 H14  18 

9-T４ カワウソ親子の冒険 ﾋﾞﾃﾞｵ 53 H14  18 

9-T５ るるるのルール ﾋﾞﾃﾞｵ 16 H14  18 

9-T６ お先にどうぞ ありがとう ﾋﾞﾃﾞｵ 14 H15  18 

9-T７ がんばれスイミー ﾋﾞﾃﾞｵ 26 H15  18 

9-T８ とべないホタル ﾋﾞﾃﾞｵ 17 H15  18 

9-T９ 火の海・大阪 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 H15  19 

9-T10 サンタさんは大いそがし ﾋﾞﾃﾞｵ 12 H17  19 

9-T11 千年の約束 ﾋﾞﾃﾞｵ 16 H17  19 
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視 聴 覚 教 材 内 容 一 覧 

 

青少年教育 
整理番号 題       名 ﾌｨﾙﾑ区分 時間 内     容 

2-106 くもりのち晴れ 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
40 

いじめのために無口になってしまった少女の話をき

っかけに劇をつくる。先生を中心にクラス全員が人

権問題に気づき、成長していった実践の記録をアニ

メ化した作品。 

2-107 
負けるな千太 
―さよならいじめ虫― 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
24 

弱いものへの慈しみや命の大切さを基本に、誰の心

にもいじめ虫がいること、いじめという行為がいか

に醜く、無益であるかを千太へのいじめを通して描

いてゆく。 

2-110 少年の地図 ﾋﾞﾃﾞｵ 45 

小さいときから「良い子」だと言われて育ってきた

少年は一流高校への進学に失敗。不登校、保護観察

処分へと落ちてゆく。「自分らしさ」の喪失を感じる

少年は、自分が住むニュータウンの地図を作ること

で自分の居場所を確認しようとした。それは「僕を

認めてくれ」という、声にならないＳＯＳだった。 

2-111 純がくれた命 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 

たび重なるいじめに耐えかねた健一は自殺を図る

が、かろうじて一命をとりとめる。入院先で同室に

なった純は、難病に侵されながらも夢に向かって生

きていた。ひたむきに生きた純の姿は、死にたいと

考えている健一に深い感銘を残す。 

2-113 しらんぷり 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
21 

クラスメイトがいじめられているのを目撃しながら

も、いじめっ子の仕返しや視線が気になり、なにも

できない少年。おでん屋台のおじさんに「しらんぷ

りっていうのは、いじめに加わることやで」といわ

れ、全校生徒の前で勇気をだして思いを爆発させる。 

2-115 薬物乱用 ﾋﾞﾃﾞｵ 14 

薬物乱用の広がりと低年齢化は大きな社会問題とな

っている。この作品では代表的な薬物であるシンナ

ーと覚醒剤を取り上げ、その恐ろしさと害をわかり

やすく解説し、その危険から自分の身を守れるよう

方向付ける。 

2-T１ 
ズ ッ コ ケ 三 人 組 

自転車の安全教室 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 

児童書で人気のズッコケ三人組が登場。自転車の交

通安全指導員になったハチベー・ハカセ・モーちゃ

んの三人が、自転車の安全な乗り方や交通ルールを

学び、立派な安全指導員になり下級生を指導する。 

2-T２ 少年 Hが見た戦争 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
30 

戦争は戦場で起こっているだけではありません。

人々の生活やモノ、その国のすべてを巻き込むので

す。少年 H の目に映った戦争体験を、児童生徒の目

線に近いところから伝えます。 

2-T３ 
夜回り先生・水谷修の

メッセージ 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
90 

定時制高校の教師･水谷修、48 歳。シンナー、覚せい

剤などの薬物汚染から若者を救うために、夜の街に

出かけて彼らに声をかけては話に耳を傾ける。薬物

の恐ろしさを講演で訴え、若者たちの SOS に正面か

ら向かい合う。 
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家 庭 教 育 
整理番号 題       名 ﾌｨﾙﾑ区分 時間 内     容 

3-T１ 
おかあさんのやさ

しい手 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
23 

病床にある祖父に対する母の優しい行為に深い感動

を覚えた一人の少女がつづった作文をアニメ化。私

たちがややもすると忘れがちな「家族愛」について

考える。 

3-T２ 
子どもの居場所づ

くり(基本編) 
ﾋﾞﾃﾞｵ 27 

地域の教育力を活用し、学校の空き教室や校庭、地

域の施設などに、安心して活動できる子どもの居場

所をつくる。子どもの居場所づくりの意義や重要性

を考える。 

3-T３ 

子どもの居場所づ

くり(マニュアル

編) 

ﾋﾞﾃﾞｵ 30 

子どもの居場所づくりが無理なく実施されるために

は、学校･家庭･地域がうまく連携し、一部に負担が

集中しないシステムが必要だ。居場所づくりの進め

かたについて実践例を通して考える。 

3-T４ 
子どもの居場所づ

くり(事例編) 
ﾋﾞﾃﾞｵ 25 

子どもの居場所づくりは、地域の実情や課題に合わ

せ、さまざまな場を活用し多くの人たちが知恵を出

しあって進めている。各地で実施されている子ども

の居場所を紹介する。 

3-T５ 
地域こぞって子育

てを 
ﾋﾞﾃﾞｵ 28 薬丸裕英が樋口恵子先生に聞く育児支援のガイド 

3-T６ 危険なアクセス ﾋﾞﾃﾞｵ 30 

気軽な気持ちでやったことが思わぬトラブルにな

る。個人情報が漏れると、さまざまな犯罪につなが

ることがある。インターネット詐欺やアダルトサイ

トからの架空請求など、家庭に押し寄せるサイバー

犯罪の対処法を学ぶ。 

3-T７ 
未成年者とアルコ

ール 
ﾋﾞﾃﾞｵ 26 

なぜ、未成年者はお酒を飲んではいけないのか。あ

る身近な出来事をきっかけに、3人の中学生がアルコ

ールが未成年者に与える影響を調べる。 

3-T８ 
感動紙芝居 

優しさ便り 
ﾋﾞﾃﾞｵ 43 

ともすれば見過ごしがちなほんの小さな優しさを心

温まる物語にして、素敵な音楽と一枚一枚丁寧に描

かれた絵で紹介する「現代の紙芝居」。24 の物語が心

を打ちます。 
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人 権 教 育 
整理番号 題       名 ﾌｨﾙﾑ区分 時間 内     容 

5-112 
おじいちゃんのト

マト 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
39 

言語障害で右半身麻痺の祖父が引き取られ、母は自

分一人で介護しなければと苦しむ。一人の少年の周

りで起こる様々な人権問題、身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づきはじめる。 

5-114 明日への伝言 ﾋﾞﾃﾞｵ 50 

一瞬のうちに多くの生命と財産を奪い取った阪神･

淡路大震災。仮設住宅に住むおばあちゃんと訪問ボ

ランティアを続ける高校生とのふれあいを通じて、

すべてを喪失した極限の中で人間はどう生きたか、

どう生きあえたかを再認識する。 

5-119 そして 出発 ﾋﾞﾃﾞｵ 54 

同和地区内外の三世代の家族の交流を通して、家族

のつながりと人権尊重の心を育て、家庭での教育の

大切さを描きながら、さまざまな人権問題について

考える手がかりを提示する。 

5-120 シャッターチャンス 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
25 

サラリーマン家庭に育った高校三年生の大樹は、自

分の進路について悩んでいた。下町で伝統工芸の職

人をしている叔父、タイ人の叔母、同和地区出身の

写真家などの生き方に接し、自分の手で進路を切り

開いて行こうと決心する。 

5-121 らくがき ﾋﾞﾃﾞｵ 35 

ある日曜日の早朝、魚釣りにきた明男たちは、駅の

トイレで差別落書を見つける。明男たちは釣り場で

バス停の人たちと一緒になり、一緒にバーベキュー

を食べた。その時、明男は落書のことを話すが、み

んなは知らんぷりで、他人事のように無関心だった。 

5-122 山本家の場合 ﾋﾞﾃﾞｵ 13 

わたしたちは、日頃、気がつかないままに人を傷つ

けていることがたくさんある。ある一家の日常を通

して身近な人権について考えさせられるショートス

トーリー。 

5-123 風のひびき ﾋﾞﾃﾞｵ 54 

この映画は、聴覚に障害のある主人公がホームヘル

パーとして働き、さまざまな現実を体験し悩みなが

らも、心のバリアフリーを信じて前向きに生きてい

く姿を描いた作品。 

5-124 メール ﾋﾞﾃﾞｵ 54 

ホームページ上での悪質な差別的記事で被害を受け

る事件が急増している。ネット上の掲示板に書き込

まれた女子高校生の精神的な苦痛が題材。いわれの

ない非難と、一方で親友への自責の念に落ち込む主

人公が、同級生やブラスバンドの仲間の応援、両親

や周囲の支えで自ら立ち直っていく姿を描く。 

5-126 美しいメッセージ 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
27 

中二の純夏は、故郷の同和地区に診療所を開く叔母･

絵里子の奮闘記を地元のケーブルテレビで発表する

ことになった。だが、母の絹代は二人の「宣言」に

なることを思い反対する。一人の少女が「差別はお

かしい」と心の叫びをあげる。 

5-127 

地域の虐待防止 

～幼い命の悲鳴を救

うために～ 

ﾋﾞﾃﾞｵ 26 

相次ぐ児童虐待事件。その悲惨な現実は大きな社会

問題となっている。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

いる。となりの子どもの悲鳴を耳にしたある主婦を

ドラマの軸とし、虐待問題への関わり方を探る。 

5-128 明日があるから ﾋﾞﾃﾞｵ 28 

人は自分の心の中に先入観という差別意識をもって

いることに気付かず、「男は男らしく、女は女らし

く」と考えたり言葉に出したりしている。一人の新

米記者の取材活動を通じて、女性差別や部落差別に

ついて考えさせてくれる作品。 
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5-T１ 元気をありがとう ﾋﾞﾃﾞｵ 53 

みんな一生懸命生きている。小学生の誠、稔もその

両親も、小児マヒの明彦も。人と人が真剣に生きて

ぶつかり合う中から人の痛みがわかる心が生まれ、

生きる喜びも生まれ、連帯感も生まれる。 

同和問題・障害者問題の中から人権とは何かを家族

の絆を通して考えていく。 

5-T２ 新しい風 ﾋﾞﾃﾞｵ 30 

ホームタウンで暮らす的場夫妻が町内会長の役割が

回ってきたことをきっかけに、地域活動や仕事を通

じて、児童虐待やドメスティックバイオレンスに関

るうちに、自分たちもともすれば軽視がちな「家庭

内の人権」について改めて考えていく。 

5-T３ ぬくもりの彩
いろ

 ﾋﾞﾃﾞｵ 36 

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、差別意識の誤りに気づき、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

いた人権啓発用作品。 

5-T４ 
根絶！夫からの暴力 

‘04 改訂版 
ﾋﾞﾃﾞｵ 30 

あなたは悩んでいませんか。人に言えない夫からの

暴力にどう対応すればいいのか。配偶者暴力防止法

をもとに考える。 

5-T５ 
どうして私を殴るの

ですか 
ﾋﾞﾃﾞｵ 25 

夫や恋人からの精神低暴力、性的暴力、身体的暴力

…、これらは犯罪であり、社会問題としてとらえて

いく必要があります。このビデオではこれらの問題

を事例と対応を紹介し、DV（ドメスティックバイオ

レンス）を考えていきます。 

5-D１ めぐみ DVD 25 

北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ。昭和 52 年

11 月 15 日、北朝鮮の工作船に横田めぐみさんが拉致

されました。拉致問題は日本人の命や安全を脅かす

重大な人権問題であり、横田めぐみさんのご両親が

「拉致という自由を奪う行為を忘れないでくださ

い」と訴えます。 

5-D２ 

配偶者からの暴力

の根絶をめざして 
～配偶者暴力防止法のし

くみ～ 

DVD 35 

「配偶者暴力防止法」は平成 13 年に制定され、平成

19 年に改正法が成立し、平成 20 年 1月に施行されま

した。配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を含む

重大な人権侵害であり、身近なところで起きていま

す。配偶者からの暴力の根絶をめざし、「配偶者暴力

防止法」のしくみ等をわかりやすく紹介する。 
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福 祉（障害・ボランティア） 
整理番号 題       名 ﾌｨﾙﾑ区分 時間 内     容 

6-104 
おじいちゃんの花

火 
ﾋﾞﾃﾞｵ 25 

交通事故で両親を失い、自分自身も障害を持つよう

になった女子中学生が、未だ会ったこともない花火

職人の祖父に会いに出る冒険と、それを助けるメー

ル友だちや介助犬の活躍を美しい隅田川の花火とと

もに描いている。 

6-105 
し て み ま せ ん か 

ボランティア 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
20 

ボランティア活動に参加したいけれど、どこで、ど

うしたら良いかわからない。 

そんな人のために、ボランティアから自分の生きが

いを見つけ生き生きと活動する人々の姿を紹介す

る。 

6-108 いのちのあさがお ﾋﾞﾃﾞｵ 36 

急性白血病のため、7歳で亡くなった新潟県中条町の

少年と家族の愛情を描いた実話。少年が 3 ヶ月だけ

通った小学校で大切に育てていた「あさがお」の種

を母は毎年植えて花を咲かせていた。そして、いの

ちを大切さを訴えるために配り始めた「あさがお」

の種は、やがて新潟県下に広がっていった。 

6-109 友 情 ﾋﾞﾃﾞｵ 103 

この映画は、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の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

た作品。 

6-112 
目の不自由な人に

出会ったら 
ﾋﾞﾃﾞｵ 11 

ある若者は道路で立ち往生している目の不自由な人

を見かけて、駆け寄った。腕を強引に引っ張ろうと

すると「肘を貸してほしい」と言われ、彼は目の不

自由な人との接し方について考えさせられる。 

6-113 
耳の不自由な人と

出会ったら 
ﾋﾞﾃﾞｵ 11 

ある若者は、前の人がハンカチを落としたので声を

かけたが、返事がなかった。ハンカチを拾い拾い差

し出すと、相手は手話で話し始めた。 

若者たちが試しに耳栓をして街に出てみた。すると、

想像以上に不便であることに気付いた。 

6-114 障害者の心 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 

障害を持つ人たちは日常、どのようなことに不自由

を感じ、どのようなときに手助けを必要としている

のか。 

障害を持つ人自らが社会の中で感じている様々な問

題点について語る。 

6-T１ ありがとうハーナ ﾋﾞﾃﾞｵ 47 

目の病気で暗く沈む少女、励ます弟と愛犬ハーナ。

そのハーナが少女の身代わりで車に轢かれて重傷を

負った。家族の温かい愛情を受け障害を乗り越えて

立ち上がるハーナの生命力に心を打たれた少女は、

だんだんと笑顔を取り戻していく。 

6-T２ 
盲導犬「クイール」

の一生 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
60 

盲導犬になることを運命付けられたクイール。彼の

成長を祈って、親代わりの人間達や視覚障害者との

泣き笑いの日々をやさしく描いていくハートフル・

ヒューマンドラマ。 

6-T３ 
絆 －自立支援の

ために－ 
ﾋﾞﾃﾞｵ 28 

身近な人が「要介護」になったとき。身体的介護な

どは福祉サービスでもできるが、人間が生きていく

うえで最も重要な「こころ」の交流は、地域社会の

力が不可欠だ。 
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環  境 
整理番号 題       名 ﾌｨﾙﾑ区分 時間 内     容 

7-104 愛華ちゃんの地球 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
33 

小学校６年生の少女が学校の宿題ですばらしい環境

マンガを作成した。それが新聞に紹介され大反響を

呼び、ついに国連の「グローバル 500」という賞まで

受けた。その「地球の秘密」を彼女が創り出すまで

の短い生涯を描いた感動アニメ。 

7-106 
ようこそ！エコロ

島 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
17 

夏休みに環太と境子は叔父さんの住むエコロ島にや

ってきた。このごろ、地球温暖化とかエコロジーと

か、環境の話を聞くけどよくわからない。二人は叔

父さんから「光合成」などについて教えてもらい、

自分たちの身の回りでできることから実行に移して

ゆく。 

7‐D２ 
淡海と生きる 

～琵琶湖～ 
DVD 30 

母なる淡海・琵琶湖。太古から続く生命の営みは今

も人びとの生活とともにある。 

7‐D３ 
里海と生きる 

～有明海・鹿島～ 
DVD 30 

人と自然が調和して生きる「里山」の風景は海のほ

とりにもあった。やわらかい泥の干潟に抱かれた有

明海･鹿島。近代化の波で変わっていくものと変わら

ないもの。里海と生きる未来を模索する鹿島の姿を

見つめる。 

7‐D５ 
木を使って森を生

かす 
DVD 28 

森林の現状と問題点を知り、森林の保全と利用の両

面をめざす方法を探り、私たちのできることは何か

を発見します。人間と森との深い関りを考える。 

 
 
記  録 
整理番号 題       名 ﾌｨﾙﾑ区分 時間 内     容 

7-T１ 

7-T２ 

コウノトリ放鳥と

その後 

～よみがえるコウ

ノトリ～ 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

DVD 
22 

平成 17 年 9月、豊岡市の大空を飛ぶコウノトリの姿

がよみがえった。コウノトリが再び自然の中であた

りまえに暮らしていける日を取り戻すために、豊岡

の挑戦の記録。 

7-T４ 
2005 年 9 月 24 日 

コウノトリ放鳥 
DVD 37 

2005年9月24日、秋篠宮殿下と同妃をお迎えし、「コ

ウノトリ放鳥式典」が挙行され、四羽のコウノトリ

が自然界に放鳥された。その記録映像 DVD。 

8-T17 がんばらーで国体 
2005 年リハーサル大会 

ﾋﾞﾃﾞｵ  
2006 年開催の「のじぎく兵庫国体」。これに向けて豊

岡市で開催された 1年前リハーサル大会の記録。 

8-T18 
第 61 回国民体育大

会豊岡市開催の記

録 

ﾋﾞﾃﾞｵ  

2006 年兵庫県各地で開催された「のじぎく兵庫国

体」。豊岡市で開催された競技や、これを支えた市民

の取組みを紹介する。 

8-T19 
のじぎく兵庫国体

はばタンダンス 
ﾋﾞﾃﾞｵ  

みんなで元気に国体を応援するオリジナルダンスの

レッスンビデオ。 

8-D５ 

第 61 回国民体育大

会豊岡市開催の記

録 

DVD  

2006 年兵庫県各地で開催された「のじぎく兵庫国

体」。豊岡市で開催された競技や、これを支えた市民

の取組みを紹介する。 

8-D６ のじぎく兵庫国体 DVD 41 

2006 年兵庫県各地で開催された「のじぎく兵庫国体」

の公式記録映像。震災から国体までの歩み、炬火リ

レー、開会式から兵庫県チームの活躍、支える人た

ちの姿などを紹介する。 

8-D12 

第 61 回国民体育大

会ボート競技会映

像記録 

DVD 90 

平成 18 年 10 月 1 日～4日まで、円山川城崎漕艇場で

開催された「のじぎく兵庫大会・ボート競技」の記

録。豊岡・城崎の紹介、国体までの取組み、そして

大会の模様を再現する。 

8-D13 
みんなで創る 

のじぎく兵庫国体 
DVD 16 

2006 年兵庫県各地で開催される「のじぎく兵庫国体」

の意義、「県民総参加」の国体開催に向けての県民の

受入れやもてなしの取組みを紹介する国体啓発 DVD。 
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一 般 教 養 
整理番号 題       名 ﾌｨﾙﾑ区分 時間 内     容 

8-107 金色のクジラ 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
25 

白血病の弟を救うために、兄は自分の骨髄液を提供

するために手術室に入っていく。兄弟の深い愛と勇

気、家族愛と友情の物語をファンタスティックにう

たい上げる。 

8-109 実践地震防災手帳 ﾋﾞﾃﾞｵ 25 

地震災害から身を守るために、日頃から家庭や地域、

職場でどのような備えをしておけばよいか。また、

行政機関の役割は何か。災害から身を守るための最

新防災の手引き。 

8-110 阪神大震災の教訓 ﾋﾞﾃﾞｵ 20 

阪神大震災で被災した多くの人たち。この作品はそ

の貴重な体験から学んだ「生命を守る」ためのノウ

ハウです。日頃から準備、心がけておきたいこと、

地震にあったときの留意点、家族ぐるみの防災対策

など実践的防災情報を教える。 

8-111 
僕は、あの日を忘れ

ない 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
24 

阪神大震災を教訓に、まず、地震の恐ろしさ、悲し

さを訴え、そこから備えの必要性と大切さを導き出

す。地震防災への関心と習慣が育つようにアニメで

分かり易く解説する。 

8-115 
はとよ ひろしま

の空を 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
21 

太平洋戦争末期。家族とかわいがってくれた飼主の

少年を原子爆弾で亡くし、一羽残された小鳩は、や

がてやさしいおす鳩と出会い、愛の巣をつくり共に

卵をかえそうとする。焼け野原となった町で、必死

に生き抜こうとした鳩の姿を通して、命とは、平和

とは何かを問いかける。 

8-116 地域で育てる ﾋﾞﾃﾞｵ 19 

地域のつながりが希薄になりつつある今日、わが子

を取り巻いている環境に、心を悩ませる親も多い。

今こそ、地域ぐるみでの子育てが大切。温かいふれ

あいと安心に包まれている子どもたちは、心が豊か

に育つ。そんな地域関係を築くために活動する人々

の事例を参考に考える。 

8-121 
モンゴルの草原と

人々のくらし 
ﾋﾞﾃﾞｵ 16 

モンゴルは中央アジアに位置し、面積は日本の約 4

倍。人口は 230 万人。中国とロシアに接している内

陸の国である。草原に住むモンゴルの人々の暮らし

を紹介する。 

8-124 
負けへんで！6 年 3

組の阪神大震災 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
25 

6300 人もの尊い命を奪っていった阪神大震災。西宮

市立樋ノ口小学校 6 年 3 組も、かけがいのないクラ

スメートを失った。学級通信に残された亡くなった

クラスメートの最後の作文。どうすることもできな

い深い悲しみの中で、学級通信を書くことで少しず

つ癒されてゆく生徒たち。 

8-127 食中毒 ﾋﾞﾃﾞｵ 12 

食中毒は減少することなく、繰り返し各地で報告さ

れている。Ｏ-157 の問題や乳製品の汚染事件など、

社会問題となった深刻なケースもあった。この作品

は食中毒のメカニズムについて小学生にも分かりや

すく解説するとともに、その予防策を指し示す。 

8-129 地球が動いた日 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
76 

1995 年 1 月 17 日未明、大震災が神戸を襲った。小 6

の剛の住む家は崩壊し、クラスメートの和幸は父親

を失い、仲良しの美帆はその短い生涯を閉じた。人

と人とが互いに支えあうことの大切さについて震災

を通して描いた秀作。 

8-T１ クロがいた夏 
ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
80 

戦争という時代の中で、子猫の命を守るために力を

合わせる子どもたちと家族。その命を一瞬にして奪

い去った原爆。ネコの「小さな眼」を通して生命と

平和の尊さを訴える。 
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8-T２ 
ヒロシマに一番電車

が走った。 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
30 

戦時中、広島では多くの少年少女が路面電車の車掌

や運転士として働きながら学んでいました。主人公

の 15 歳の少女は朝の車掌業務につくときに被爆し、

母や大勢の仲間を失いました。しかし、廃墟となっ

た広島に、被爆からわずか 3 日後、少女の乗った電

車が警笛を高らかに鳴らしながら走り始めました。 

8-T３ 
かっとばせ！ドリ

ーマーズ ～広島カー

プ誕生秘話～ 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
86 

原爆焦土の中から誕生した市民の球団“広島カープ”

に夢を託し、草野球に熱中した少年たちの物語。 

8-T４ 
広がる未来！私が選

ぶ 
ﾋﾞﾃﾞｵ 29 

女性としてどんな仕事ができるのだろう、自分らし

い生き方ってなんだろう。将来に対して不安を抱い

た高校のパソコンサークルの仲間が、幅広い分野で

活躍する女性たちの話を聞くうちに、彼女たちの夢

も膨らんでいく。 

8-T５ 手紙 ﾋﾞﾃﾞｵ 107 

小さな町で郵便配達員をしている恒一は「一度も手

紙をなくしたことがない」というのが自負であった。

ところがある日郵便物がバイクごと盗まれてしま

う。手紙の一つ一つには見えない愛情や物語が込め

られている。恒一の命を駆けた大捜索が始まる。 

8-T６ 
ご案内します。アナザ

ーワールド 

ﾋﾞﾃﾞｵ 

（アニメ） 
16 

給料日の夜、若いのに愚痴っぽい会社員はなじみの

飲み屋でくだをまいていた。「税金なんかなくなっ

ちまえばいい。」と捨てぜりふをはいた瞬間から彼を

取り巻く世界が一変した。 

8-T７ イラク復興支援 24 時 ﾋﾞﾃﾞｵ 25 
イラクの復興支援に携わる日本から派遣された人々

の姿を紹介する現地での活動の記録。 

8-T12 
あなたを応援します。
～いつでもどこでも誰でも

再チャレンジ～ 
ﾋﾞﾃﾞｵ 40 

「女性のチャレンジは、男性の元気、社会の活気」

を合言葉に女性のチャレンジを応援する。さまざま

な場所で生き生きと活躍する女性たちからのメッセ

ージ。 

8-T13 
ワーク・ライフ･バラ

ンス～働きがいのある職

場と生き生きした暮らし～ 
ﾋﾞﾃﾞｵ 30 

ワーク･ライフ･バランス。それは多様化する生活ス

タイルや働き方に対する新たな取組み。仕事と生活

の調和を図るためにワーク･ライフ･バランスを推進

する取組みを紹介する。 

8-T14 
イラクの未来を築く

ために 
ﾋﾞﾃﾞｵ 6 

戦乱などで荒廃したイラクを支援するため、国連安

保理決議により世界がイラクにおいて人道支援復興

活動を行っている。イラクの人々と共にムサンナー

県サマーワで汗を流し、希望の種を育てている日本

の自衛隊の活動を紹介する。 

8-T15 
女性が身を守るため

に 
ﾋﾞﾃﾞｵ 30 

ストーカー犯罪など女性が被害者になる犯罪をいく

つか取り上げ、犯罪事例をもとに対策を解説する。 

8-T21 なくせ！ストーカー ﾋﾞﾃﾞｵ 40 

「ストーカーする人って普通の人じゃないでしょ。

私には関係ないわ。」と思っていませんか。ストーカ

ー被害にあわないようにするには、ストーカー犯罪

ってどんなもの。ストーカーを作らないようにする

には、いろいろ考えてみませんか。 

8-D１ 裁判員制度 DVD 58 

平凡なサラリーマンのもとに一通の手紙が送り届け

られた。「あなたは裁判員に選ばれました。」素人考

えで他人の一生を左右することはできない、逆恨み

されるのも怖い。司法への国民参加を実現する「裁

判員制度」そこに参加する語句普通の人々を描く。 

8-D２ 
チャレンジストーリ

ー（ダイジェスト版） 
DVD 39 

滋賀県栗東市のコミュニティショップで活躍する

「びぃーめーる企画室」、熊本県宇城市の「風の会」、

京都府舞鶴市の「女性センターネットワーク」など、

女性たちを中心にしたまちづくりへのチャレンジを

紹介する。 
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8-D３ 日本の国際平和協力 DVD 25 

東ティモールは長い間ポルトガルの支配下にあった

が、独立派の独立を宣言を機に独立派と統合派の抗

争が激化し、武装組織の騒乱などで大量の難民が発

生した。国連の平和維持活動、人道的な国際支援、

国際的な選挙監視活動など国際平和協力法に基づく

わが国の活動を紹介する。 

8-D７ 夢へのパスポート DVD 90 
子育て、食文化の継承、団塊世代の活躍など、まち

づくりにかける元気な女性たちの姿を紹介する。 

8-D８ 日本の海運 DVD 18 

大量に、安全に、速く、必要なときに必要なものを

運ぶ。人々の営みをささえ、みんなを豊かにするこ

とを願って、今日もたくさんの船が大海原を航行し

ている。日本を支える大動脈である海運の姿を紹介

する。 

8-D９ 裁判員 DVD 69 

ある夜のこと、放火事件がおきた。事件について裁

判員選任手続が始まった。裁判員に選ばれた村瀬は

参加に消極的であったが・・・。 

8-D10 明日に向かって DVD 38 

クラブ活動に熱中していた大樹は体調を崩してしま

う。風邪だと思っていたが医者から思春期喘息だと

告げられる。子どものころにかかっていた喘息は治

ったと思っていた大樹と母親はショックを受ける。

治療とクラブ活動の両立に不安になる大樹は・・・。 

8-D14 

清ら島沖縄 

～摩文仁からのメッ

セージ～ 

DVD 32 

沖縄の歴史と文化、戦争の悲劇、沖縄の今を映像化

し、戦争の愚かさと世界平和を訴える平和学習 DVD。

鉄血勤皇隊、ひめゆり学徒隊など数多くの 10 代の若

者の命を奪った沖縄地上戦の様子…。森山良子の「さ

とうきび畑」の歌を BGM に戦争、命、沖縄、そして

世界平和を考える。 

8-D15 

ワーク・ライフ・バラ

ンスを知っています

か？ 

DVD 26 

ワーク・ライフ・バランス社会の実現をめざす企業

や、仕事と家庭の理想的なバランスを実践する人々

の姿をドキュメンタリータッチで紹介する。 

8-D16 

国際テロのない世界

をめざして 

～インド洋での補給

支援活動～ 

DVD 22 

日本は国際社会の一員として、「テロのない世界」を

めざし、インド洋で自衛隊による補給支援活動を行

っています。この活動の様子を紹介し、この活動が

どのように平和と安全、テロの根絶や予防に役立っ

ているかを紹介する。 

8-D17 

明日への道しるべ 

～まちづくりにかけ

る元気な女性たち～ 

DVD 60 

観光マップづくりやおみやけ開発に挑戦する「はち

のへ女性まちづくり塾生の会（青森県八戸市）」、次

世代へ民話を伝えたいという思いから始まった「森

の民話茶屋（福島県大玉村）」の活動を紹介する。 

8-D18 

私たちのくらしと野

生動物 

－ワシントン条約っ

て何－ 

DVD 25 

今、多くの野生動物が絶滅の危機に瀕している。原

因の一つに人間が利用するために野生動物を獲りす

ぎることがあり、その国際的な取引きを管理するル

ールとしてワシントン条約がつくられた。海外に出

かける際に、是非知っておいて欲しい注意点やワシ

ントン条約について紹介しながら野性動物の保護と

利用について考える。 
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ア ニ メ 
整理番号 題       名 ﾌｨﾙﾑ区分 時間 内     容 

9-101 金色の足あと ﾋﾞﾃﾞｵ 28 

子ぎつねを救い出そうとあの手この手を駆使して挑

戦する親ぎつねの限りない愛。少年の目にはどのよ

うに移ったのか。きつねの親子愛と少年ときつねと

の交情を感動的に描く。 

9-104 
はだかの王様／ねず

みの嫁入り 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-105 
ブレーメンの音楽隊

／たなばたさま 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-106 
しらゆき姫／まほう

の子うま 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-107 
おやゆび姫／アルプ

スの名犬バリー 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-110 
幸福の王子／おじぞ

うさまの赤い目 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-111 
いばら姫／金色のが

ちょう 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-112 
三びきの子ぶた／星

のコスモス 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-113 
ハメルンの笛ふき／

おしゃれなクジャク 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-114 
シンデレラ／なかま

はずれのこうもり 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-115 
フランダースのいぬ

／岩じいさん 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-118 

みにくいあひるの子

／まほうのソーセー

ジ 

ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-119 
にんぎょ姫／長ぐつ

をはいたねこ 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 まんが世界昔ばなし 

9-123 三年寝太郎 ﾋﾞﾃﾞｵ 43 

三年三月も寝てばかりいた若者が水のとぼしい村に

幾山も越えた湖から水を引く決意をする。はじめは

誰も眺めるばかり。やがて、一人、二人が手伝い、

ついには村中の人々が総出で水路を切り開く。 

9-124 笠地蔵 ﾋﾞﾃﾞｵ 19 

なじみの民話を素朴な人形の演技や民謡の調べにの

せて構成し、じいさまのやさしさに 

溢れた思いやりの心を浮かび上がらせる。 

9-126 
しまじろうの交通安

全 
ﾋﾞﾃﾞｵ 15 

しまじろうとその仲間たちがさまざまな交通上のト

ラブルを起こす。婦警さんがみんなの命を守るため

に交通ルールやマナーをやさしく教えてくれる。 

9-127 竹取物語 ﾋﾞﾃﾞｵ 31 
美しくも悲しい、かぐや姫伝説。私たち日本人の心

のふるさとを描く華麗な絵巻物。 

9-128 あんじゅとずしおう ﾋﾞﾃﾞｵ 31 

今も読みつがれる安寿と厨子王の悲しくも美しい物

語。格調と気品あふれる絵づくりを通して、母と子、

姉と弟の深い愛情をうたいあげる。 

9-129 

花咲かじいさん・夢を

買う・さるかに合戦・

たのきゅう 

ﾋﾞﾃﾞｵ 50 まんが日本昔ばなし 

9-131 
浦島太郎･絵姿女房・

一休さん・髪長姫 
ﾋﾞﾃﾞｵ 50 まんが日本昔ばなし 

9-132 

三枚のお札・そこつ惣

兵衛・分福茶釜・湖の

怪魚 

ﾋﾞﾃﾞｵ 50 まんが日本昔ばなし 
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9-134 
神様がくれたクリス

マスツリー 
ﾋﾞﾃﾞｵ 12 

今年はツリーなしのクリスマスになりそうだった。

村長たちの困った顔を見て、その原因をつくった幼

い兄弟は雪の降る夜に広場の大きなモミの木に登っ

て飾り付けを始めるのだが…。 

9-136 
むくはとじゅうの名

犬物語 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 

母犬をなくした山犬を拾った三吉は、その犬に太郎

と名づけ自分で飼うことにした。やさしい愛情のも

とに、山犬はすくすくと育ち、猟犬として成長して

いく。南アルプスの美しい自然の中で繰り広げられ

る山犬と少年の友情物語。 

9-137 ぼく ときどき ぶた ﾋﾞﾃﾞｵ 25 

クラスの発表会。畠山則安や 3 班は紙芝居をやるこ

とになった。メンバー三人の話し合いがまとまらず、

それぞれを織り交ぜたストーリーにすることにし

た。いよいよ発表会の日。紙芝居の中から本物の魔

王が出てきて、魔王の指先から出たレーザー光線に

あたった三人はブタになってしまった。 

9-139 
こぎつねのおくりも

の 
ﾋﾞﾃﾞｵ 30 

峠に住むいたずら好きな三匹の子狐はお父さん狐か

ら悪いことに使っては行けないと言うことを条件に

化け方を教わる。峠のお地蔵さまに化けた三匹の子

狐をみた茶店のおばあさんは、お地蔵さまが戦争で

なくした三人の息子にそっくりであるのにびっく

り。翌日からおばあさんは毎日、子狐のお地蔵さま

に団子をお供えし、楽しそうに昔のことを語り始め

る。 

9-142 
ディズニーと赤ずき

んちゃん 
ﾋﾞﾃﾞｵ 10 

赤ずきんちゃんはおばあさんの家にお見舞いに行く

途中、三匹のこぶたくんたちの家の前を通りかかっ

た。二匹のこぶたくんが「森の中の道を通ったら」

と近道を教えてくれた。するともう一匹のまじめな

こぶたくんは…。 

9-144 
グリーンヴァレー物語  ポ

ゥさんのカヌー 
ﾋﾞﾃﾞｵ 8 

グリーヴァレーに住むモグラのポゥさんは大の冒険

好き。リスさんからもらった種も芽が出て葉をつけ

始めた夏の日、ポゥさんはグリーンヴァレーの地図

を手に入れた。笹の葉と茎でつくったカヌ―に乗っ

て川を下り、ポゥさんがそこで見たものは･…。 

9-146 
グリーンヴァレー物語 ポ

ゥさんの雪だるま 
ﾋﾞﾃﾞｵ 8 

ポゥさんのお父さんは森のみんなを守るお医者さ

ん。冬のある日、ポゥさんは仲間とはぐれ旅の疲れ

から倒れている白鳥の子を見つけた。ポゥさん一家

の温かい看病で白鳥はみるみる元気になった。 

9-150 
だるまちゃんととら

のこちゃん 
ﾋﾞﾃﾞｵ 30 

ある秋の日、だるまちゃんにとらのこちゃんから一

枚のはがきが届いた。「遊びにおいでよ」さっそくは

がきに書いてあった地図を頼りにだるまちゃんは出

かけて行く。とらのこちゃんのおうちはペンキ屋さ

ん。ふたりはペンキ屋気取りでいろんなものを塗っ

て行く。さあ、大変なことになった…。 

9-151 
はれときどきぶたの

交通安全 
ﾋﾞﾃﾞｵ 15 

「はれときどきぶた」の交通安全映画。 

主人公・則安とその仲間たちが登場し、楽しく交通

ルールを学ぶ 

9-152 
はれときどきぶたの

地震用心日記 
ﾋﾞﾃﾞｵ 11 

「はれときどきぶた」の防災映画。 

主人公･則安とその仲間たちが登場し、日頃の防災訓

練の大切さや災害時の行動を分かり易く楽しく学

ぶ。 

9-153 

おじゃる丸 ちっち

ゃいものの大きなち

から 

ﾋﾞﾃﾞｵ 11 

「ちっちゃいものクラブ」の仲間たちとおじゃる丸

が、月光町の助け合いの大切さを学んでいくアニメ

ーション映画。 

9-155 
少年むくはとじゅう

物語 
ﾋﾞﾃﾞｵ 21 

腕白な少年が山の少女と出会い、自然の掟と生きる

ことの厳しい現実を体験しながら成長していく。椋

鳩十の少年時代を描いたアニメ。 
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9-157 赤いカーネーション ﾋﾞﾃﾞｵ 10 

昔のイギリスの話。煙突掃除の仕事をしているエド

は久しぶりに母に会うために、クッキーのプレゼン

トを買う。帰る途中にいろんな動物や人々と出会い、

プレゼントのクッキーはなくなってしまった。母の

日のプレゼントをなくしてしまったエドは道端に咲

く赤いカーネーションを摘んだ。母の日にまつわる

心温まるアニメ。 

9-159 
源吉じいさんと子ぎ

つね 
ﾋﾞﾃﾞｵ 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くアニメーション。 

9-160 
しっぱい いっぱい 

もいっかい 
ﾋﾞﾃﾞｵ 17 

失敗ばかりで悩んでいた子どもたちが、ある日失敗

を食べてくれるババルを探しに森へ…。そこで出会

ったバクさんに「もいっかいのタネ」と考える力や

勇気をもらう。やがて、子どもたちは、失敗をのり

こえる喜びを知る。 

9-161 一つの花 ﾋﾞﾃﾞｵ 23 

「ひとつだけちょうだい、オニギリ」ゆみ子は兵隊

として戦争へ行かねばならなくなった父にねだって

泣く。太平洋戦争の悲惨さ、食糧難による飢餓感を

描いて、平和と生命の尊さを訴えた作品。 

9-T１ 鬼の子とゆきうさぎ ﾋﾞﾃﾞｵ 22 

中学１年生が書いた愛のメルヘン。鬼の子と人間の

子ユキとの不思議な友情の中から、私たちが忘れて

いるやさしさや、おもいやりの心、家族のぬくもり

が、あたたかい感動として伝わってくる。 

9-T２ 
100 ばんめのサル 

（テーマ：国際平和） 
ﾋﾞﾃﾞｵ 17 

宇宙の中で一番美しい星、それは私たちが住む地球。

しかし地球はいま、核爆弾がいっぱいなのです。こ

の核爆弾がもし戦争に使われたら…。私たちのちっ

ちゃな力でも地球を救うことができるということを

「100 ばんめのサル」が教えてくれる国際平和記念作

品。 

9-T３ カワウソ親子の冒険 ﾋﾞﾃﾞｵ 19 

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。だれもが好きな小動物、カワウソ親子

の冒険を通して、生命の尊さ、友達の大切さ、親子

の強い絆を子どもたちに語りかける。 

9-T４ 
カワウソ親子の冒険 

（副音声・字幕付） 
ﾋﾞﾃﾞｵ 19 

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。だれもが好きな小動物、カワウソ親子

の冒険を通して、生命の尊さ、友達の大切さ、親子

の強い絆を子どもたちに語りかける。バリアフリー

対応作品。副音声・字幕スーパー付 

9-T５ 
るるるのるール 

（テーマ：環境） 
ﾋﾞﾃﾞｵ 16 

ある森の広場を舞台に、ファンタジーの要素を盛り

込みながら、さまざまな問題について共に考えなが

ら展開していく。「俺たちの心の中にゴミが溜まっ

ているな・・・」、「何で自然の掟を守らないのか

ね・・・」 

9-T６ 
お先にどうぞ  

  ありがとう 

（テーマ：交通安全） 

ﾋﾞﾃﾞｵ 14 

楽しくなければおぼえない！はるかちゃんの作文を

もとに子どもの視点から作られた交通安全アニメ。

交通安全ファミリー作品コンクール小学校低学年の

部入賞作品 

9-T７ がんばれスイミー ﾋﾞﾃﾞｵ 26 

小さい赤い魚たちが、大きい魚が恐ろしいからと、

ひっそり暮らす海の中。黒い魚のスイミーが工夫を

凝らした名案で、恐怖の魚があたふたと逃げていく。 

考えることの大切さ・実践する勇気を教えてくれる。 

9-T８ とべないホタル ﾋﾞﾃﾞｵ 17 

羽が縮んで生まれたために飛べないホタルと、彼を

励まし助け合う仲間のホタルたち。足が不自由で歩

くことのできない女の子のためにホタルを取りにや

って来た姉と弟。子どもたちとホタルのふれあいを

通して、やさしさと思いやりの大切さを描いた作品。 
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9-T９ 
火の海・大阪 

（テーマ：戦争平和） 
ﾋﾞﾃﾞｵ 20 

昭和２０年、大阪大空襲によって、多くの尊い命が

奪われた。空襲体験者の手記に基づくこの作品は、

戦争当時の出来事だけでなく、空襲で右腕を失った

主人公の少女が、戦後、障害を克服し力強く成長し

ていく姿も描いている。戦争の悲惨さと平和の尊さ

を大阪から世界に向けて訴える作品。 

9-T10 
サンタさんは大いそが

し 
ﾋﾞﾃﾞｵ 12 

またクリスマスの日がやってきます。サンタさんと

森の妖精たちは世界中の子どもたちのためにプレゼ

ントの木を育てます。夏の暑い日も冬の寒い日もそ

れはそれは大いそがし。 

9-T11 千年の約束 ﾋﾞﾃﾞｵ 16 

不思議な少女・美咲の屋敷を訪れた同級生のさらと

拓朗。彼らがそこで見たものは、千年前に豪族の国

を滅ぼしたという伝説の巨大猫だった。 

 

 


