
１６ミリ映画フィルム【アニメーション】
番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容

1
白黒

いたずら小熊 15 幼児～小
学生

　お茶目な小熊は弱い者いじめが得意。ある日いのししを怒ら
せて危うく殺されかけた時、逆に自分がいじめていた動物に助
けられ、やがて小熊もよい子になります。

2 うみひこ山ひこ 18 小学生～
一般

　「海さちひこ、山さちひこ」をもとにした物語。人間の生の姿と
それを取り巻く自然をおおらかに、新鮮に描いています。

3 かさじぞう 10 小学生～
一般

　雪の降る夕暮れ、お地蔵様が寒いからと笠をかぶせたおじい
さん。よいことをしたと喜ぶおばあさん。貧しくても心豊かに生き
る喜びと、ささやかな農民の願いが伝わってきます。

4 小鬼のまつり 16 幼児～小
学生

　かわいい小鬼立ちは、鬼のこのために村人から恐れられます
が、村の子供たちは、太鼓の上手な小鬼と祭囃子をはやしたく
てたまりません。子供たちの熱意で、小鬼の太鼓でにぎやかな
お祭りの日を迎えることができました。

8 北風のくれたテーブル
かけ

15 幼児～小
学生

　北風のおじさんからもらった「ごちそうを出すテーブルかけ」と
「金貨を出すヒツジ」を盗まれたハンス少年。今度は杖をもらっ
たが、何ができるのでしょう。

10
白黒

チビクロサンボの虎退
治

18 幼児～小
学生

　チビクロサンボが、新調の洋服でジャングルへ遊びに行って、
何もかも取られてしまいますが、虎の仲間げんかで全部取り返
したうえ、虎が溶けたバターでドーナツを作って食べるというお
話。

11 つるの恩返し 17 幼児～小
学生

　山道で、おじいさんがわなにかかったツルを助けてやります。
あるひつうとなのるむすめがおとずれ、家の手助けや美しい布
を織って恩返しするという、民話をもとにした物語。

12 ねずみの嫁入り 13 幼児～小
学生

　ねずみの両親は、一人娘に婿をと思い立ちます。太陽さん、
雲さん、風さん……と、世界で一番強くて立派な婿を探しまわっ
たあげく、見つけ出した婿は仲間のねずみだったというお話。

14 森の王様 15 幼児～小
学生

　森の王様になって以来、動物たちは貢ぎ物やいけにえを要求
されるので、生きた心地もありません。そんなある日、ゾウが現
れて、森の平和を取り戻してくれました。

15 わらしべ長者 18 幼児～小
学生

　わずか１本のわらを拾ったことから、次々に「大人の世界」との
対話を重ねる主人公「乙丸」が、野生の自然児から土に定着す
るまでの成長を、明るく表現します。

17 青い鳥 12 幼児～小
学生

　まっ白な雪につつまれたクリスマスイブの日、チルチルとミチ
ルを訪ねてきたおばあさんは、病気の娘のためにしあわせの青
い鳥を探してもらいたいと言います。

18 たぬきの恩返し 15 幼児～小
学生

　寒い雪の夜、和尚さんが助けた一匹のたぬきは、一生懸命に
和尚さんのために働きます。いじらしいたぬきの恩返しの物語
です。

19 泣いた赤おに 18 幼児～小
学生

　山奥の一軒家に、若い赤おにがたった一人で住んでいまし
た。やさしく素直な赤おには、人間たちの仲間になって、仲よく
暮らしたいと、いつも願っていました。赤おにの望みをかなえて
やるために、自分からすすんで悪者になる青おに…

20 みにくいあひるの子 20 幼児～小
学生

　アヒルの巣では、ひよこが次々に生まれます。一番後から生
まれた一羽は灰色をした子でした。お母さんは心配しましたが、
他のひよこたちと一緒に池にとびこみ、泳ぎも上手です。ある
日、巣を出て広い草原に迷い込んでしまいました。

21 ふしぎないど 18 幼児～小
学生

　働き者で気立てのよい妹娘と、意地悪で怠け者の姉娘。姉は
仕事を妹に押しつけ、母親の前では自分が働いたように見せか
け……

１６ミリ映画フィルム教材目録



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
22 おじいさんと不思議な

おくりもの
16 幼児～小

学生
　寒い冬の日、村に忽然と現れた不思議な３人の旅人が、自分
たちに親切にしてくれたお百姓のおじいさんに贈った、三つの袋
から出てくるものは……

23 動物村の消防士 20 幼児～小
学生

　トンマなことばかりするトンマーさんは、コタツの代わりにヘ
ヤードライヤーを寝床に入れたものですから、ひとたまりもあり
ません。平和だった動物村も、近頃は火事続き、消防士のウー
ボーさんは毎日大忙し。新しい電気器具の使い方を知らないか
らです。【防災教育】

24 こどものしつけ 14 成人 　赤ちゃんがだんだん育っていく各期の特徴をおさえ、それに応
じたしつけの心構えをアニメーションで具体的な例を示している
ので、子育てについての話し合いに便利です。【家庭教育】

25 ジャックと豆の木 10 幼児～小
学生

　ジャックが大切な牛と交換した魔法の豆は、一晩のうちに大き
く育ち、つるは天まで伸びていきました。ジャックが上っていく
と、雲の上には人食い巨人の城がありました。そこには盗んだ
宝物がいっぱい！

26 パンダちゃんの　　交
通安全

10 幼児～小
学生

　交通ルールを何も知らない２頭のパンダは、いろいろと危険な
目にも会います。この映画は、子供たちが親しみをもって、交通
の決まりを理解することを願って作られた作品です。【交通安全
教育】

27 にんぎょひめ 20 幼児～小
学生

　自分の命にもかえてひたすら王子を愛する人魚姫の姿を通し
て、清らかな心の尊さを感じさせるアンデルセン童話の人形劇
アニメーションです。

28 マッチ売りの少女 21 幼児～小
学生

　雪がしんしんと降っています。今日はクリスマスイブ、どこの家
も楽しそうです。一人の少女が「マッチを買ってください」と声を
かけていますが……。世界中の子どもが知っている感動の物
語。

29 花のき村の盗人たち 26 小学生一
般

　花のき村という平和でのんびりした村の、むかしむかしのお
話。花祭りの日４人の手下を連れて熊太郎という泥棒の親分が
やってきました。人を信じ、人に信じられることの素晴らしさ、人
間本来の心の美しさをアニメーションと音楽で綴ります。【心の
教育】

30 みなしごハッチ 27 幼児～小
学生

　ミツバチの孤児ハッチが、厳しい世の現実と闘いながら、まだ
見ぬまぶたの母に会える日を信じて、自ら生きる道を切り開い
ていくたくましい姿を描いていきます。

31 さるかに 19 幼児～小
学生

　私たちの祖先の夢と願いがこめられたむかしばなしの世界を
呼び起こし、豊かな情操と創造の芽を育てます。

32 しあわせ王子 19 幼児～小
学生

　弱い人や不幸な人々への親切、思いやりとともに、現代人が
忘れ去った自己犠牲の美しさ、尊さをうたいあげたオスカー・ワ
イルド原作のアニメーション。

33 かぐや姫 11 幼児～小
学生

　むかしむかし、おじいさんが竹の中から見つけた小さなかわい
い女の子。やがて美しいかぐや姫になると、都の若者たちがお
嫁さんになってほしいとやってきます。そして、ある満月の夜、
月からの使いが……

34 花咲じいさん 11 幼児～小
学生

　裏の畑でポチがなく、正直じいさん掘ったらば、大判小判がザ
クザクザクザク。いじわるじいさんポチ借りて、裏の畑を掘ったら
ば……　というむかしばなしのアニメーション。

35 彦一とんちばなし 18 幼児～小
学生

　「どうじゃ、この秤であの大男の目方をはかっていただきたい。
無理は承知じゃ！」彦一のものにこだわらない自由な発想と行
動が繰り広げる、奇想天外な力比べ、知恵比べ。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
36 火事と子馬 22 幼児～小

学生
　吉の家で子馬のシロが生まれました。シロは何日たっても立
ち上がれないので、大人たちは今のうちに殺した方がよいとい
います。吉は馬小屋に寝泊まりして介抱します。草原で仲良し
のハルとにんじんを手に「さあ立つんだ。殺されてしまうぞ！」そ
の夜、火事になり、ハルは火の中。その時、白い子馬が駆けて
きて火の中へ……

38 大工と鬼ろく 11 幼児～小
学生

　昔あるところに、たいそう流れの速い川があって、何度橋をか
けても流されてしまいました。名人の大工も困っているとき、大
きな鬼が現れ、お前の目玉をよこせば橋をかけてやろうと言い
ました。

39 ごんぎつね 21 小学生一
般

　俺がいたずらをしたばっかりに、兵十は病気のおっ母にウナ
ギを食べさせることができなかった。いたずら狐のごんは後悔
し、よいことをしようとするのですが……快い楽しさと深い感動
の物語。

40 七羽のカラス 20 幼児～小
学生

　魔法使いのお婆さんによって、カラスにされてしまった７人の
兄さんたちを知り、妹ニーナは捜しに行きます。森や海や星の
世界にまで旅を続けるニーナの優しい心と勇気の物語。

41 りんごの袋 21 幼児～小
学生

　ウサギは、子供たちのために取ってきたリンゴを他の動物た
ちに分けてしまいました。待っている子供たちを思って、嵐がき
そうな道を引き返します。リンゴの木の下にはこわい狼がいて
食われそうになりますが……

42 ドン・チャック物語 11 幼児～小
学生

　ザワザワ森のジャブジャブ川のほとりに住んでいるビーバー
の父子。ドン・アリストテレスとドン・チャック。いたずら盛りの
チャックと仲間たちとの友情が織りなす、ロマンと冒険の物語。

43 かさじぞう 10 幼児～小
学生

　貧しいおじいさんとおばあさん。大みそかに町へ笠を売りに
行ったおじいさんは、雪の中のお地蔵さんに笠をみんなかぶせ
てあげました。餅も魚もない正月を迎えようというその晩……

44 交通安全だよドラえも
ん

16 幼児～小
学生

　何でもできるドラえもん。でも「絶対交通事故にあわない道具」
は出せません。それは、交通ルールを守るしかありません。子
供たちの人気者ドラえもんが、交通安全の基本をわかりやすく
教えてくれます。「道路では遊ばない」「道路への飛び出しはし
ない」「幼児と歩くときは必ず手を握って」など呼びかけます。
【交通安全教育】

45 にらめっくらの鬼瓦 11 幼児～小
学生

　東山の瓦屋と西山の瓦屋は、お互いに自分の瓦が一番だと
けんかばかりしています。そこで、仲良しの二人の子供たちが、
一計を案じてやったことは？　とても愉快な物語。

46 山の小僧 11 幼児～小
学生

　お寺のもらわれっ子であばれん坊の金太郎と、泣き虫の一郎
とのほのぼのとした友情を、山の小学校を舞台に描きます。情
操教育にふさわしい作品。

47 トムソーヤの冒険 27 幼児～小
学生

　アメリカのミズーリ州のミシシッピー川に面した小さな町が舞
台です。あらけずりで乱暴者、茶目っ気があり、美しい心の持ち
主のトム少年の夢と冒険に満ちた物語です。

48 銀河鉄道９９９
～夜のない街～

25 幼児小学
生中学生
一般

　銀河超特急９９９は、だれもが不滅の機械化人間になれる惑
星に停車するといいます。星野鉄郎は謎の美少女メーテルと共
に、不滅の機械の体を求めて旅立ちます。その星には、二つの
月と美しい湖が一つあります。メーテルがシャワーを使っている
間に、鉄郎はホテルを抜け出します。ロビーにも街にも、人っ子
一人いない不思議な夜の街でした。歩いていくと突然「完全睡
眠法違反で逮捕する」と追跡され、結局、捕まってしましますが
……。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
49 おば捨て山の月 21 幼児～小

学生
　むかし、お年寄りが大嫌いな殿様がいて、老人をみんな島流
しにしてしまいました。母と別れなければならなくなった与作は、
一計を案じました。おば捨て伝説をもとに、親が子を思い、子が
親を思う心の美しさ、お年寄りを大切にする気持ちの尊さを明る
く描きます。

50 杜子春 21 小学生中
学生一般

　唐の都洛陽に一人の若者、杜子春がぼんやり座り込んでいま
した。一人の老人がやってきて……貧乏人から大金持ちへ、大
金持ちから貧乏人へ、そして峨眉山や地獄での厳しい修行。
数々の試練を経て、「正直に暮らしていくことがいかに大切か」
を悟っていくヒューマニズムを基調に描かれた作品です。

51 一寸法師 14 幼児～小
学生

　むかしむかし、日本の国を悪い鬼どもが荒らし回っている頃の
お話。おじいさんとおばあさんは、鬼に負けない強い子供がほし
いと思いましたが、生まれたのは小さな一寸法師です。やがて、
都へ修行に行き、お屋敷のお姫様と仲良しになりました。お姫
様のお供をしての帰り道、鬼を退治します。

52 安寿と厨子王 31 小学生～
中学生

　母子３人で、筑紫の国へ父を訪ねて行く途中、母は佐渡へ、
安寿と厨子王は丹後の人買いに買い取られました。母と子、姉
と弟の深い愛情を悲しくも美しく描きました。

53 花さき山 18 幼児～小
学生

　むかしむかし、東北のある山里のお話です。貧しい農家の娘
のあやは、祭のごちそうの山菜を採りに行き、道に迷ってしまい
ました。あたり一面、花が咲いている不思議な場所にたどり着き
ました。そこには、あやのことを何でも知っている山姥がいまし
た。

54 走れメロス 20 小学生～
中学生一
般

　メロスは結婚衣装が届くのを待っている妹のことを考え、死刑
を一日延ばしてほしいと願い出ましたが、許されませんでした。
友人のフレンドが身代わりを申し出ました。お互いに信頼し行動
する二人の美しい友情の物語。

55 おこんじょうるり 25 小学生中
学生一般

　厄払いの婆さんに代わって、きつねのおこんが浄瑠璃をうな
ると病気が治ります。さびしい婆さんとおこんの間に芽生えたほ
のぼのとした心の交わりを描く創作童話。婆さんとおこんの生き
る努力と助け合いがせつせつと描かれ、素朴な感動を目覚めさ
せてくれます。

56 がんばれ！子象の交
通安全　パトロール隊

17 幼児～小
学生

　ぼくは、母さん象が交通事故で大ケガをしたのを見て、今、あ
の夕陽に誓ったんだ！もう二度とこんな事故をおこさないよう
に、みんなの大切な命を交通事故から守るために！交通安全
パトロール隊に入隊し、活躍します。【交通安全教育】

57 よわむし太郎 15 幼児～小
学生

　むかし、よわむし太郎とよばれる若者が、白鳥の飛んでくる池
の近くに住んでいました。殿様が、子供たちの大事な白鳥を弓
で射ようとしたとき、村人はだれ一人諫めることができませんで
した。その時、自分の命をかけて白鳥を助けようとしたよわむし
太郎の感動の物語です。

58 アリとキリギリス 12 幼児～小
学生

　暑い夏の日、冬の支度のためにせっせと働くアリさんと、それ
を馬鹿にしながら遊んでばかりいるキリギリスさん。楽しい夏が
終わり、秋も過ぎて冬になると……

59 コアラちゃんの消防隊 11 幼児～小
学生

　コアラちゃん兄妹が動物村の消防隊員になって大活躍しま
す。子供たちに、ちょっとした火の不始末が大きな災害につなが
ることを訴え、防災の大切さを理解させます。【防災教育】

60 母をたずねて三千里 29 幼児～小
学生

　母をたずねて、イタリアからアルゼンチンに渡り、三千里
（12,000㎞）もの旅を続けたマルコ少年。多くの人々の温かい心
や、母と再会するまで頑張りぬいた家族愛の尊さを感動的に描
きます。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
61 べっかんこ鬼 24 幼児～小

学生
　むかしフエフキ峠に、一匹の特別おかしな顔をした鬼が住ん
でいました。ふとしたことから鬼は、目が見えないユキを山奥の
小屋に連れてかえりました。どこかに共通した心のやさしさをも
つ二人。べっかんこ鬼は、ユキの目が見えるようにしたいと願い
ました。

62 家なき子 23 幼児～小
学生

　捨て子のレミ少年と旅芸人のおじいさんは、貧しさ、苦しさに
負けないたくましさと勇気をもって生活していました。この作品
は、二人を取りまく人々の善意と思いやりを感動的に描きまし
た。

63 やまあらしがやってき
た

10 幼児 　動物たちが暮らしている平和な森に、狼や黒豹もかなわない、
乱暴者のやまあらしがやって来ました。森のボス、ゴンは、森一
番の臆病者モグラのモンベエにやまあらし退治を命令しました。
モンベエは途方にくれましたが、やまあらしの弱点を一カ所だけ
見つけました……。

64 おこりじぞう 27 小学生～
中学生一
般

　８月６日はひろちゃんの六つの誕生日。時計の針が８時１５分
をさした。その時、ピカッとものすごい光と大爆発。「みず、お母
さんみず、みずちょうだい」ひろちゃんは、大好きなにこにこ顔の
おじぞうさんに取りすがるのでした。

65 草原の子テングリ 21 幼児～小
学生

　テングリと仔牛のタルタルは大の仲良しでしたが、村に食べ物
がなくなる冬、テングリは危険を感じてタルタルを逃がしました。
何年かたったある日、金のつのをもった牛に率いられた、牛の
群れの話を聞きました。テングリたちは牛を捕まえに出発し、成
長したタルタンに再会しました。喜んだタルタンは、テングリに動
物と人間が争わなくてもよい方法を教えました。

66 王様はだれ 10 幼児 　動物の運動会では、全種目に負けてしまったライオン君でした
が、森が火事になって、だれも助けに行けないとき、猛然と火の
中へ……。いざというとき知恵と勇気をもってみんなのために尽
くすことができる者が王様になれるのです。

67 みんなで作った虹の
つり橋

21 幼児～小
学生

　森で暮らすくまのゴン太くん、りすのチョロ松くん、ウサギの
ピョン子ちゃん、きつねのコン吉くんたちが森の中へ迷い込んで
しまいます。やっと脱出すると、目の前に美しい「虹の広場」が
ありました。動物たちがくりひろげる出来事を通して、物やお金
の大切さ、働くことの尊さを訴えます。

68 キャプテン翼の交通安
全

14 幼児～小
学生

　道路でサッカー遊びをしている男の子３人を見かけた翼は、
「道路でサッカーをしては危ないよ」と注意しました。あこがれの
人に注意された３人は、照れて駆け出しました。そこへ自動車
が！運転手は急ブレーキ、翼は反射的にダイビングをしまし
た。【交通安全教育】

69 白いサメ 30 小学生～
中学生

　西南七島の漁師は、原始的なサメ狩りで生活していました。少
年漁師がサメに出会い１人が襲われました。海の魔王と呼ばれ
る白い大ザメの東部に、むかし少年の父が打ち込んだ銛が残さ
れていました。愛と感動の動物アニメーション映画。

70 スノーマン 26 幼児～小
学生

　朝、目を覚ますと雪が降っていました。ぼくは嬉しくなって外へ
飛び出したんだ！一面の銀世界です。さあ何をして遊ぼうか
な、雪投げ？ソリ遊び？そうだ、スノーマンを作ろう！その夜、
スノーマンが遊びに来ました。

71 ナイチンゲール物語 20 小学生～
中学生

　「看護婦の母」と讃えられ、看護婦組織の確立や看護婦の養
成に力を尽くしたナイチンゲール。少女期から看護婦として自立
する決心をし、クリミア戦争で活躍するまでの前半期に焦点を
あてた、少年少女にも親しみやすい内容です。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
72 いたちのこもりうた 19 幼児～小

学生
　むかし、ある長者の家にきれいな一人娘が、大事に大事に育
てられていました。村の子供たちとも遊べず、広い庭の木の下
で人形に子守歌を歌って遊んでいました。いつも女の子を見
守っていた一匹のいたちと仲良しになりました。

73 またあえるねツバメ君 24 幼児～小
学生

　岩ツバメのロックが春になって元の家に戻ってみると、そこに
はスズメのキッチが住み着いていました。追い出すのも気の毒
になりロックはキッチと一緒に住むことにしました。二人は仲良く
楽しい夏を過ごしますが、秋が近付きロックの体はだんだん
弱ってきました。

74 ビルマの竪琴 43 小学生～
中学生一
般

　ビルマ戦線を敗走する日本軍のなかに、合唱が得意な小部
隊がありました。その中の水島上等兵は竪琴の名人です。彼
は、戦場に散った同胞を弔うため、ビルマの地、ジャングルに残
る決心をしました。

75 こぎつねコンと　こだ
ぬきポン

21 幼児～小
学生

　親同士は互いに嫌いあっていても、子ぎつねのコンと子だぬ
きのポンは友達になってしまいます。ユーモラスでちょっとハラ
ハラ、温かくやさしい物語を通じて、友達を持つことの楽しさを訴
えます。

76 化けくらべ 21 幼児～小
学生

　むかし、在るところに「ごんべえだぬき」と「へらこいぎつね」が
いました。あるひ、へらこいぎつねが「化けくらべ」をしようと言っ
てきました。何に化けようかとたぬきたちは、みんなを集めて相
談しました。楽しさとともに心を育てる民話として作られた作品
です。

77 夏服の少女たち 21 小学生～
中学生一
般

　昭和２０年８月６日、広島の空でさく裂した原爆は、２０万人の
命を奪いました。旧県立第一高等女学校一年生が学徒動員先
で被爆、全員亡くなりました。彼女らが残したものはボロボロの
燃え尽きた、あこがれの女学校の夏服だけでした。【平和教育】

78 おにたのぼうし 18 幼児～小
学生

　まこと君の家の物置の天井に、おにたというとても気のいい小
さな黒鬼が住み始めました。おにたはだれにも気づかれないよ
うに雨が降ってくれば洗濯物を取り込んだり、なくしたビー玉を
見つけ出したりしました。おにたにとっていやな節分がやってき
ました。恐怖のあまり逃げ出しました。

79 山に輝くガイド犬平治
号

28 小学生～
中学生一
般

　ある日、登山口の長者原に、汚れた子犬がうろついていまし
た。地元の人たちは、温泉のお湯で傷を治してやり、平治岳に
ちなんで「平治」と名付けました。山を愛した人間と犬との心あ
たたまる感動の物語です。

80 プーさんとはちみつ 30 幼児～小
学生

　ハチミツの大好きなプーさんは、ミツバチの後をつけて巣のあ
る木を見つけましたが、ミツバチの大群にひどい目に会いまし
た。食事に招待されたプーさんは、ウサギのハチミツをお腹いっ
ぱい食べて、穴から出られなくなりました。さあたいへんです。

81 さようならカバくん 25 小学生～
中学生一
般

　昭和１８年、上野動物園でアメリカ軍の攻撃に備えて数多くの
動物たちが殺されました。同２０年３月１０日、アメリカ軍の攻撃
で東京の下町は焼け野原になりました。家を焼かれた大三郎た
ちは、上野動物園に避難しました。動物園には、カバの大太郎
と京子が仲良く暮らしていて、すぐに友達になりました。【平和教
育】

82 かちかちやま 12 幼児～小
学生

　むかしむかし、とってもひどいいたずらをするタヌキがいたそう
な……。　日本のおとぎ話のアニメーションです。

83 くまのおいしゃさん 23 幼児～小
学生

　くまのお父さんは、森のお医者さんです。森には、ウサギやタ
ヌキ、モグラやキツネなど仲良く暮らしていました。みんなの病
気やケガを治すため、どこにでも自転車で出かけていきます。く
まのおいしゃさんのやさしさや思いやりは、子供の美しい心情を
育みます。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
84 彦星と織姫～七夕の

話～
20 幼児～小

学生
　アルタイルは働き者で、子牛をだいじにし一生懸命働きます。
子牛の病気を心をこめて治そうとするアルタイルに、ある日突
然、子牛が人間の言葉で話しかけました。子供の心を豊かに広
げる動物アニメーション。

85 ふたりのタロウ 26 小学生～
中学生

　少年タロウが、江戸時代へタイムスリップして、身分制度の厳
しさを実際に体験し、差別されたり仲間はずれにされたりした
人々の心の痛みを理解していきます。その不合理さや人権を尊
重することの大切さを訴えます。【人権教育】

86 DRAGION　BALL　悟
空の交通安全

15 幼児～小
学生

　孫悟空、亀仙人、クリリンたちは、西の都に住むブルマの誕生
パーティに招かれました。愉快なキャラクターによって、交通
ルールを守ることなど交通安全の大切さを教えます。【交通安
全教育】

87 カバのポトマス 25 幼児～小
学生

　ポトマスは、人間の言葉を話す利口なカバ。マキとトシはその
ことを秘密にしています。　ある日、池に落ちた子供を助けたと
き、ポトマスは言葉を話してしましました。「動物とお話ししたい
な」という夢をかなえてくれたアニメーション。

88 子犬と子ねこの冒険
旅行

20 幼児～小
学生

　ある牧場にロンという番犬がいました。臆病で何もできないの
で追い出されてしまいました。森のミミズクさんに、強くなる方法
を教えてほしいとお願いしたら、「朝が一番早く来る国に行け
ば、だれでも強くなれる」と教えてくれました。番犬ロックと子猫
のミックの未知の冒険を描く動物アニメーション。

89 DRAGON　BALL　悟
空の消防隊

11 幼児～小
学生

　孫悟空、亀仙人、クリリンたちが、消防隊員になって大活躍を
します。チャオとパオズの姉弟が花火遊びをしてボヤ騒ぎ。ちょ
うど、休暇中の悟空消防隊員が通りかかって消しとめました。火
遊びの恐ろしさ、防災の大切さを考えます。【防災教育】

90 あしたぶたの日　　ぶ
たじかん

40 幼児～小
学生

　新聞記者になったつもりで「ほんと新聞」を書いて、神社の掲
示板に掲示したら、人を怒らせてしまいました。今度は、「うそ新
聞」に変えたらみんな喜んでくれるみたい。この先何が起きるの
でしょうか？

91 いじわる狐ランボーの
勇気

15 幼児～小
学生

　森の動物たちが遊んでいるところへ、子ぎつねのランボーが
やってきて、いたずらをはじめました。そこへ暴れ者の狼ドラゴ
ンが現れました。キキをかばったとき、ドラゴンに殴られ気絶し
てしまい、ドラゴンをやっつけた夢を見ました。

92 夢ものがたり
～落語「芝浜」より～

20 小学生～
中学生一
般

　魚屋の勝五郎は、朝早くから魚河岸へ買出しに出かけ、お得
意まわりをするのが商売です。大酒のみで、このところ半月も商
いに出ていません。「今夜食べるお米もないんだから」と起こさ
れて、しぶしぶ魚河岸へ出かけていきます。働くことの楽しさ、
家族の絆の美しさをユーモラスに描きます。

93 ホシガリ姫の冒険 20 幼児～小
学生

　わがままに育ち、贅沢になれてしまったカトリーヌ姫が、魔法
使いのマーサおばさんに懲らしめのため姿形を変えられてしま
い、貧しいジャンの家で暮らすうちに堅実な子供になっていく過
程を描きます。【金銭教育】

94 那須疎水物語 20 小学生一
般

　そのむかし、那須野が原開拓を実らせた疎水。命の水を遠く
から引く難工事にまつわる開拓村の人々の血と汗と涙の物語。
人の苦労を思いやる心を育むすばらしいアニメーション映画。
郷土の所以は。【学校教育】

95 小さなチャンピオン 9 幼児 　子鹿のモーリスは４歳。どうしても背が伸びません。これが
モーリスの悩みの種。一番苦労するのは食事です。年に一度、
鹿の仲間が全員集まって、チャンピオンを決める日があります。
バルサムとモーリスは、協力して……。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
96 ミッキーマウスのたの

しいゆめ
9 幼児 　ミッキーマウスはベッドで本を読んでいましたが、そのうちいつ

の間にか、うとうとと眠ってしまいました。夢を見たミッキーは鏡
の中を抜けると、そこはもう夢の世界。ミッキーの体は、いつの
間にか小さくなって……。

97 ミッキーマウスのお化
け退治

9 幼児 　ミッキーマウスとドナルド・ダックとグーフィーは、退屈なので何
かおもしろいことはないかと、新聞広告に「どんなお化けでも
追っ払います」と出しました。退屈しているお化け屋敷のお化け
たちは、広告をみて電話をかけてきました。

98 ミッキーマウスの魔法
の帽子

9 幼児 　ミッキーマウスは、魔法を習おうと魔法使いの弟子になりまし
たが、雑用ばかりさせられて何も教えてもらえません。魔法使い
がひと休みしようと、帽子を置いて部屋を出て行きました。ミッ
キーは魔法をかけてみたくなり、今がチャンスと帽子をかぶりま
した。……

99 マリーベルの交通安
全

14 幼児～小
学生

　飛び出しの怖さや信号を守ることの大切さ、道路で遊ぶ危険
等について子供たちと一緒に考えます。マリーベルとその仲間
たちが、鬼ごっこをしています。追いかけられたマリーベルは、
つい道路へ。「危ない！」みんなは思わず目を閉じました。……
【交通安全教育】

100 ハチ公物語 18 小学生一
般

　ハチ公は、生まれてまもなく秋田から東京へやってきました。
ハチ公は、先生の布団におねしょをしたり、いたずらをしたりし
てますが、家族の一員になりきっていました。ハチ公の日課は、
先生を渋谷駅まで送り迎えすることです。ある日、渋谷駅で…
…。

101 一休さん 12 幼児 　視聴覚、情操教育の新作アニメ日本のおとぎ話<関連８２>と
んとんとんちの一休さん。今日も得意のとんちで大活躍。

102 わすれるもんか 40 小学生～
中学生一
般

　雪の降りしきるクリスマスイブに開かれたギター演奏会を舞台
にした話。目の不自由な正彦がギターを演奏するようになった
のは、子供の頃の幼稚園の先生との思い出からでした。正彦の
ためにみんなが遊んでいる様子を実況放送したり、たくさんの
歌を教えてくれた杉本先生。会場には新聞で知った先生と息子
の姿がありました。【人権教育】

103 こぎつねのおくりもの 30 小学生一
般

　おばあさんと３匹の子ぎつねのほのぼのとした、あたたかい感
動のアニメーション映画。峠に住むいたずらな３匹の子ぎつね
は、お父さんから化け方を教わりました。ある日、茶店のおばあ
さんが、木の葉を拾いに来ると、一つだったお地蔵様の横にか
わいいお地蔵様が三つ並んでいます。戦争で亡くした息子に
そっくりだったので毎日お団子をお供えし、楽しそうにむかしの
ことを語ってくれるのです。

104 ミッキーマウスとプ
ルート

10 幼児 　ゆかいな笑いがいっぱい！ミッキーがいつもかわいがってい
る子猫ちゃんが、深井戸に落ちたのでさあ大変だ。プルートは
日頃のうらみも忘れて勇敢に助けます。

105 福は内！鬼は外！ 11 幼児～小
学生

　なぜ節分に豆をまくか知っていますか？　いたずら小鬼の面
白いお話。　むかし、ある山里の村に不思議な出来事が起こり
ましたが、原因がわかりません。ある日、子供たちが納屋で小
鬼を見つけてビックリ。村人たちが相談しているところへ旅の僧
が来て、鬼を追い払う秘策を教えてくれました。楽しく夢のある
話を通して、その行事や祭の意味を教えてくれます。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
106 お母さんと学ぶ交通

安全
15 幼児

保護者
　交通事故から子供を守るためには、母親の教育と協力が必要
です。最も多い飛び出し事故を防ぐためには、幼児の特性を知
り、何が危険かを具体的に繰り返し教えることが大切です。この
映画は、母親が子供と一緒に楽しみながら交通安全を考えられ
るよう、テレビの人気キャラクターを使って制作されています。
【交通安全教育】

107 いっすんぼうし 12 幼児 　小さな小さなスーパーヒーローいっすんぼうしの大冒険。むか
しむかしある里に、子供のいない夫婦が住んでいました。ある
日、願いがかなって小さな小さな男の子がさずかりました。いっ
すんぼうしと名付けて可愛がって育てました。

108 天狗の羽うちわ 12 幼児 　バクチ好きの男が、ドンブリ鉢にサイコロを入れて遊んでいる
と、突然空からてんぐ様が降りてきました。てんぐ様は「そのサ
イコロをかしてくれんかの～」と言って、不思議な羽うちわをかし
てくれました。さて？

109 へんてこなボランティ
ア

46 青少年一
般

　一人暮らしのお年寄りと中学生の、深くさわやかな交流を描
き、社会と人間の在り方を問いかけます。中学生とおばあちゃ
んとのふれあいは楽しいボランティア活動となり、中学生自身が
成長するきっかけとなります。ボランティア活動をしたはずの中
学生は、逆に学び教えられました。ボランティアとは、共に生き
共に体験し、共に喜び合うことを中学生の目を通して教えられ
ます。【人権教育】

110 ぼくのじしんえにっき 23 小学生 　突然すごい地震が起こって、ぼくの町はメチャメチャになりまし
た！　地震体験をもたない子ども達に、映像を通してその悲惨
さを理解させ、万一の災害に備えて、非常の場合の心構えと、
非常用品の準備の必要性を気付かせ、その実践へのきっかけ
となるように構成されています。【防災教育】

111 ひろしまのエノキ 24 小学生一
般

　被爆したエノキを守り続ける子供たち。平和と命の尊さを描く
感動のアニメーションです。　昭和５４年早春。広島市其町小５
年３組桑野学級。原爆に焼かれて生き残った記念の樹木が、河
川工事で切り倒されたという先生のお話をめぐって、子供たち
が議論しています。「ピカにだって負けなかったんだもの……」
エノキを励ましながら。【平和教育】

112 ミッキーマウスのキャ
ンピングカー

9 幼児 　ヒャー。大変だ！キャンピングカーはミッキー、ドナルドをのせ
て坂道を猛スピード。　ハラハラ、ドキドキの爆笑編！よく晴れ
た日曜日、どこか遠くへキャンピングカーで旅行することになり
いよいよ出発。車の運転はグーフィ。

113 忍たま乱太郎 25 幼児～小
学生

　「落第忍者　乱太郎」をアニメ化したものです。１９８６年に朝日
小学生新聞で連載が開始されると同時に、子供たちから多くの
支持を得ている人気作品です。独特のユーモア・センスにあふ
れ、時代物でありながら現代の子供たちの気持ちをうまくつか
み、厳しい特訓修行あり暖かな友情・団結ありの学園ドラマ図と
して高い評価を受けています。

114 金色のあしあと 28 小学生 　子ギツネを救い出そうと、あの手この手を駆使して挑戦する親
ギツネの限りない愛。少年の目に、どのように映ったでしょう
か！！　家の手伝いの人が山でつかまえてきた子ギツネが正
太郎には気がかりです。子ギツネは餌を食べません。スズメが
とまっても横たわったまま動きません。死んでしまったかと思っ
て、正太郎がさわろうとしたとたん！噛みつきました。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
115 金色のクジラ 28 小学生～

中学生
　白血病の小さな弟をはげます兄のツトム。家族愛と友情の賛
歌。白血病の弟のために自分の骨髄をさし出したツトム君の愛
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あげ
ています。　「待ってろよ！今助けてやるからな！」弟の命を救う
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
いきます。【家族愛】

116 芽吹き 41 小学生中
学生高校
生

　境内で剣道の練習をしていた高校生の剛と倉田は、顔にあざ
があるために、いじめられていた小学生の典子を助けたことか
ら、おばあちゃんと出会います。おばあちゃんは庭のすみにあ
るケヤキの切り株のことについて話します。ケヤキの若芽に希
望の光を見た老婆と高校生。いじめられっ子の優しい心がすば
らしい結末に導いていきます。【人権教育】

117 注文の多い料理店 23 小学生～
中学生

　仲のよい紳士が、二匹の犬を連れ猟に出かけました。あまり
の山奥なので、道に迷ってしまいました。案内人ともはぐれてし
まい、犬も泡を吹いて死んでしまいました。お腹がすき過ぎて横
腹まで痛くなってきました。　その時、一軒の西洋料理店「山猫
軒」という看板を見つけました。

118 きんたろう 12 幼児 　小さな小さなスーパーヒーロー。　気は優しくて力持ち。足柄山
のきんたろう！　どんな活躍をするのでしょう。

119 ロビンソン・クルーソー
無人島の冒険

40 小学生～
中学生

　１７１９年にディフォーによって発表された「ロビンソン漂流記」
は、少年少女小説の傑作の一つです。　この小説のストーリー
を、無人島でのサバイバルの様子や、他国人であるフライデー
との出会いと交流を中心に、現代の子供たちにも、理解のし易
い形に再構成しました。大自然の中で知恵と勇気を奪って努力
し、次第にたくましく成長していくロビンソンの姿を、浮かび上が
らせようとしたものです。

120 地球が危ない 15 小学生中
学生一般

　空が汚れ、大地が汚れ、海が汚れていきます。かけがえのな
い私たちの地球をこれ以上傷つけないで！このアニメでは、な
ぜ地球が危機を迎えているのかがやさしく描かれ、地球環境を
守ることの大事さを教えてくれます。私たちの手で地球を救うた
めに、私たちにできること、しなければならないことをみんなで
いっしょに考えてみます。【環境教育】

121 できるもん　ひとり
で！

15 幼児 　毎日みんなが使うトイレに関心を持たせ、トイレを気持ちよく使
うことの大切さに気づかせながら、人や物に対する思いやり、そ
して自分のことは自分でしようとする「自立心」を育てることをね
らいとしています。【幼児教育】

122 忍たま乱太郎の交通
安全

15 幼児～小
学生

　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、しんべえが現代の街で交通ルールのいろはを覚え
ていくストリーの中で、信号を守ることの大切さや横断歩道の正
しいわたり方などを学びます。【交通安全教育】

123 うかれバイオリン 20 幼児～小
学生

　イギリスの民話をもとにアニメーション化した映画。　不思議な
バイオリンで邪心を持った者を踊らせるところはユーモラスで痛
快です。主人公の思いやりや親切さと実直さに、子供たちは共
感を覚えることでしょう。

124 ミッキーマウスのメ
リークリスマス

26 幼児 　イギリスのチャールズ・ディケンズの原作「クリスマスキャロ
ル」をもとにウォルト・ディズニーが、世界の子供たちに「だれで
も心の中に優しさを持ち合わせている」ことを、自分の分身であ
るミッキーマウスやドナルドダックを使って、アニメーションで教
えている感動の名作です。

125 雪渡り 26 幼児 　宮沢賢治原作の童話をアニメーション化した作品です。　雪を
踏みしめ森の奥に進んでいく「四郎とかん」。目の前に現れた白
い子ギツネの紺三郎に、月夜の晩の幻灯会に誘われた二人。
さてどうなるでしょうか。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
126 ちびまる子ちゃんの交

通安全
13 幼　児小

学生
　まるちゃんは、友だちとの遊びや登校時など、毎日の生活の
中で、一つずつ交通安全の大切さに気づいていきます。この作
品では、交通安全の重要性を理解するとともに、まるちゃんと
いっしょに自然に交通ルールが身に付けられるように製作され
ています。【交通安全教育】

127 風船旅行で大冒険 21 幼児 　モグラのドリモグとハナモグは、子ザルのキチを連れ、空飛ぶ
風船（ゴンドラ）で大冒険に飛び立ちました。　この冒険物語を
通して、弱い者には力を貸し、助け、独り立ちできるように協力
する、優しい思いやりの心の大切さを訴える作品です。

128 がんばれスイミー 26 幼児～小
学生

　この作品は、オランダ生まれの絵本作家、レオ・レオニの原作
「スイミー」をもとに作られたオリジナル短編アニメーション映画
です。小さい赤い魚たちは、大きい魚が恐ろしいからと、穴の中
にひっそりと暮らしています。黒い魚のスイミーが工夫をこらし
た名案で、恐怖の魚が逃げていき、小さい魚たちが広い海の中
を思い切り泳げるようになりました。

129 大造じいさんと　　ガン 20 幼児～小
学生

　動物文学に新生面を開いた椋鳩十の代表作のアニメーション
化した映画作品です。　今年こそガンを捕まえようと、執念を燃
やす老狩人の大造じいさん。そして、ガンの仲間をひきいる誇り
高いガンの 頭領「残雪」。大造じいさんと残雪の知恵と力を尽く
した闘いと、闘いを通して生まれた心の触れ合いが感動的に描
かれています。

130 ミッキーマウスとゆか
いな仲間たち

10 幼児 　ウォルト・ディズニー作品。楽しい笑いがいっぱい！　楽しいク
リスマスが近づきました。ミッキーとプルートはクリスマスツリー
の飾り付けに夢中です。そこへクリスマスツリーに前から住んで
いた、チップとディールの二匹の子リスが飛び出して、飾り付け
たお菓子をしっけい。　さあ大変！ミッキーとプルートは・・・、楽
しいクリスマスが迎えられるでしょうか。

131 忍たま乱太郎の自転
車安全教室

16 小学生 　幼児・小学生からお年寄りまで、ＮＨＫ教育テレビで人気を集
めている落第忍者の乱太郎、きり丸、しんべえらが自転車に
乗って現代の街にタイムスリップ。三人は婦警さんから、危険の
多い都会の道路で、自転車の交通ルールや安全な自転車の走
行方法を教わることになりました。【交通安全教育】

132 よっちゃんの不思議な
クレヨン

22 幼児～小
学生

　よっちゃんは、おばあちゃんから不思議なクレヨンをもらいまし
た。このクレヨンが、いろいろな心を教えてくれます。○やさしい
心、○みんなのために奉仕する心、○ごめんねという反省の
心、○自分だけの間違った欲張りな心、○ありがとうと言う感謝
の心　優しいよちゃんと森の動物たちとの温かい生命の物語で
す。

133 ヘレンと共に
～アニー・サリバン～

20 幼児～小
学生

　目と、耳と、口が不自由な身で、世界中の身体障害者のため
に働いたヘレン・ケラー。アニー・サリバンは、ヘレンの少女時
代に家庭教師となり、以後、生涯に渡ってヘレンと共に歩み、そ
の活動を支え続けました。　サリバンが、ヘレンに光明をもたら
そうと、言葉を教えるために悪戦苦闘した家庭教師の時代を中
心に描き、目標実現のために希望と勇気をもって、くじけずに努
力することの大切さを訴えます。　ヘレンとサリバンの愛と希望
の物語です。

134 エジソン物語＜世界
の伝記シリーズ＞

19 幼児～小
学生中学
生

　世界の発明王エジソンの伝記物語。　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て描きながら、
「天才は１パーセントのひらめきと、９９パーセントの努力のたま
もの」と言った、彼の言葉のように、成功を導き出すには、努力
と探究心が、いかに大切かを浮かび上がらせた作品です。



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
135 ムカムカパラダイスお

母さんと学ぶ交通安
全

19 幼児～小
学生
母親

　交通事故から子どもを守るためには、身近にいる母親の教育
と協力が必要です。特に幼児に多い飛び出し事故を防ぐために
は、幼児の特性を知り、それぞれの場所で、何が危険かを具体
的に繰り返し教えることが大切です。この映画は、母親が子ども
と一緒に楽しみながら、交通安全を考えられるよう、テレビの人
気キャラクターを登場させて製作されています。【交通安全教
育】

136 鉢かづき姫 34 幼児～小
学生

　いじめにも負けない強い心を養う日本民話の感動の物語。河
内の国の役人の娘「初瀬」は、仏のおつげで鉢をかぶせられて
しまいました。そして、まわりから鉢かぶりといっていじめられ、
継母には屋敷から追い出されてしまいました。　こんな苦しみの
中で、心優しく陰ひなたなく働く初瀬にやがて幸せが……。【人
権教育】

137 ランボーのあぶないい
たずら

16 幼児～小
学生

　村一番の乱暴者ランボーは、村のみんなの嫌われ者です。立
ち入り禁止の立て札を無視して、深い穴の中に落ちてしまいま
した。片手のない子ザルのエンタは、仲間たちと力を合わせて
ランボーを助け出しました。いたずら者のランボーもみんなの親
切に恩返しにと、「おれだって・・・」と立ち上がった・・・。

138 ドナルドダックのゆか
いな農夫さん

8 幼児～小
学生

　ウォルト・ディズニー作品の楽しい映画です。牧場主のドナル
ドダックは、家畜の世話で大忙し。鼻歌歌いながらのミルクしぼ
りです。そこへ、ハエが飛んできて、さあ大変です。牛とハエとド
ナルドダックが入り乱れの大騒動です・・・。

139 忍たま乱太郎（パート
Ⅱ）

25 幼児～小
学生

　忍術学園の乱太郎・きり丸・しんべヱ３人組の楽しいお話。Ｎ
ＨＫ教育で放送され人気の高かった番組の内、２話を収録。
「風林火山の段」　「ジュンコとジュンイチの段」

140 ドナルドダックの朝ご
はん

8 幼児～小
学生

　ドナルドが朝ごはんのパンケーキを焼いています。リスのチッ
プとディールがそれを見つけました。なんとかパンケーキを手に
入れようとするチップとディール、さあ、ドナルドとチップたちとの
知恵くらべです。

141 赤ずきんちゃん　ちゃ
んとチェック

13 幼児～小
学生

　抵抗する力のない小さな子供たちをいかにして犯罪から守る
か。このアニメは「赤ずきん」のお話をベースに、犯罪者の接触
に対し、どうすれば危険を最小に押さえこめるのかをポイントに
整理して展開したものです。【防災教育】

142 とべないホタル 17 小学生 　羽がちぢんで生まれたために、飛べないホタルがいました。彼
を励まし、助ける仲間のホタルたち。足の不自由な妹のため
に、ホタル取りにやってきた姉と弟。ホタルと子供たちとのふれ
あいを通して、やせしさと思いやりの大切さを描いています。

143 忍たま乱太郎（パート
Ⅴ）

25 幼児～小
学生

　忍術学園の乱太郎・きり丸・しんべヱ３人組の楽しいお話。Ｎ
ＨＫ教育で放送され人気の高かった番組の内、２話を収録。「へ
ムヘムがいない！の段」　「へムヘムをかえせ！の段」

144 くまのおいしゃさん 23 幼児～小
学生

　くまのお父さんは、森のお医者さんです。森には、ウサギやタ
ヌキ、モグラやキツネなど仲良く暮らしていました。みんなの病
気やケガを治すため、どこにでも自転車で出かけていきます。く
まのおいしゃさんのやさしさや思いやりは、子供の美しい心情を
育みます。

145 源吉じいさんと子ぎつ
ね

18 幼児～小
学生

　一人暮らしのおじいさんと、柿を食べたいばかりに孫に化けた
子ぎつね。その出会いと別れが、美しい山村を舞台に描かれて
います。

146 忍たま乱太郎（パート
Ⅶ）

25 幼児～小
学生

　忍術学園の乱太郎・きり丸・しんべヱ３人組の楽しいお話。Ｎ
ＨＫ教育で放送され人気の高かった番組の内、２話を収録。「く
ノ一教室に潜入せよの段」　「しんべヱがいないの段」



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
147 るるるのるール 16 幼児～小

学生
　「天知る　地知る　我知る　人知る」この「四知」を基本テーマ
に、日常や環境のルールやモラルについてもう一度考えてみよ
うという物語。ひとつのゴミの不法投棄という「エゴ」を発端に巻
き起こる森の騒動を通して、小さな生き物たち、森を構成する自
然たち、人間の子供たちの行動や意見が描かれていきます。世
界をつかみやすく楽しい、箱庭的ファンタジーを題材に、環境教
育、モラル育成の一助として活用できます。【環境教育】

148 鬼の子とゆきうさぎ 22 幼児～小
学生

　鬼の子と人間の女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きます。中学１年生が書いた
愛の童話が原作になっています。

149 みんな友だち 15 幼児～小
学生

　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。

１６ミリ映画フィルム
番号 題　　　名 時間 対　象 内　　　　　　　容

34 小さな親切 21 成人 　小さな親切運動の一つの例として、日常生活の中の「親切」に
ついて描いています。（家庭教育）

98 家庭にユーモアを 30 成人 　夫、父からは、職場や社会での活動の疲労が重なることによ
り、どうしても笑いが消えがちです。笑いのたえない明るい温か
い家庭をつくるためには、妻、母がユーモアの精神を体得する
ことが必要であることを説きます。（家庭教育）

108
白黒

第三の人生 33 高齢者
成人

　創造と奉仕の中に喜びを見出し、老後を生き生きと送っている
高齢者たちの実際の生活を記録し、精神的健康が、肉体的健
康の大きな支えとなっていることを訴え、「高齢者の生き方」に
ついて示唆します。（生涯学習）

132 尾瀬の四季 29 青少年一
般

　湿原植物の宝庫「尾瀬」の雪解けから紅葉にいたるまでの、
四季折々の大自然の美しさを描いています。（学校教育）

139 民芸陶器 26 一般 　名匠浜田庄司氏の作品と工程を紹介しながら、益子焼のすぐ
れた伝統と美しさを描いています。

144 結城紬 26 一般 　紬の王座である結城紬。真綿から糸をつむぐのも、それを撚
るのも、また、本藍で染めるのも、さらにいざり機で織るのも、す
べて手仕事である。それらによって生み出される機械製品の及
ばない美を描いています。（学校教育）

151 老人の心をひらく 32 成人
高齢者

　高齢者の心の変化とその特性を描きつつ、お年寄りの人間性
回復のための愛情ある接し方を示し、高齢者の幸福のないとこ
ろに私たちのしあわせはないということを訴えています。（高齢
者福祉）

156 日本横断ぽんこつ旅
行

36 小学生一
般

　１台のオンボロトラックで御前崎から新湊まで引っ越し旅行を
することになった一家のユーモラスな旅を描きます。　少年は
色々な人に会い、人情の機微にもふれ、様々な日本の様子を
見ていきます。

181
白黒

王将 90 一般
高齢者

　吹けば飛ぶよな将棋の駒に、命を賭けて５０年。日本映画史
を飾る不朽の名作、ご存じ坂田三吉の物語です。（劇映画）

190
白黒

路傍の石 90 青少年成
人

　栃木県の生んだ文豪山本有三の小説を映画化した感動の名
作です。（劇映画）

194 老人と少年
～年輪は語る～

32 高齢者成
人

　冬休みを祖母のもとで暮らした少年の目を通して、指導者とし
てのお年寄りの姿を描くドラマです。（生涯学習）



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
206 お母さんとぼくの出発 42 家庭向 　子供に手がかからなくなって、看護婦に再就職し、人の役に

立ちたいと頑張る母。そして、姉とともに留守を守り、自立への
第一歩を踏み出していく少年。４人の家族が、心を通い合わせ
ながら愛のドラマを展開します。　　（心の教育）

215 おばあちゃんが帰って
きた

34 高齢者家
庭向

　子供のしつけをめぐって、年寄りと若い母親が対立することが
あります。孫娘のおばあちゃんに対する愛情を描きながら、祖
母と両親、特に姑と嫁の関係がいかに子供に影響を与えるか
問題を提起します。（家庭教育）

219 水戸黄門 90 高齢者一
般

　加賀百万石のお家騒動を知った「天下の副将軍」水戸黄門
が、助さん、格さんらをお供に、事件解決のために旅に出ます。
ニセ黄門の出現や難事件が続出し、波乱を含んで展開していき
ます。（劇映画）

234 止血・骨折・やけどの
手当

16 一般 　いざというときに役立ち，だれもが心得ておきたい救急法。止
血・骨折・やけどの応急手当のしかた，その留意点を医学上の
知識を加えながら，わかりやすく解説します。（応急手当法）

239 希望 35 小学生
一般

　ある日、都会の親子がひょっこり農家にやってきて、休みのた
びに息子をここで働かせてほしいと頼んだ。人間教育とは、親
子の絆とは…、現代社会の中で揺れ動く親の愛。父は息子に
人が生きる意味を体で問いかけます。（家庭教育）

284 かくれた偉者
～富田高慶～

26 中学生高
校生

　二宮尊徳に弟子入りし、尊徳の「御仕法」（行財政計画）を学
び、この「御仕法」で天明飢饉後の財政難に陥った相馬藩を甦
らせた富田高慶の人間像を追います。（その他）

307 夢かぎりなく
～わが子に豊かな体
験を～

31 成人 　一人暮らしのお年寄りと少年の心温まる交流を描いて、子供
を人間的に成長させるには興味や関心のあるものを通して豊
かな社会体験をさせ、それを温かく見守る包容力が必要である
ことを訴えます。（家庭教育）

309 学びあうこころ
～高齢化社会での生
き甲斐をもとめて～

32 成人
高齢者

　生涯学習の広まる中で、人々の学習行動は活発になってきて
います。ある一家に突然飛び込んできた、荒削りだが気のいい
青年と、お年寄りと、主婦とを中心としたかかわりあいを描きな
がら、互いに影響し合って変容していく人間形成の大切さに注
目すべきことを訴えます。（生涯学習）

314 たぬきのいる町 52 小学生
高齢者

　素朴な田舎町で、焼き物一筋に生きる頑固じいさんと、ものを
つくる喜びを知る子供たち。都会から来たトモコ、わんぱく少年
五郎と勉が、おじいさんと家族の心のすれ違いを救います。（心
の教育）

325 １６ミリフィルムと映写
機

21 成人 　講習を受けても、基本的な操作のミスでフィルムを破損するこ
とがあります。そのような破損の具体的な例、原因と防止策を
各種の映写機で解説し、利用者に注意を喚起していきます。
（社会教育）

328 エチオピアから　天使
がやって来た

35 青少年高
齢者

　物を大切にすることを信念とする老人とその家族、エチオピア
からやって来た女子留学生、そして老人の家族という三者のか
かわりあいの中に、物を大切にする心や他人に対する思いや
り、、生きることの喜びを描きます。　　（心の教育）

354 やさしさ 33 小学生成
人

　ハトのいる街の少女奈々の物語。奈々は、長い間ためたお小
遣いでジュウシマツを買い嬉しくて仕方ありません。そんなと
き、ちょっとした事件が起こりました。一人暮らしの老人と天真爛
漫な少女があやなす純愛物語です。 （心の教育）

367 家庭の防火と避難 18 一般
家庭向

　火災事故の死傷者の数が多く、中でも、老人や子供の死者が
大変増えてきています。住宅火災が発生した場合の初期消火と
避難の方法、宿泊旅館の火災時の避難の方法、心構え等を解
説します。（防災教育）



番号 題　　　名 分 対　象 内　　　　　　　容
382 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～

31 中学生高
校生一般

　広子の家は、３世代同居の６人家族。今度デンマークから留
学生のアンナがやってくることになりました。寝たきりのおばあ
ちゃんのことが気になっていました。「おばあちゃんはいつ起き
るの」「ずーっと寝たままなの」　デンマークでは「寝たきり」という
言葉はありません。福祉サービスなどの話を聞いていくうちに
「高齢者福祉」について考えていく広子。（福祉教育）

398 コント山田君と竹田君
の「お年寄りの交通安
全」

25 高齢者一
般

積極的に社会参加をする高齢者の方も増えています。一方、交
通事故も依然として後を絶ちません。コントコンビの愉快なやり
とりの中で、交通ルールと事故から身を守るための必要な行動
をわかりやすく描いています。（交通安全教育）

410 君の未来を開くために
～中学生と進路～

20 中学生教
職員

　中学生のだれしもが直面する進路問題。これをドラマ形式で
展開し、その重要性を生徒たちに気付かせ、意欲的に取り組ま
せるきっかけとなることを期待しています。（進路指導）

416 生涯学習で自立・共
生

27 成人
高齢者

　高齢者社会にむけて、生涯学習を仲立ちとして、このことと10
年間取り組み、今日では、2000人を上回る市民が生き生きとし
た日々を送っている清水市の清見潟（キヨミガタ）大学塾の事例
を描いています。（生涯学習）

417 学びあい・支えあい 21 青少年成
人

　生き甲斐や心の充実感を、生涯学習やボランティア活動に見
つけた人たちがいます。この映画は、そんな生き生きした姿、活
動ぶりを描いています。一人の小さな一歩が、それぞれの人生
だけでなく社会全体を豊かにしていきます。家庭、地域社会さら
には国境を越えて……（生涯学習）

420 泣いて笑って涙してポ
コァポコ

53 小学生中
学生一般

　大阪府松原市に住む、車いすの福井千佳子さんが、障害を持
ちながら空き缶を拾ってそれをお金に換え、そのお金でお年寄
りに車いすを５年間に100台も送った、心温まる実話の映画化で
す。千佳子さんの苦闘と努力を温かい励ましを交えて描き、明
るい社会をめざす感動的な作品です。（心の教育）

424 妹と私 45 小学生
成人
高齢者

　人が苦しんだり悲しんだりしているときに、相手の身になってと
もに悩み、援助の手を差し伸べようとする“思いやりの心”……
それは温かく、、明るい人間関係を作っていく上で、最も基本に
なるものの一つです。この映画は、思春期にさしかかった姉と、
祖母の耳をけがさせて苦しむその妹とのかかわりあいで、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描
いた作品です。　　（心の教育）

431 ひろし君と学ぶ　安全
な自転車の　乗り方

22 小学生 　子供たちにとって自転車は自分で運転する初めての乗り物で
す。未熟で交通ルールもよくわからない子供たち、特に小学生
が自転車の事故を起こしています。年齢が増すにしたがって、
自転車事故の割合が多くなっています。自転車事故を防ぐには
どうしたらいいのでしょうか。実際に起こった事故例から原因を
探っていきます。（交通安全教育）

436 水戸黄門のお年寄り
の交通安全

25 高齢者 　お年寄りの交通事故が増えています。特に、歩行中や自転車
走行中の時が多く、死亡率も高い。お年寄りの皆さんに、テレビ
で人気の「水戸黄門」を楽しむ感覚で交通安全を再度考えてい
ただきます。（交通安全教育）

442 ありがとう 20 小学生 　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。（心の教育）

444 走れタンコロ
ひかりのなかへ

49 小学生 　「江ノ電の運転手になりたい！」という長年の夢を、多くの人々
の援助で実現させた、ある心臓病の少年の実話をもとに、様々
な人々が少年の夢をかなえようと立ち上がり、手を携えて活動
する様子を描きながら「生命」の尊さや、互いに思いやり、いた
わり合うことの大切さなどを描く。（心の教育）


