教材コード

分類

タイトル

時間

内容
第１話 ； 「うしろのせきは、コワ
イ！」
歌が好き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
言い出したから、さあ大変！ 二人だけの放課
後
特訓が始まったのですが、当日
の朝、ミホちゃんは熱が出てし
まったのです。・・・・・。
第２話 ； 「ドッチボール対決」
ミホちゃんは朝の校庭で松本く
んにボールをぶつけられて
大
ショック！それを見たオチアイくんが松本くん
をやっつけて大
騒ぎに！
みんなはオチアイくんが悪いと
思っています。しかし、誰もそ
のことを言う人はいません。内気なミホちゃん
も言えません・・。
そこで、二
人はドッチボールで対決をすることになりまし
た。
＜原作；武田美
穂、カラーアニメーション、４６分＞

D10012
D14014

D14028

D15005

D17021

うしろのせきのオチ
道徳・国際理解 アイくん
0時間46分 ＜小学生（低・中学年）向き＞
福島に伝わる｢カッパ伝説｣をもとに創作され
た道徳教材。命，思いやり，無償の愛について
道徳・国際理解 かっぱのすりばち
0時間20分 の深く心に響く物語。
マリエッタが誕生日にもらった石をこする
と，なんと，弟が犬になっちゃった！様々な国
弟が犬になっちゃっ
際映画祭で最優秀賞を受賞した，ハートウォー
道徳・国際理解 た
1時間33分 ミングなお話。
２０１４年ノーベル平和賞を受賞したパキス
タンの少女マララさんの言葉や活動から、教育
を受ける権利を全ての人が享受できる社会の実
現について問いかける。
マララー教育を求め
道徳・国際理解 て闘う少女ー
0時間30分
「もしも万引きしたら自分や周囲がどのように
なるか、どういう心情になるか」を、主人公の
万引き・・・・
中学生の視点からのドラマで描く、万引き防止
道徳・国際理解 あなたは犯罪者にな
18分
教材です。万引きした結果、家族・友人関係が
りたいですか？
崩壊し、さらに万引き被害に遭ったお店にどれ
だけ被害をもたらすか、視聴者に気づかせま
す。

忍たま乱太郎
道徳・国際理解 がんばるしかないさ
シリーズ

D19006

30分
（3話）

第1巻「よいと思うことをおこなう」（10分）
野外活動で公園にでかけた忍たま三人組が、
困っている人を助けたり、行列でのマナー、ゴ
ミ捨てのルールなどを体験しながら学んでいき
ます。
第2巻「あたたかい心でしんせつにする」（10
分）
漁船から魚を受け取るというお使いに出発し
た忍たま三人組は、道中、老女や少年と出会
い、あたたかい心遣いや親切を学んでいきま
す。
第3巻「きまりを守って協力しあう」(10分)
約束事を忘れて、自分勝手に行動してしまう
忍たま三人組。食事当番となった日、とんだ失
敗をしてしまいますが、仲間たちの温かい協力
でおいしいカレーが完成します。

教材コード

分類

タイトル

時間

F69017

道徳・国際理解 婚前教育のすすめ

0時間40分

F70007

道徳・国際理解 明るい対応

0時間20分

F70014

あなたは非難できな
道徳・国際理解 い －連帯感－
0時間28分

F73014

道徳・国際理解 新しい友だち

0時間10分

F73022

道徳・国際理解 みちくさ

0時間14分

F74018

責任をもつってどう
道徳・国際理解 いうこと
0時間20分

F74036

道徳・国際理解 思いやり

F75031

生きがいについて－
中学生の生活と意見
道徳・国際理解 －
0時間21分

F75032

道徳・国際理解 しあわせの王子

F75033

思春期の男女交際の
道徳・国際理解 ために
0時間21分

F75034

道徳・国際理解 父の看病

0時間18分

F76035

道徳・国際理解 小さな勇気の物語

0時間39分

F76038

中学生－その愛と性
道徳・国際理解 －
0時間32分

F77006

道徳・国際理解 みんな友だち

F77010

生きがいについて－
中学生の生活と意見
道徳・国際理解 －
0時間21分

0時間30分

0時間21分

0時間21分

内容
とかく問題の起こりがちな男女の交際，純潔
と処女性の問題，婚前交際のあり方，結婚と遺
伝，結婚生活のトラブルなど，結婚に関する諸
問題をとりあげ，婚前教育の必要性をといてい
ます。
われわれが日常，職場や家庭で人の訪問をう
ける場合や商店での客との対応などの望ましい
態度について，実例をあげて解説しています。
連帯感の欠如について，ある街かどで起こっ
た交通事故を通してえがき，社会生活における
連帯感とはどのようなもので，それがいかに大
切であるかをえがいた教材です。
転校してきた友達をどのように迎えたらよい
かということを描きながら、みんなが仲良く助
け合っていく生活態度について考えさせようと
する教材です。
学校を出て家に着くまでの，ある一人の子供
の「みちくさ」とそれにまつわる出来事を見
せ，そこから子供自身に問題点をみつけさせ，
考えさせようとする作品です。
分担して学級新聞を編集したが，ある班の調
査がまとまらなかったために，新聞の発行がで
きなくなってしまいました。この出来事を通し
て，自由と責任という問題について考えさせよ
うとしています。
他人のことには無関心なとげとげしい世相
と，一人の少女の汚れない清純な行動を対比さ
せながら，連帯感に根ざす暖い心の貴さを，ゆ
たかな劇構成によって訴えています。
いろいろな意味で，重要な年頃である中学生
に視点を当て，彼等の悩みや不満，希望や理想
について生の声を多角的にとらえ，その生活と
意見を追求しながら，生きがいのある人生とそ
の生活態度について積極的に考えさせます。
弱い人々や不幸な人々への親切・同情ととも
に現代人の忘れ去った自己犠牲の美しさ，尊さ
をうたいあげています。子供の心にひそむ愛の
精神をゆり動かし，利害や打算を越えた真の同
情心と敬けんな心情を培う作品です。
異性への関心が高まる青年前期男女の交際を
描き，思春期における男女交際の意義や交際の
基本的態度，心構え等について考えさせ，望ま
しい男女交際を育てることをねらいとしていま
す。
出稼ぎに出ている父が大怪我をしたという知
らせを受け，山里から父の看病にかけつけた少
年が偶然のことから他の重病人を看護すること
になりました。何日かして，その人が父でない
ことが分かっても少年は心をこめて世話をし続
けるという感動的物語です。
この作品は，小さなあやまちをすなおに告白
しなかったために悩み苦しみながらも，担任教
師の暖かい目や級友の友情の中で自分の弱さに
うち克っていく一少年の小さな魂の成長が明る
く感動深く描かれています。
中学生が自我や性にめざめたころの考え方，
行動の一端をドラマで描き，比較的安易に危険
な行動に走りがちな子供たちを自制させるため
には，親，とくに父親の態度が大きく影響する
ということを示唆しています。
子供達が毎日の学校生活や遊びの中で巻き起
こすイザコザに視点を当てて描きながら，どん
な友達にも偏見を持たず，好き嫌いや利害で人
を差別することなく，仲良くするにはどうした
らよいかを考えさせる教材です。
いろいろな意味で，重要な年頃である中学生
に視点を当て，彼等の悩みや不満，希望や理想
について生の声を多角的にとらえ，その生活と
意見を追求しながら，生きがいのある人生とそ
の生活態度について積極的に考えさせる教材で
す。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
１．日本人の特にまちがいやすく，むずかし
いとされている発音。
２．外来語の言語学教授の助言を得ていま
す。
３．従来の動かない口型図を正確な動画で示
しています。
４．英語と日本語の発音の違いをはっきりと
指摘しています。

F77016

道徳・国際理解 英語の正しい発音

５．発音のしかたの比較が同時にできるよう
0時間16分 にしました。
１．登場人物の自己紹介から〔ｍ〕〔ｎ〕の
発音を実写。
２．やさしい練習問題が豊富。

F77017

F77022

F78010

F79016

F80020

F80023

F80040

F81020

F82024

F82029

続・英語の正しい発
３．外国人を出演させ，風俗，習慣なども見
道徳・国際理解 音
0時間18分 取れるようになっています。
性解放の時代だといわれている時代，しか
し，若い世代にとって，性の解放は大きな危険
性をはらんでいます。安易な性教育や，性道徳
若い性のカルテ－美
のおしつけではない，新しい愛と性の発見を世
しい性を育てるため
0時間42分 に訴えています。
道徳・国際理解 に－
ふとしたことから万年筆を借りっぱなしにし
てしまったドイツの少年が「これを返さなかっ
たら，単に自分だけの恥でなく，ドイツ全体の
恥じになる」と，名前すら分からない日本人に
道徳・国際理解 心に咲く花
0時間29分 返そうと努力する物語です。
算数が苦手なぼくの友達。でもぼうは友達か
ら勉強よりももっと大事なことを教わりまし
竹とんぼの空－とも
た。ほんとうの友情と助け合いのあり方とは…
道徳・国際理解 だち－
0時間25分 ………。
中学生の自然なありのままの姿を通して，彼
らに自分たちの求めるべき，より深く豊かな世
界について考えてもらうことをめざしていま
す。狭く一面的な，自分勝手な考えでなく，よ
り広く，より豊かな考え方によって生きていく
ことの大切さに気づいてほしいと願っての作品
道徳・国際理解 小さな握手
0時間20分 です。
毎日テレビに振り回されるボク，そんな姿を冷
やかに見つめるボクの分身の葛藤。同じような
悩みを持つ友だちと「テレビ同盟」を作るまで
テレビに泣かされた
の話を通じて，自律的な生活態度について考え
道徳・国際理解 ボク
0時間20分 させる。
読売つづり方コンク－ル入選作品「わたんべ
の心ぞう手術」を素材に映画化したものです。
「みんな仲良く」をクラスのモット－にしてい
る６年２組のクラスメ－トの心の交流を，心臓
わたんべとすばらし
手術という出来事を軸にうつくしくえがいてい
道徳・国際理解 い仲間
0時間40分 ます。
日常なにげない行動の中には，自己中心的な
考え方から相手のことをよく考えないため，人
を傷つけることも多くあります。こうした日ご
ろ起こりがちな行為を客観的に考えさせ，寛容
の心を培っていくことをねらいとした教材で
道徳・国際理解 すれちがい
0時間21分 す。
足をくじいてしまい，足の不自由な少年から
松葉づえを借りて無事家に帰ることができた少
年。一人の少年と障害を持つ少年との，ふとし
たふれあいをとおして，共に生きていくにはど
道徳・国際理解 松葉づえの少年
0時間18分 うしたらよいかを考えさせる教材です。
英語のつづりと発音には，いくつかの例外を
除いて規則性があります。英語のつづりと規則
Let's Study
性に着目して，ことばを発音するという。いわ
ゆるフォニックス方式の考え方でまとめたもの
English(1) －つづ
道徳・国際理解 りと発音－
0時間22分 です。

教材コード

分類

タイトル

時間

F83022

動物園にチンパン
ジー－村の掟をみた
0時間30分
道徳・国際理解 －

F83023

道徳・国際理解 翔べオオムラサキ

0時間49分

F84008

道徳・国際理解 白雪姫－協力－

0時間9分

F85007

やえちゃんとわたし
－わけへだてのない
0時間31分
道徳・国際理解 心－

F85013

中学生はどう生きる
道徳・国際理解 か
0時間19分

F86019

ありがとうが言えな
道徳・国際理解 い
0時間28分

F86021

やえちゃんとわたし
－わけへだてのない
道徳・国際理解 心－
0時間31分

F86022

道徳・国際理解 友情について

0時間20分

F86024

道徳・国際理解 愛と性の十字路

0時間32分

F86025

生きがいについて－
中学生の生活と意見
道徳・国際理解 －
0時間21分

F86026

思春期の男女交際の
道徳・国際理解 ために
0時間21分

F86027

働く青春－その愛と
道徳・国際理解 性と－
0時間38分

F86034
F86037

うれしかったびじん
道徳・国際理解 くらべ
0時間25分
道徳・国際理解 兄弟げんか
0時間15分

F86082

道徳・国際理解 思いやり

0時間30分

内容
チンパンジー社会にみるチームワークのすば
らしさ，礼儀正しさ，ボスの優しさにみちた指
導力などを，チンパンジーのユーモラスな生態
の中に描いています。
野生生物が少しずつ絶滅しつつある今，国蝶
オオムラサキをよみがえらせた谷次君の体験を
もとに，蝶の生態と小さな命の尊さをみつめな
がら，自然を愛する人間の真心を感動的に描い
ています。
家で言いつけられた仕事をいやいやながら
やってきたテイム少年に，フイルおじさん「白
雪姫」の話をしました。小人たちがちらかした
小屋を白雪姫が進んで掃除をはじめると森の動
物たちも手伝い，小屋はみるみるうちにきれい
になりました。
だれでも強い心をもちながら，いざというと
き，弱い心に負けてしまうことがあります。人
間には善い心をふるいたたせるための真の勇気
が必要です。この映画ではいじめる立場の子供
の心の変化を描き，真の勇気とは何かを考えさ
せる教材です。
中学生の無気力，無関心，シラケやイジメな
ど，彼等の心の中にある不安や悩み，願いなど
を描きながら中学生はどう生きていくべきか，
自主的自律的に自己を形成していくにはどうし
たらよいかということを，生き方の大切さとと
もに示唆しています。
少年が登校の途中に迷惑をかけ，それについ
て注意されたのに素直に謝れなかったことを
きっかけにして，日常生活の中で「あいさつ」
の本質をいかに理解し，子供をしつけるべきか
を考える教材です。
だれでも強い心をもちながら，いざというと
き，弱い心に負けてしまうことがあります。人
間には善い心をふるいたたせるための真の勇気
が必要です。この映画は，いじめる立場の子供
の心の変化を描き，真の勇気とは何かを考えさ
せる教材です。
友情に関するいくつかの金言を，エピソ－ド
をまじえながら紹介した教材です。真の友情と
いうものと，その重要性について考えさせよう
としいるます。
今日の性教育の課題である青年前期の男女と
大人たちが愛と性の問題をめぐって，どのよう
に共感し，理解し合えるかについて，ある高校
生の生き方を中心に考えたドラマです。
いろいろな意味で，重要な年頃である中学生
に視点を当て，彼等の悩みや不満，希望や理想
について生の声を多角的にとらえ，その生活と
意見を追求しながら，生きがいのある人生とそ
の生活態度について積極的に考えさせる教材で
す。
異性への関心が高まる青年前期男女の交際を
描き，思春期における男女交際の意義や交際の
基本的態度，心構え等について考えさせ，望ま
しい男女交際を育てる教材です。
本当の青春とは，愛とは，そしてそのあり方
とは，こうした問題について示唆している作品
です。
昭和５０年度全国つづり方コンク－ル低学年
の部第一位作品を映画化したものです。入学後
間もないある日，セイコは「おんなばんちょ
う」のあだなをつけられます。「そんなあだな
いやだ！」と思う心の動きと行動が生き生きと
描かれています。
プレスなし
他人のことには無関心なとげとげしい世相
と，一人の少女の汚れない清純な行動を対比さ
せながら，連帯感に根ざす暖い心の貴さを，ゆ
たかな劇構成によって訴えています。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
遠足に行ったら，弁当を分けあうことに由紀
は友達と固い約束をしたのだが，今はリンゴと
り入れの真最中。母に代わって買い物にでかけ
たが，売り切れだったり，店が休みだったり。
こうした中で母が作ってくれた卵焼き弁当をも
とに由紀は家族愛に目覚めていく様子を描いた
物語です。
「おはようございます。」やっといえた一言
で，少女が味わったさわやかさ。この一言が，
見知らぬ人とのコミュニケ－ションを広げてい
く大切さを訴えています。
都市でも，農山村でも，ごく普通に見られる
祭りのだしのはやしを大切に保存しようとする
話です。はじめ，気乗りのしない主人公の良子
と弘美が家族や村人の強い郷土愛に打たれ，次
第に自分達も伝統を守っていかねばならないと
いう責任感を持つにいたるまでをさわやかに描
いています。「郷土愛」の指導に適切です。
児童の問題行動の中で，顕著なものの一つと
して「万引き」があげられます。この作品は，
つい衝動にかられて，物を盗ってしまった少女
の心の葛藤を通して，それがどれほど家族や先
生の信頼を裏切り，同時に自分自身が苦しむこ
とになるかを描いています。
また，その苦しみの中から，主人公が人間とし
ての望ましいあり方に気づいていくまでを描い
ています。
２００年近くもたつ枯れかかった桜の古木
が，村人の力で生命をよみがえらせる過程を感
動的に描くとともに，病弱な少年健吉が，その
桜に励まされて生きがいをもって立ち上がるま
でを美しいアニメで描いています。
「物の欠乏」は，物が豊かになれば，それで
解決しますが，しかし，「心の欠落」は，物の
豊かさだけでは解決することはできません。こ
の映画は，一人の少年と老人の心の交流を通し
て，いまやゲ－ム化しつつあるといわれる「万
引き」をテ－マに，心の欠落は心が豊かになら
なければ解決はあり得ないことを強く訴えてい
ます。
怪我で入院した女子中学生が，レントゲン検
査で腫瘍がみつかり，一時は絶望するが，医者
や担任の先生の励まし，中でも先生がテ－プに
吹き込んで送ってくれた詩によって生きる希望
を持ちました。「人間はいつか必ず死ぬ。そし
て二度とこうして生きることはない。生きてい
る今を胸に一杯に深呼吸したいと思わないか」
と訴える作品です。
この映画は，黒潮洗う三宅島の壮大な自然
や，その自然と共存し，たくましく生きぬいて
きた島民たちの生活を都会育ちの一人の少年の
目を通して描きながら，「自然や人間の力を越
えたものに対する畏敬の念」について考えさせ
る作品です。
この映画は，昭和１２年に刊行された国定教
科書・小学国語読本に掲載された，「稲むらの
火」をアニメ化したものです。

F86607

道徳・国際理解 おかあさんの卵焼き 0時間21分

F86616

道徳・国際理解 ほほえみの朝

0時間19分

F88015

道徳・国際理解 祭りだいこ

0時間20分

F88016

道徳・国際理解 水色のハンカチーフ 0時間20分

F89010

道徳・国際理解 がんばれ五色桜

0時間21分

F89013

道徳・国際理解 ぼくたちの勇気

0時間31分

F89028

道徳・国際理解 生きている今を

0時間21分

F90007

道徳・国際理解 黒潮の流れる島で

0時間21分

F90034

道徳・国際理解 稲むらの火

F90035

道徳・国際理解 アフリカ友情物語

津波の襲来を予知して，それを村人に知らせ
るための，大切な稲むらに火を放ち，高台へと
導いた庄屋吉兵衛の姿を通して，なにものにも
かえがたい生命の尊さや，災害時には冷静沈着
に状況を把握して対応することがいかに大切か
0時間16分 を訴えています。
アフリカ中央部の大地を舞台に，日本の少女
とタンザニアの子供たちとの交流を通して，友
情と国際的な連帯を語りかける。一人の少女の
目を通して見た国際理解の素晴らしいドラマで
0時間54分 す。

教材コード

分類

タイトル

時間

F91025

野井倉甚兵衛－シラ
道徳・国際理解 ス台地に水を－
0時間26分

F91044

中学生日記－学級委
道徳・国際理解 員－
0時間30分

F92038

中学生日記－歩きつ
道徳・国際理解 づけて－
0時間30分

F93041

おかあさんのやさし
道徳・国際理解 い手
0時間23分

F93056

「私たちの北方領
土」－新たなる一歩
道徳・国際理解 へ－
0時間27分

F94004

中国の子どもたち－
シャンハイに住むレ
道徳・国際理解 ンさんの生活－
0時間19分

F94013

道徳・国際理解 友だちの心の痛み

0時間25分

F94014

道徳・国際理解 友だちのきもち

0時間19分

内容
実り豊かな田園の広がり，鹿児島県有明町の
野井倉台地はほんの40年前までは，ほとんどが
松林と雑草が生い茂る荒れ地でした。この映画
は，その自分の郷土に水を引いて，豊かな水田
にしようと立ち上がった野井倉甚兵衛の生涯を
描いたものです。60年もの長きわたって，水田
づくりに打ち込んだ甚兵衛の不とう不屈の精神
は，学校教育のみならず，社会教育における郷
土学習資料としてもふさわしい教材です。
名前だけはカッコいいが，つまりは，皆の走
り使いのようなもので，責任ばかり押しつけら
れる学級委員の仕事。誰も進んで引き受ける者
がいない中で，皆の計略に落ちて学級委員に
なってしまった一人の少年が，集団の持つ無責
任に憤りながら，やがて自分自身のエゴイズム
に気づき積極的に生きていこうとする姿を描い
ています。
遊びのつもりでしかなかった万引き－。発覚
した後でも，罪を意識しない中学生。担任教師
は彼等の心をはかりかね，生活指導の教師はし
かりつけます。そして，教頭や母親は，それぞ
れの体面を考え，ただうろたえるばかりでし
た。この映画は，万引き事件が周囲に与えた衝
撃の深さと，大人達の狼狽や思惑を描きなが
ら，ある一組の父子に焦点を当てて，自らの行
為の重さに気づいていく少年の姿を浮き彫りに
しています。
核家族化が進む今日，従来の家族制度が崩
れ，世代を中心とした個人の生活が重視される
ようになってきました。その反面，親子，夫婦
の絆といった家族の結びつきが薄れてきていま
す。この作品は，病床にある祖父に対する母親
の優しい行為に深い感動を覚えた一人の少女の
綴った文章を映像化したものです。
ロシアが千島列島に現われる一世紀前，松前
藩が国後，択捉島などの地図を作成し，幕府に
自藩領として届けました。この映画は，その後
の，千島と樺太の国境問題，千島と樺太の交換
条約，第二次世界大戦のソ連参戦，日本の敗
戦，カイロ宣言，ヤルタ協定，ポツダム宣言，
その後におけるサンフランシスコ平和条約，日
ソ共同宣言などから，今日にいたるまでをアニ
メと実写によって忠実に紹介しています。
中国は，我が国と文化や経済などの面でつなが
りが深い国であります。この映画は，中国の
シャンハイに住む小学生，レンさんを密着取材
し，中国の小学生の日常生活や学校生活の様子
などを具体的に紹介しています。レンさんの暮
らしぶりを通して，我が国とは異なった生活や
文化があることに気付かせようとしている教材
です。
どういう問題についても，学級の多数派は無
関心層です。この映画は，いじめをめぐる学級
会の討論を通して，傍観者の一人である芳子
が，いじめられている友達の心の痛みを分か
り，いじめを正そうとするまでを追っていま
す。この映画を通して問いかけているものは，
友達を大事にすることの本当の意味です。
子供は，とかく自分本意に行動し，他者の立
場に立って考えることが苦手です。この映画
は，人間としてのやさしさ，友達の気持を思い
やることの大切さをドラマを通して問いかけて
います。自己中心的で，思いやりに欠けた少年
卓が松葉杖をついて学んだことは，人間は誰で
も，みんなで支え合いながら生きているという
ことでした。

教材コード

分類

タイトル

時間

F94015

地球は友だちだ－外
国人とのつきあい方
0時間15分
道徳・国際理解 －

F94016

南のおともだちのた
道徳・国際理解 めに
0時間16分

F08003

道徳・国際理解 やくそく

F10001

道徳・国際理解 カワウソ親子の冒険 0時間19分

F12001

ゆきちゃんのこんに
道徳・国際理解 ちは
0時間19分

F13001

道徳・国際理解 ななつぼし

0時間12分

V86002

道徳・国際理解 みんな生きている

0時間23分

V87011
V88010

道徳・国際理解 みんなともだち
0時間30分
消費者保護－契約の
Ｑ＆Ａ－消費者の知
道徳・国際理解 恵と勇気－
0時間15分

V91011

国際化の中の子ども
道徳・国際理解 たち
0時間30分

V91025

共に歩む－国際協力
道徳・国際理解 の現場から－
0時間28分

V91039

私たちの場合－ある
道徳・国際理解 生徒会の報告より－ 0時間20分

0時間20分

内容
めざましい経済成長を遂げた日本。いま「高
い円」にひかれて，世界の多くの国から，我が
国へ働きにくる人が急増しています。そして，
私たちの周辺に，外国人が殖えるとともに，相
互の理解不足から，さまざまの問題も持ち上
がっています。この映画は，親しみやすいアニ
メや，各種統計グラフなどの資料もおりこみ，
新たな隣人となった外国の人々との付き合い方
をわかりやすく説明している教材です。
子供たちは，これまで見たこともない第三世
界の子供たちの生活や苦しみを映像で見て，必
ず「どうして？どうして？」と素朴な質問を投
げかけてくる筈です。世界の未来は先進国の人
たちが，第三世界の人たちに，どれだけ責任を
持てるかにかかっています。この映画を見て，
子供たちの心に「愛」が育つ時，それが可能に
なるのではないでしょうか。この映画は，特
に，小学校低学年，幼児に焦点をあてて制作さ
れたものです。
心優しい少年と病弱な少女との心温まる交流
を通して，人のために尽くすことの尊さ，素晴
らしさを少年の吹くハーモニカのメロディーに
のせて訴えています。
＜２０分＞
襲いかかる大ふくろう、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。
＜椋 鳩十 原作、カラーアニメーション、１９
分、文部科学省選定＞
＜幼児、小学生（低・中学年）向き＞
「こんにちは。さようなら。行ってきます。た
だいま。」のあいさつを小さい声でしかできな
い引っ込み思案のゆきちゃんが、雲の上の少年
との関わり合いの中で、次第に挨拶できる子に
成長していく。多くの人と接するうえで挨拶の
大切さを描く
アニメーション
道徳
日照り続いたある日、少女は病気の母親のため
に水を探しに出かけました。ようやく手に入れ
た大切なひしゃくーするとひしゃくから水があ
ふれ出て田や畑を潤し、天に上がって北斗七星
に・・・ 原作：トルストイ
アニメーショ
ン
現在の都会生活で，人間と動物との関係は，
さまざまな問題をはらんでいます。ペットブ－
ムの昨今，本当の意味での豊かさとは何なのか
を問題提起した動物愛護啓発ビデオです。
犬や猫など動物を飼うことのむずかしさ，飼
う場合の注意など，動物の正しい飼い方を描い
ています。
訪問販売の実態をインタビュ－形式でとら
え，どのように対処したらよいかを説明してい
ます。
風俗，習慣，文化の異なる外国の子供を受け
入れて指導している国見保育所の生活を紹介
し，国際化を考える上で大事なポイントは何か
を考える教材です。
このビデオは，ケニアにおける社会林業プロ
ジェクトやフィリピンの民間援助団体による農
業技術・生活改善指導等を現地取材し，国際協
力を分かりやすく伝えるものです。
生徒会の投書箱に，「生徒会を解散しろ」と
いう投書が連続して入れられました。それを真
正面から受止め，考えていくうちに，生徒会役
員も自分たちの心の底に同じ思いのあることに
気づき問題の解決に努力しはじめます。ある中
学校の生徒会役員の活動を通して，現在の中学
生をとりまく状況とその中における生徒会の存
在意義と，活性化を考えさせようとしている教
材です。

教材コード

V91040

V92053

V94038

V95025

V95038

V95043

分類

タイトル

時間

内容
人間としての在り方，生き方についての理解
と思索を深めようとする「倫理」の学習は，現
代社会の特質をふまえる必要があります。新し
い学習指導要領では，現代の人間像にふれなが
ら，しかも「美術作品などを引用して，現代の
人間像を紹介するなど工夫」をすることを求め
ています。このビデオは，核家族化，高齢化，
情報化，国際化など現代社会の特質を映像でと
らえながら，美術作品を手掛かりに，現代社会
の特質と人間について興味深く考えさせる教材
道徳・国際理解 現代の人間像
0時間21分 です。
毛利さんの地球環境論。毛利さんの宇宙から
見た地球，人間の営み，地球の未来予測，変化
宇宙で学ぶ理科実験
する地球環境，宇宙開発の未来等について解説
３．世界はひとつ国
0時間30分 しています。
道徳・国際理解 境はありません
初級英会話学習テ－プ。１７のカットからな
り，１カットｔごとに５つの問題がある。Ｈｉ
Ｆｉデッキの副音声にナレ－タ－によるスト－
リ－解説が入っています
・本
編
主音声
会話
副音声
ナレ－ション
・ナレ－ション編
モノナル
２０００語の冒険
ナレーション音声の
An Adventure in
初級編①
1時間0分 み
道徳・国際理解 words
「人道・難民支援」「政府開発援助」「国際
連合」「民主化支援」「世界経済への協力」の
各分野で国際的に活躍している日本人による
様々な協力や支援などを描いています。中学・
高校の社会科や特別活動の教材として，また一
般の方々にも，わが国の国際協力についての問
世界は友だち－国際
題意識を喚起するうえで参考になる作品です。
社会で活躍する日本
道徳・国際理解 人－
0時間26分 （外務省）
道徳教育資料 新シリ－ズ「ビデオ資料とし
ての利用１」中学校編『裏庭のできごと』とし
て文部省が企画したものです。これは「道徳教
育推進指導資料（指導の手引き）」（文部省
編）の中から，読み物一編を選んで映像化しま
した。授業に活用できる「資料編」と，この資
料を使った授業例を収録した「活用編」の二部
構成形式をとっており，職員の研修にも活用で
道徳・国際理解 裏庭のできごと
0時間43分 きます。
森の中の動物たちは，みんな仲良く暮らして
いたが，キツネとオオカミが仲間からはずれ
て，いじめやおどかしをしていました。秋も深
まったある日，クマとタヌキとサルが木の実を
拾いに出かけると，その時，突然山火事がお
き，クマたちは協力し山を下ったが，キツネと
オオカミはとうしただろうか………。森の動物
たちは，キツネたちもみんな仲間だと，救出に
あたるという仲良し仲間の，心を打つ物語で
道徳・国際理解 森のなかまたち
0時間24分 す。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
植村さん自身の撮影と極限まで同行取材した
プロカメランが綴る，冒険家の感動的ドキュメ
ント映像｡
①北極点犬ゾリ単独行
②植村直己さんの生い立ち
③エベレスト（８８１１ｍ）渡米して，野外学
校とマッキンリ－へ
④グリ－ランド３０００ｋｍ犬ゾリ単独行
⑤アコンカグラ（６９６０ｍ）
⑥エベレスト（８８１３ｍ）

V95064

V95111

V95113

V95114

V95116

V95117

V95118

⑦南極大陸
上村直己の夢と探険
道徳・国際理解 ～極点をめざして～ 1時間20分 等がおさめられています。
事故のため森の廃屋で，共同生活を始めた７
人の老婦人の物語。健康な若者でも臆するよう
な廃屋での生活を彼女たちはそれぞれの個性・
人生経験，ウイットで切り抜けていきます。彼
女たちの生き方は，この廃屋を心豊かな不思議
な空間に作り変えていきます。初めは薬や，杖
に頼っていた老婦人たちが，美しい自然の中で
次第に生きる情熱を取り戻していく姿は実に感
道徳・国際理解 森の中の淑女たち
1時間41分 動的です。
高齢化社会を迎え，死とどう向き合うかとい
う問題はさけて通れないものとなっています。
自分の，そして身近な人の死にどう備えるか。
死への恐怖を乗り越え，よりよく生きていくた
めにはどうすればよいのか。日本で初めて「死
アルフォンス・デー
への準備教育」の必要性を主唱したデーケン教
ケン死とどう向き合
授が，その死生学のすべてを語り，日本におけ
うか
る死のタブー化の現状について考察する教材で
道徳・国際理解 １ 死をみつめる
0時間30分 す。
悲劇的な体験は，人生から希望や喜びを奪
い，残りの人生をうらみの中に閉じこめてしま
うことがあります。身近な人との死別体験は，
アルフォンス・デー
遺される者に深刻な衝撃を与えます。愛する対
ケン死とどう向き合
象の喪失に伴なう「悲嘆のプロセス」には，１
うか
２の段階があります。この悲嘆のプロセスにつ
２ 悲嘆のプロセス
いて学ぶ悲嘆教育は，予防医学の面からも今後
道徳・国際理解 のなかで
0時間30分 の重要な課題です。
人間はだれでも死に対する恐怖や不安を抱い
ています。「死への準備教育」には，極端な死
への恐怖を和らげる効果がある死への恐怖に
アルフォンス・デー
は，創造性を育むといった積極的な役割を果た
ケン死とどう向き合
す側面もありますが，過酷な恐怖はノーマルな
うか
レベルにまで緩和することが必要です。「死へ
４ 死への恐怖を乗
の準備教育」によって，適切な理解が得られま
0時間30分 す。
道徳・国際理解 り越える
動物の場合は，肉体的な衰弱のうちに，やが
て死にいたります。人間の場合，肉体は同じよ
うに衰弱していっても，精神的，人格的には成
長を続けて尊厳に満ちた死を迎えることが可能
です。Ｅ・キューブラーロス博士の有名な「死
アルフォンス・デー
へのプロセス」の５段階説の後に，第６の段階
ケン死とどう向き合
として「期待と希望」を付け加え，その人らし
うか
く死を全うした人たちの実例を挙げて，自分自
５ 自分自身の死を
身の生命を，最後までどう生き抜くかを考える
道徳・国際理解 全うする
0時間30分 教材です。
人間はだれでも大きな潜在的能力を秘めた存
アルフォンス・デー
在です。ガンを人生の大いなる挑戦と受け止め
ケン死とどう向き合
れば，自分の中の可能性を呼び覚ますきっかけ
うか
にもなります。古今東西の文学・音楽・美術な
６ さまざまな死に
どの芸術作品の多くは，愛と死をその主要な
道徳・国際理解 学ぶ
0時間30分 テーマに据えています。

教材コード

V95119

V95120

V95121

V95122

V95123

V95124

V96039

分類

タイトル
時間
内容
アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
子供に死を教えることは，生きる喜びと感謝
うか
の心を育む教育です。子供が死という現象に疑
７ 「死」について
問を感じた時が親と子で死について語り合う
の生涯教育 （１）
「死への準備教育」の絶好の機会となります。
～幼児から青少年の
0時間30分 諸外国の現状と実例も併せて紹介しています。
道徳・国際理解 よう
アルフォンス・デー
人生のそれぞれの時期に応じた「死への準備
ケン死とどう向き合
教育」の方法として，まず大学生のための２つ
うか
の演習の実例を紹介しています。中・高年期に
８ 「死」について
は，死というテーマがより現実性を帯びてきま
の生涯学習 （２）
す。自分自身の人生の見直しと再評価を行なう
～大学生・中高年に
0時間30分 ことが必要です。
道徳・国際理解 むけ
ホスピス運動は「死への準備教育」の大きな
成果の一つです。ホスピスとは，同じように死
に向かう私たち人間同士の連帯感で結ばれた，
心と心の出会いの場だと言えます。ホスピスと
は，主に末期ガン患者が，最後までよりよく生
アルフォンス・デー
きられるように行なう援助プログラムのすべて
ケン死とどう向き合
を指します。ホスピス運動の歴史に触れ，全人
うか
的ケアをめざす音楽療法などの成果を語った
９ 今、世界のホス
0時間30分 後，世界のホスピスの現状を探る作品です。
道徳・国際理解 ピスでは
生と死について考える時には，科学的アプ
ローチだけが万能ではないと思われます。ター
ミナルケアに携わるすべて人に必要なのは，人
為を超える神秘に対する素直な驚きと畏敬の気
持ちを持ち続けることではないでしょうか。末
期患者とその家族や医療関係者の間には，真実
アルフォンス・デー
を土台としたコミュニケーションが不可欠で
ケン死とどう向き合
す。日本のターミナルケアのタブーを解消し，
うか
日本人の心情に合ったターミナルケアと，遺さ
１０ 日本のターミ
れた人たちへの悲嘆ケアあり方を考える作品で
道徳・国際理解 ナル・ケア
0時間30分 す。
ユーモアと笑いは，人間らしく生きるために
あらゆる場面で欠かせないというのが私の持論
です。これはもちろん，死に直面する時でも変
わりません。……私は人生の潤滑油としての
ユーモアの役割を，もう一度すべての人に見直
していただきたいです。死というテーマについ
て学ぶには，ユーモア感覚が必要です。死を前
にした恐怖や不安をやわらげるだけでなく，医
アルフォンス・デー
療関係者などの燃えつき症候群の予防にも役立
ケン死とどう向き合
ちます。私たちはユーモアと笑いによって周囲
うか
の人に愛と思いやりを示すことができるので
道徳・国際理解 １１ 死とユーモア 0時間30分 す。
死によってすべてが無に帰するとしたら，生
の営みも結局は不条理なものと考えざるを得ま
せん。死を新たな生への入り口と考えるなら
ば，人生の苦労も決して無駄ではないというこ
とになります。死後の生命を信じるというの
アルフォンス・デー
は，現在の生にも意義を見いだすことです。す
ケン死とどう向き合
べての人がその人らしく生命を全うできるよう
うか
な成熟した社会を創るために，生と死を考える
１２ 死にまさる生
人の輪がさらに広がることが大切であることを
0時間30分 訴えています。
道徳・国際理解 命
道徳教育推進指導資料 新シリーズ「ビデオ
資料とその利用２」（平成４年刊行）中学校編
『Ｖサイン』として文部省が企画したもので
す。これは「道徳教育推進指導資料（指導の手
引き）」（文部省編）の中から，読み物一編を
選んで映像化しました。道徳の授業に活用でき
る「資料編」と，この資料を使った授業例を収
録した「活用編」の二部構成の形式をとってお
り，職員研修だけでなく一般の方々にも道徳教
育の実情を理解していただく資料として活用で
道徳・国際理解 Ｖサイン
0時間45分 きる教材です。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
「平家ポンキッキ」シリーズ。（Vｰ96052～
96055 第１話から第２６話まで）ともだちっ
て何だろう？そんな身近なテーマをネコクンの
目を通して語りかける作品です。
第１話どっちがキレイ？
第２話ニャーゴのすきなうた

V96052

ともだちでいようね
① どっちがキレ
0時間30分
道徳・国際理解 イ？編

第３話ねんにいちどのおともだち
第４話トリサンってすごい
第７話いつかまほうが……

他２編

第８話いいの？わるいの？
第９話みんなでたべれば
第１０話クッキーはいかが？
第１１話ワシにはわかるんや

V96053

ともだちでいようね
② たのしかったら
0時間30分
道徳・国際理解 編

第１２話危ないよ
第１３話たのしかったから
第１４話いかだにのって
第１５話まよなかってどんなの？
第１６話おねしょうじゃないよ
第１７話わたしのおうちに！

V96054

V96055

V96086

V96087

ともだちでいようね
③ いかだにのって
道徳・国際理解 編
0時間30分

ともだちでいようね
④ きっとまたあえ
道徳・国際理解 るね編
0時間30分

第１８話はやくあしたに…
第１９話たべたの，だあれ？
第２０話 ふたりでさかなつり
第２１話

たいせつなオルゴール

第２２話

そんなつもりしほゃ…

第２３話

ぼくのながいみち

第２４話

あめのひもたのしく

第２５話

たびにでたいや

第２６話 きっとまたあえるね
たけしは小遣い欲しさに請求書を作りまし
た。しかし，母の請求書はたけしの心を激しく
揺さぶりました。たけしが書いたお母さんへの
請求書は留守番をしたり，買い物に行ったりし
たお手伝いの請求書です。それを見た母親は，
今度はたけしに請求書を渡しました。金額は０
円。初めはその意味が分からなかったが……母
と子のやりとりを通して，父母への敬愛の念を
お母さんのせいきゅ
深め，家族の一員として，家庭生活に積極的に
道徳・国際理解 う書
0時間20分 かかわる大切さを訴えます。
水泳大会に出場することになった足の不自由
な明るい少女とその仲間たちの感動の物語。

道徳・国際理解 校長先生が泳いだ

身体にハンデをおった少女が，何事にも負け
ないと頑張る中，それを見守る仲間も，決して
揶揄することなく励まします。山間いの廃校と
決まった分校での，先生と子供たちの暖かい物
語を通して，人を思いやる心の素晴らしさ，大
切さを訴えます。「頑張るんだ！」なつみは泳
ぐ，懸命に泳ぐ。再び会場は大声援につつまれ
0時間20分 ていきました。

教材コード

分類

タイトル

時間

V96107

道徳・国際理解 いつも一緒に

V96108

勇気ある選択－許す
道徳・国際理解 ないじめ－
0時間25分

V96112

ゴン太と森の仲間た
道徳・国際理解 ち
0時間20分

V97026

ブランコ乗りとピエ
道徳・国際理解 ロ
0時間54分

V97028

V97123

V98019

V98066

0時間21分

内容
ふとしたことから，こわれた友情。二人の中
学生の心の動き・反省・動揺を描き，心から信
頼できる友だちを持つことの大切さ，友情を育
てていくことの大切さを示唆しています。
いじめは卑劣な行為で，犯罪とも言えます。
こうした基本的人権を踏みにじった行為を根絶
するために，問題が起きた時どうしたらよい
か，その糸口をみんなで考える教材です。
ふとしたことから魔法使いがくれた「しあわ
せの花」の種を育てることになった３人の森の
仲間たち ー この作品は，彼らの行動を通し
て，仲良く協力するとはどういうことか，お互
いに助け合う心，がんばりぬいて何かをやりと
げるとはどういうことか，について考えさせる
作品です。対象は主として幼稚園児から小学校
低学年生です。
小学校高学年の授業に直接使える（資料編）
と，これを使用した授業例（活用編）で構成さ
れています。『小学校道徳教育推進指導資料
（読み物資料とその利用）２』（平成４年刊
分）所収の「ブランコ乗りとピエロ」をビデオ
教材化したものです。アニメーション映像と音
響効果により，感動的な作品になっています。
資料編の後に，授業に生かせる静止画像が添え
られていおり，活用編では，３つの授業をもと
に，さまざまな指導方法を紹介しています。
（資料編は１５分）
世界の国々の国旗・国歌は，独自の歴史と理
想が込められています。 我国の国旗「日の
丸」・国歌「君が代」の歴史をたどり，そこに
込められた日本の心を探ります。

主な内容〕 ◎世界各国の国旗・国歌に込め
られた歴史や理想を紹介。 ◎学校ではいかに
教えられているか，米国・タイの現地レポー
ト。 ◎千年以上の古い由来を持つ「日の丸」
「君が代」。武士から庶民まで広く親しまれて
世界の中の日の丸・
きた歴史と国旗・国歌制定のいきさつをたどり
道徳・国際理解 君が代
0時間27分 ます。
３才で急性白血病になり，１１才まで９度の
入院。輸血，骨髄検査，脊髄注射，頭痛，腹痛
などの激痛に絶え，頭髪の抜けなどの副作用な
どにも負けず同病の子を励まし続けました。臨
終に「ママ，ごめんね」と感謝していった少女
の闘病がもとで，骨髄バンク運動が起こり現在
の広がりになっています。命の尊さ，友情の美
ママごめんね あっ
しさ，思いやりの大切さを切々と訴えている作
道徳・国際理解 こちゃんの日記
1時間0分 品です。
文部省編『道徳教育推進指導資料（指導の手
引き） ３』（平成５年刊行）所収の中から読
み物『一番星』を選んでビデオ教材化したもの
です。道徳の授業に活用できる「資料編」と，
この資料を使った授業例を収録した「活用編」
の二部構成の形式をとっており，職員研修だけ
でなく一般の方々にも道徳教育の実情を理解し
ていただく資料としても活用することができま
道徳・国際理解 一番星
0時間45分 す。
学級生活で特定の子供が不当な差別を受け，
悲しい苦しい思いをするといったことがよくお
きます。いわれない差別をうける小６の秋子を
めぐる他の児童たちのさまざまな対応の姿を描
きながら，みんなで差別を見逃さず，追求して
いくことの大切さを訴える作品です。小６の新
学期に雪江のクラスに転入した秋子は，なぜか
他の仲間から嫌われていました。雪江はそんな
秋子のことが気になり友達になろうとするがつ
道徳・国際理解 わたしだけが
0時間15分 い軽率な行動をとりがちになるのでした。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
同世代の世界の仲間たちは，どんな日常生活
を送っているのでしょう。生徒の興味と関心を
引き付ける映像で構成している教材です。
①自然でわかりやすい英語のナレ－ション
と，生き生きとしたオリジ
ナルの音声でスト－リ－を展開しています。
②教室での活用が容易な会話表現をふんだん
に挿入しています。Ｎｉ

V98067

道徳・国際理解 世界の仲間たち

ｃｅ ｔｏ Ｓｅｅ Ｙｏｕ （Ｈｏｍｅ
① 0時間20分 ａｎｄ Ｓｃｈｏｏｌ）
同世代の世界の仲間たちは，学校や社会でど
んなことをしているのでしょう。ボランティア
活動などの実態を紹介します。
①自然でわかりやすい英語のナレ－ションと
生き生きとしたオリジナ
ルの音声でスト－リ－
す。

－を展開していま

②教室での活用が容易な会話表現をふんだん
に挿入しています。Ｎｉ
V98068

道徳・国際理解 世界の仲間たち

ｃｅ ｔｏ Ｓｅｅ Ｙｏｕ （Ｆｏｒ ａ
② 0時間20分 Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｉｆｅ）
世界の子供たちは，どんな学校に通いどんな
暮らしをしているでしょうか。日本と深い関係
にある多くの国々で育つ同世代の子供たちの日
常生活を通して異文化に触れ，国際理解・国際
協調の重要性を明らかにします。
①地球には国境はあるか。
②登校風景
③さまざまな授業
④子供たちと宗教

V98069

道徳・国際理解 世界の子供たち

0時間20分

V99061

道徳・国際理解 美しいお面

0時間14分

V99062

道徳・国際理解 青の洞門

0時間14分

V99063

道徳・国際理解 稲むらの火

0時間16分

V99064

道徳・国際理解 知らんぷりの目

0時間18分

⑤放課後の子供たち
この世でいちばん美しく愛しい女性の面を打
てー。殿様にこう命じられた面作りの春満は，
美しく優しい顔の女性を探して隣の国にまで出
かけます。病に倒れた春満が高熱の中で，求め
る顔の女性を見ます。
村人の生命を奪う大絶壁に洞くつを通すた
め，僧了海は５年，１０年とつちをふるい続け
ます。親の仇として，了海をねらう実之助は，
その姿に仇討ちをためらいます。掘り始めて２
１年，洞くつは完成し，その時実之助は…。
昔の国定教科書・小学国語読本に取り上げら
れた同題名の文章を映像化。地震によって，津
波の襲来を予知した庄屋五兵衛は，刈り取った
ばかりの稲の束に火を付けて，村人たちに急を
知らせ，多くの人々の生命を救いました。
電車内での酔っ払いの言動や，ガムを吐き出
す若者の行為にも，かかわりたくないと“知ら
んぷり”を決め込む周囲の乗客の姿を，小学生
の鋭い視点で描いたアニメーション作品。他人
に冷たい「知らんぷりの目」を，まわりを思い
やる勇気ある「暖かい目」に変えて行くにはど
うしたらよいのか？「心の教育」の核心ともな
るこの問題を問いかける作品です。第４７回読
書作文コンクール文部大臣賞受賞作のビデオ
化。

教材コード

分類

タイトル

時間

V99065

道徳・国際理解 いのち

0時間20分

V99066

道徳・国際理解 ぼくのピーコ

0時間20分

V99067

道徳・国際理解 ぼくの青空

0時間26分

V99068

道徳・国際理解 純がくれた命

0時間20分

V00030

調べてみよう！世界
のくらしシリーズ
くらしの中から世界
道徳・国際理解 を見つけよう！
0時間13分

V00031

V00032

V00033

内容
事故によって親友を失った少女の悲しみを通
じて，「いのち」の尊さ，「生きること」の重
みを訴えるとともに，人は自らが社会を構成す
る一員であり，多くの繋がりによって存在して
いるという実事に気づかせることをねらいとし
ています。
「生命」の尊さを軽視しがちな今の子供たち
にとって，生育過程での心の教育の問題を改め
て指摘されています。この作品は，小さな「い
のち」とのふれあいから，「やさしさ」や「い
たわりの心」に目覚める一人の少年の姿を通し
て「生命」について考える作品です。
難病・筋ジストロフィーの大久保義人さんの
闘病生活を綴った一冊の本「僕の青空」。大久
保さんがわずかに動く口を使ってベットの上で
打ったワープロ，そして家族や病院職員の方々
の協力による口述筆記から，原作は作られてい
ます。「障害者も生きているんだ，ということ
を普通のことのように，多くの人に理解して欲
しい」という大久保さんの思いが子どもたちに
伝わるようアニメ化され，命への応援歌とし
て，今，反響を呼んでいます。
度重なるいじめに耐えかねて自殺を図った少
年・健一。しかし彼はかろうじて一命をとりと
めました。そして，入院した先の病室で偶然，
難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，“生きる”
ことを模索し始める健一。見る人は，その姿に
安堵を覚えると同時に，感動的な物語展開を通
じて生命の大切さを感じ取ることができる作品
です。
外国の文字でかかれた看板や，外国産製品の
故郷を調べて，くらし中から世界とのつながり
を発見しながら，日本と深く結び付いているさ
まざまな国を紹介しています。自分たちの生活
が，世界のさまざまな文化を取り入れたり，い
ろいろな国の人々に支えられていることを描い
ている教材です
世界の子供たちは，どんな遊びやスポ－ツを
しているのだろう？いろいろな"じゃんけん"の
しかたや，世界の子供たちがふだんしている遊
美，人気のあるスポ－ツなどを紹介していま
す。子供たちの遊びやスポ－ツを通して世界の
国々への興味・関心を高める教材です。

調べてみよう！世界
のくらし ～世界の子
［取り上げている主な国］韓国，アメリカ，
道徳・国際理解 どもたちの遊び～
0時間14分 タイ，中国，他
世界の子供たちに人気のあるメニュ－には，
外国で生まれたものがたくさんあるます。イン
ドの家庭を訪ねて，日本とは違うカレ－の作り
方や食べると木の習慣の違いを教えてもらった
りしながら，世界の様々な食事を紹介します。
世界にはいろいろな食文化や，食べる時の習
慣・マナ－などがあることを描く教材です。
調べてみよう！世界
のくらし ～世界の食
［取り上げている主な国］インド，中国，韓
道徳・国際理解 事をしらべよう！～ 0時間14分 国，タイ，他
世界の子供たちは，どんな学校生活を送って
いるのだろう。ふだん目にすることのない世界
の学校の様子を，日本と関係の深い国を中心に
紹介します。特色ある授業のようすをはじめ，
日本の学校との違いや共通点などを通して，世
界には様々な生活や文化があることを描く教材
調べてみよう！世界
です。
のくらし ～世界の学
校をたずねてみよう
［取り上げている主な国］オ－ストラリア，
道徳・国際理解 ～
0時間14分 タイ，アメリカ，中国，韓国

教材コード

V00047

V00048

V00049

分類

タイトル

時間

忍たま乱太郎のがん
ばるしかないさ①
よいと思うことをお
0時間10分
道徳・国際理解 こなう

内容
野外活動で公園に出かけた三人組が，困って
いる人を助けたり，行列でのマナ－，ゴミ 捨
てのル－ルなどを体験しながら学んでいく作品
です。
＊原作

尼子騒兵衛「落第忍者乱太郎」より

＊「主として自分自身に関すること」
漁船から魚を受け取るというお使いに出発し
た忍たま三人組は，道中，老女や少年と出会
い，あたたかい心遣いや，親切を学んでいく作
品です。

＊原作 尼子騒兵衛「落第忍者乱太郎」より
忍たま乱太郎のがん
ばるしかないさ②
あたたかい心でしん
＊「主として他の人とのかかわりに関するこ
0時間10分 と
道徳・国際理解 せつにする
約束事を忘れて，自分勝手に行動してしまう
忍たま三人組。食事当番となった日，とんだ失
敗をしてしまうが，仲間たちのあたたかい協力
で，おいしいカレ－が完成する。
＊原作 尼子騒兵衛「落第忍者乱太郎」より
忍たま乱太郎のがん
ばるしかないさ③
きまりを守って協力
＊「主として集団や社会とのかかわりに関す
0時間10分 ること」」
道徳・国際理解 しあう
優しさとは…相手の立場に立って考えること
です。つまり自分のこととしてとらえるという
ことですが現実には誰もが相手の立場になって
考え，相手の痛みが本当に分かっているでしょ
うか。
この作品は，髪の毛の抜ける病気にかかり失
意の中にいる小学１年生の女の子が，ほかの子
が自分をどう思っているのかと，いつも不安な
気持ちで悩んでいたとき上級生の言った心ない
一言に深く傷つきながらも，やがて周囲の優し
い心に包まれ明るく立ち直っていくという感動
0時間15分 的な作品です。
中学生自身のことばと心で描いた感動的な実
話。「少々，ふまじめでも，明るい子供のほう
がよい。むしろ，まじめな子供のほうが危険
だ」とよく言われています。この作品では，み
んなに嫌われるからと，自分のまじめな性格を
押し隠して振る舞っているものの，心の底で
は，他の子供達のだらしない行為を許すことが
できず，密かに悩んでいる中学３年生の１少年
に焦点を当てています。

V00085

道徳・国際理解 はげ

V01066

道徳・国際理解 まじめで悪いか！

0時間32分

道徳・国際理解 マザーテレサ

大学生のミミコはマザーテレサの家でボラン
ティアをしようとインドにいくと貧しい子供達
が金をねだって群がってきました。救世軍のド
ミトリーの部屋でイタリア人のマリアに出会い
ました。マリアはマザーテレサの家でボラン
ティアをしていて，ミミコにマザーテレサにつ
いていろいろ教えてくれました。マザーテレサ
0時間20分 の崇高な人間愛を紹介する作品です。

V01067

教材コード

分類

タイトル

V01068

道徳・国際理解 くもの糸

V01069

道徳・国際理解 そばの花さいた日

V01078

道徳・国際理解 母うずら

V02011

V02012

V02064
V02077
V02078
V02079
V02080
V02081
V02082

時間

内容
戦国の世，盗賊の集団が家々を荒らしまわ
り、身ぐるみはがされ，殺される人々，放火さ
れ炎上する家々，この世の地獄でした。極楽で
はお釈迦様が蓮の池の葉の間から真下の地獄の
様子をご覧になっていました。大泥棒のカンダ
タは，地獄に堕ち，血の池でもがいていまし
た。ある時，カンダタは天上から銀色のくもの
糸が，自分の上に垂れてくるのを見つけると，
喜んだカンダタはくもの糸をつかみ上へ上へと
登り始めたが・・・・

道徳項目・・・・・思慮，反省，節度，節約，
0時間11分 自己中心の反省
ひとりぼっちのこうさぎは，人間のお母さん
がそば畑の手入れをしながら赤ちゃんに子守歌
を歌うのに惹かれ，毎日そば畑に行き，親子を
温かい目で見ています。ある日，発破の音がし
て小鳥たちが逃げてきて、「人間が工事を始め
た。山奥に逃げないと大変だ」と告げました。
こうさぎは心配してそば畑に行くが親子の無事
を見て安心し，赤ちゃんのそばに積んできた百
合の花をおいてきました。赤ちゃんの落とした
帽子を届けに行く途中，発破作業に巻き込まれ
命をおとしてしまいました。

道徳項目・・・・・敬虔，人間愛，家族愛，自
0時間13分 然愛護
ツルゲーネフはイワンと呼ばれた幼い頃，狩
りにつれて行かれるが，母うずらがひな鳥をま
もるためにわざと傷ついたふりをして，猟犬に
捕らえられ殺されてしまったのをみて，二度と
狩りに行かなくなった……。

0時間13分 道徳項目・・・親の愛，生命尊重，自然愛護
小中学校の総合的な学習の時間でも利用でき
るように，開発教育・国際理解教育の促進を目
地球見聞録「ジョル
的に制作されました。「教室から広げよう 世
道徳・国際理解 ダン」編
0時間35分 界の国のトモダチ！」ジョルダン編
小中学校の総合的な学習の時間でも利用でき
るように，開発教育・国際理解教育の促進を目
地球見聞録「エジプ
的に制作されました。「教室から広げよう 世
道徳・国際理解 ト」編
0時間35分 界の国のトモダチ！」エジプト編
夜の森の中ではモグラたちが集まり学校ごっ
こをやっています。そこへ森の乱暴者のｲﾀﾁが
やってきて先生モグラの首をつかみ上げます。
イタチににらまれおびえながらも勇気を出して
もぐ助が先生を放すように言うが言うことを聞
きません。その様子を見ていたお月さまとミミ
道徳・国際理解 みみずくとお月さま 0時間11分 ズクがモグラを助けます。
ハローイングリッ
道徳・国際理解 シュ １
0時間18分
歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・・せいかつ
ハローイングリッ
道徳・国際理解 シュ ２
0時間18分
歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・あいさつ
ハローイングリッ
道徳・国際理解 シュ ３
0時間18分
歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・かずとからだ
ハローイングリッ
道徳・国際理解 シュ ４
0時間18分
歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・てんきときせつ
ハローイングリッ
道徳・国際理解 シュ ５
0時間18分
歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・授業活用例
１．英語でハーイ！みんな友だち ２．友だ
ちは今日元気かな？ ３．教えて，きみのかぞ
道徳・国際理解 えいごリアン １
1時間1分 くのこと ４．こまったときは，きいてみよう

教材コード

分類

タイトル

時間

V02083

道徳・国際理解 えいごリアン

２

1時間1分

V02084

道徳・国際理解 えいごリアン

３

1時間1分

V02085

道徳・国際理解 えいごリアン

４

1時間1分

V02086

道徳・国際理解 えいごリアン

５

1時間1分

内容
５．ふしぎなものがいっぱいあるね！ ６．
きみの町はどんな町 ７．だれにでもあるね，
すき・きらい ８．ぼくの言うとおりにやるん
だよ！
９．数えるのって楽しいね！ １０．教え
て，きみの得意わざ １１．さあ。何して遊ぼ
うか？ １２．これ，だれの？ぼくのだよ
１ １３．知らない道もこわくない １４．今
日は何年，何月，何日？ １５．大変！時計を
忘れちゃった！ １６．ぼくスパゲティ，きみ
はなに
１７．好きなものは何？ １８．Hello!そっ
ちの天気はどう？ １９．友だちのことがとて
も心配 ２０ だめだよ！ あっ，ごめん
簡単な英会話や外国の人々との交流の映像や
外国の人々の日常的なくらしの映像もふんだん
に取り入れ，自然な英語の発音に慣れさせるよ
うに工夫されている教材です。
また，このような外国人の日常的な生活の様
子の視聴を通して，言葉の背景にあるものの考
え方や生活習慣などの違いに興味・関心をも
ち，だれとでも思いやりの心をもって親しく接
していく態度を身につけることをねらいとして
編集されている小学校中学年用の教材です。
なお，このビデオ教材は，「授業のてびき
（書）」と「１１曲の英語の歌（ＣＤ）」と
「絵カード（Ｂ４判４色１４４枚）」とが，１
セットになっていて，授業の流れに，ビデオ・
ＣＤ・絵カードを有効に組み合わせた授業の一
例として「授業のてびき」に示されています。

V06011

英語キッズ３，４年
道徳・国際理解 用 その１，その２ 1時間0分
簡単な英会話や外国の人々との交流の映像や
外国の人々の日常的なくらしの映像もふんだん
に取り入れ，自然な英語の発音に慣れさせるよ
うに工夫されている教材です。
また，このような外国人の日常的な生活の様
子の視聴を通して，言葉の背景にあるものの考
え方や生活習慣などの違いに興味・関心をも
ち，だれとでも思いやりの心をもって親しく接
していく態度を身につけることをねらいとして
編集されている小学校高学年用の教材です。
なお，このビデオ教材は，「授業のてびき
（書）」と「１１曲の英語の歌（ＣＤ）」と
「絵カード（Ｂ４判４色１４４枚）」とが，１
セットになっていて，授業の流れに，ビデオ・
ＣＤ・絵カードを有効に組み合わせた授業の一
例として「授業のてびき」に示されています。

V06012

英語キッズ５，６年
道徳・国際理解 用 その１，その２ 1時間0分
この教材は，交通安全ファミリー作文コン
クール小学校中学年の部 最優秀作品（内閣官
房長官賞）に輝いた作文をビデオのアニメー
ションに制作・編集した教材です。父親が交通
課事故係の警察官であるファミリーという設定
になっていて，たいへんまとまりのある教材で
す。

V07004

道徳・国際理解 父との約束

全体が，「家訓１；待つこと」，「家訓２；
急がないこと」，「家訓３；焦らないこと」の
三部構成になっていて，それぞれのパートに事
故を防ぐためのポイント！が日常生活との関連
0時間14分 で示されています。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
包丁を持ち出し，いじめの仕返しをしようと
思った少年。しかし，彼は家族の笑顔を見て，
暴力ではなく，クラスのみんなに声をかけよう
と決心しました。このドラマは，視聴者の子供
たちにいじめについて直接語りかけていきま
す。
１．いじめって何だろう
２．いじめは言える？
３．どうして，いじめるの？
４．いじめられたら，どうなる？
５．いじめは止められない？
６．いじめをなくすためには？

V08001

少女の問題提起に合わせて，いじめ体験を持つ
中学生・高校生の子どもたちが本音を語り合い
道徳・国際理解 いじめから逃げない 0時間19分 ます。

