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種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-098 あした元気になーれ！ 小学生 平和 90分 ○

空襲で家族を失ったかよ子は世話になっている伯母の手伝いをしながら
残された兄の行方を探し続けていました。ついに浅草で兄との再会を果
たしますが・・・。命の尊さを伝え、強く生きる子供達を描く長編アニメー
ション映画。

DVD D-186 いわたくんのおばあちゃん 一般 平和 20分 ○
広島の原爆にまつわる実話をもとにした絵本が原作のアニメーション作
品。

DVD D-215 日本の青空 一般 平和 123分 日本国憲法誕生の真相。６０年の時を経ていま明らかに。

DVD D-258 はだしのゲン（1部） 小学生 平和 107分
わんぱく少年ゲンの姿を生き生きと描きながら、戦争のむごさと原爆の
恐ろしさをまざまざと刻み付けて大きな反響を呼び起こした、中沢啓治
原作の「はだしのゲン」の映画化。

DVD D-343 紙屋悦子の青春 一般 平和 111分
主人公悦子の縁談相手は、ひそかに想っていた明石の親友・永与だっ
た。明石を想う悦子、出撃を控え永与に悦子を託す明石、２人の想いを
受け止める永与、戦火に芽生えた恋物語。

DVD D-344 ヒロシマ　ナガサキ 一般 平和 46分
科学者たちの報告を集大成した書物「広島・長崎の原爆災害」に基づ
き、科学的な視点から被爆者の証言を交え、被爆の総合像を描いた記
録映画。

DVD D-401 １００ばんめのサル 幼児 平和 17分 ○
戦争は絶対にしてはいけない。私たちの小さな力でも地球を救うことが
できるという事を「１００ばんめのサル」が教えてくれます。

DVD D-408 ボクとガク 小学生 平和 42分 ○

小学5年生の希望(のぞみ)と岳(がく)は近所の美代おばあさんと親しくな
り、かつての友達や地域、八幡大空襲のことを教わります。2人の子供と
おばあさんの交流を描きながら、子供の人権や地域で育む人権文化に
目を向け、次代に語り継ぐものとして「戦争と平和」についても描いてい
ます。

DVD D-409 消えさらぬ傷あと　火の海・大阪 小学生 平和 20分 ○
昭和２０年、大阪に住んでいた人々も無差別の空襲によって多くの尊い
命を失いました。二度とこのような不幸な戦争を繰り返さないよう、平和
の尊さを訴えるアニメーション作品。

DVD D-412 ヒロシマの記憶 一般 平和 35分
被爆から２か月後に撮影された映像と、同じ場所の現在の映像を対比さ
せながら、広島の原爆の記憶をたどるドキュメンタリー。

DVD D-413 長崎の記憶 一般 平和 37分
長崎に原爆が投下されて2か月後。焦土の風景と苦しむ被爆者、治療を
受ける人々や医師と看護師、焼き尽くされた建物、瓦礫に埋まる町の様
子が映しだされている。

DVD D-467 二重被爆　語り部　山口彊の遺言 一般 平和 70分
歴史に埋もれていた二重被爆の実態を明らかにし、反核の思いを伝え
続けた山口さんの遺言の意味を描いた

DVD D-553
Ｐａｐｅｒ　Ｃｒａｎｅｓ　Ｓｔｏｒｙ
～ケンタとマイコ～

小学生 平和 27分 ○

主人公は折り鶴を擬人化したファミリー鶴紙家の長男健太とサラエボか
ら帰国した折り鶴の舞子。健太は舞子と出会った事により世界には傷つ
いた人たちが沢山いることを知り、舞子とウガンダに行く事を決意し
た・・・

DVD D-567 はだしのゲン　涙の爆発　（第２部） 一般 平和 123分
終戦直後の広島市を中心に、原爆孤児であるわんぱく少年ゲン達のバ
イタリティあふれる生きざまを感動的に描き、差別を生んだ被爆の残酷
さを告発している

DVD D-568 はだしのゲン　ヒロシマのたたかい （第３部） 一般 平和 128分
戦争体験をした人だけが知りうるその悲惨な実態を、戦争を知らない世
代にいかに伝えるか・・・感動的に少年ゲンの力強い生き方を描く

DVD D-573 火垂るの墓(実写版) 一般 平和 100分
空襲で病身の母を亡くし出征した父とは連絡が途絶えた清太は妹・節子
とともに親戚に世話になるが、冷たい仕打ちに耐えられず家を出て防空
壕で生活を始めた。ホタルのように短く儚い２人の命は・・・

DVD D-579 おかあさんの木 小学生 平和 22分 ○
７人の息子を戦場に送り出したお母さんは、その度に桐の苗を一本ずつ
植え一郎、二郎・・・と名前をつけ毎日話かけ、無事を祈り大切に育てま
した。子を思う母の愛と戦争の悲劇、平和の尊さを描きます

DVD D-606 The A-bomb　ヒロシマで何が起こったか 一般 平和 46分
広島への原爆投下直後の貴重な映像と当事者の証言インタビューを織
り交ぜながら、原爆を知らない若い世代にもわかりやすい内容で原爆や
放射線被害の実態を伝えます。

DVD D-661-1 チョッちゃん物語 小学生 平和 80分 ○
戦争という激動の時代を、妻として、母として、家族の絆を大切にし明る
く生き抜いてきた、黒柳朝さんの生き方をモチーフに「平和の大切さ」「生
命の尊さ」を感動的に描く。

DVD D-661-2 チョッちゃん物語　バリアフリー版 小学生 平和 80分 ○
戦争等いう激動の時代を、妻として、母として、家族の絆を大切にし明る
く生き抜いてきた、黒柳朝さんの生き方をモチーフに「平和の大切さ」「生
命の尊さ」を感動的に描く。

DVD D-705
世界ウルルン滞在記 特別編
忘れない！戦場で傷ついた子どもたち
～ドイツ国際平和村の記録～

一般 平和 98分
1967年の創立以来、世界各国で続く内戦や紛争で傷ついた子供たちを
受け入れ、治療し、母国へ帰す活動をしてきたドイツ国際平和村の活動
のドキュメンタリー。

DVD D-751 はとよひろしまの空を 小学生 平和 21分 ○
少年と一羽の鳩の短い生涯を通して、かけがえのない命と平和につい
て考えます。

DVD D-752 疎開した40万冊の図書 一般 平和 102分
戦争中、都立日比谷図書館の蔵書の一部と民間人から買い上げた貴
重な図書40万冊が疎開し戦火を免れた。戦争中に「本」を守った人々の
ドキュメンタリー。

DVD D-808 ガラスのうさぎ 小学生 平和 83分 ○
12歳の少女が東京大空襲の経験をとおして、戦争の悲惨さや恐ろしさを
体験し、終戦の混乱と厳しい生活を生き抜きながら、平和への願いを渇
望する感動の作品です。

DVD D-814
広島原爆　魂の撮影メモ
映画カメラマン 鈴木喜代治の記した広島

一般 平和 29分
幻の原爆映画と言われた「広島・長崎における原子爆弾の影響」。この
撮影に携わったカメラマンが残した一冊のメモから、当時の広島の惨状
と平和の尊さを伝えます。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-815-1 ぞう列車がやってきた 小学生 平和 80分 ○
戦争から象を守りぬいた人々の優しさと勇気を子供たちの視点から描
き、夢も希望もなくした戦後に子供たちが平和の象徴として「ぞう列車」を
走らせるまでを描きます。

DVD D-815-2 ぞう列車がやってきた　バリアフリー版 小学生 平和 80分 ○
戦争から象を守りぬいた人々の優しさと勇気を子供たちの視点から描
き、夢も希望もなくした戦後に子供たちが平和の象徴として「ぞう列車」を
走らせるまでを描きます。

DVD D-906 アゲハがとんた　－1945.3.10東京大空襲－ 小学生 平和 20分 〇

学童疎開していたサトルたちが、卒業式のために東京の学校に戻るも、
そこで空襲に見舞われる。命を落とした友人の傍らで、疎開先から持ち
帰っていたサナギが羽化し、アゲハ蝶が光彩を放ちながら天空へと消え
ていく…。

DVD D-907 涙に浮かぶ記憶 戦争を次世代へ伝えて 中学生 平和 28分
「なぜ日本は戦争を止められなかったのか」その疑問を持った中学校3
年生の女の子が、戦争体験者の祖父から聞き出しながら、戦争拡大の
足跡を映像でたどっていく作品です。

DVD D-967 東京大空襲の中で 小学生 平和 12分 〇

昭和20年3月10日未明、米軍による大空襲で東京は焼き尽くされまし
た。周囲が火の海と化した中、空襲の直前に生まれたばかりの赤ん坊
を連れた母親や他の患者たちを守るべく行動した医師や看護師たちの
記録です。

16mm
フィルム

29 　富ヶ谷国民学校 一般 平和 64分 戦争中の学童集団疎開の記録映像

16mm
フィルム

346
　ヒロシマ．ナガサキ　－核戦争のもたらすもの
－

小学生 平和 46分
科学者達の報告を集大成した書物「広島・長崎の原爆災害」に基づき科
学的な視点から原子爆弾被爆の総合像を描こうとする記録映画

16mm
フィルム

398 　なっちゃんの赤いてぶくろ 小学生 平和 18分 ○
原爆の光に焼かれ影になった　なっちゃんが戻ってきた　昭和２０年８月
６日の広島から・・・

16mm
フィルム

406 　おこりじぞう 小学生 平和 27分 わらいじぞうはおこりつづける　核兵器がなくなり、戦争がなくなる日まで

16mm
フィルム

407 　おかあちゃんごめんね 小学生 平和 26分
大空襲の日、炎の中に消えたお母ちゃん！昭和二十年、実話の空襲体
験

16mm
フィルム

408 　トビウオのぼうやはびょうきです 小学生 平和 19分 ○
さんご礁の美しい静かな海を突然襲った水爆　空からふってきた白い灰
をかぶったトビウオのぼうやたちはびょうきになってしまいました

16mm
フィルム

410 　天に焼かれる 小学生 平和 17分 ○
市街が復興され傷痕が消えても、ヒロシマ・ナガサキで人類史上最大の
惨劇があったという事実は決して消えることはありません

16mm
フィルム

411 　煙突屋ペロー 小学生 平和 22分 ○ 汽車が大好きでハトを助けたやさしいペロー　ある日戦争がおこって・・・

16mm
フィルム

412 　核戦争後の地球　－第一部　地球炎上－ 一般 平和 30分
原爆、水爆の膨大な実験データを駆使し、核の破壊力を現代の市民生
活の中で再現

16mm
フィルム

413 　核戦争後の地球　－第二部　地球凍結－ 一般 平和 30分
核戦争後、２３億トンの煙が発生、一部が成層圏まで達し地球は煙に覆
われ太陽光が届かず気温が氷点下へと低下し核の冬が訪れる

16mm
フィルム

436 　さよなら　カバくん 小学生 平和 25分 ○
大杉先生は毎年子供達と一緒に上野動物園にやってきます　そして４４
年前の大杉先生の友達だった「カバくん」の悲しいお話をします・・・

16mm
フィルム

437 　夏服の少女たち 小学生 平和 30分 ○
原爆死した少女が残したものはボロボロに燃えつきたあこがれの女学
校の夏服だけだった

16mm
フィルム

438 　樺太犬ゴン太　母をさがせ 小学生 平和 25分 ○
少年の父は戦死、幼い時に母と別れ樺太犬ゴン太だけが母を知ってい
る　少年はゴン太をつれ北海道にいる母をたずねて引き上げ船に乗り込
んだ・・・

16mm
フィルム

439 　ひろしまのエノキ 小学生 平和 24分 ○
被爆したエノキを守り続ける子どもたち　平和と命の尊さを描く感動のア
ニメーション

16mm
フィルム

440 　おかあさんの木 小学生 平和 22分 ○ 子を思う親の愛を感動的に描き、戦争の悲劇、平和の尊さを訴えます

16mm
フィルム

441 　せんすい艦に恋いをしたクジラの話 小学生 平和 18分 ○
ボク恋人が欲しいんだ　ひとりぼっちのクジラはせんすい艦に恋をしまし
た　ところがせんすい艦は・・・戦争をしていたのです

16mm
フィルム

485 　ヒロシマのうた 小学生 平和 11分 ○
被爆した少女ヒロ子が１７歳の８月６日に初めて自分の生い立ちを聞か
される　「君のお母さんは・・」

16mm
フィルム

506 　象のいない動物園 幼児 平和 81分 ○
昭和１８年太平洋戦争下の上野動物園で動物たちは危険だと次々に殺
されました　戦後、この事件を知った子供達がゾウを見たいと呼びか
け・・・

16mm
フィルム

512 　ちいちゃんのかげおくり 小学生 平和 20分
悲惨な戦争のかげに、小さないのちをとじた女の子のすがたを静かに描
いた作品

16mm
フィルム

535 　黒い雨 一般 平和 123分
昭和２０年８月６日、二十歳の矢須子は広島に近い疎開先にいた　叔父
の重松を頼り市内に戻る矢須子の純白のブラウスを大粒の黒い雨が汚
した・・・

16mm
フィルム

558 　ガラスのうさぎ 小学生 平和 105分
戦争体験の風化が伝えられる今日、戦争を知らない世代にその実態を
伝え平和の尊さを次代にうけついでいく願いをこめて製作された



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

559 　お母さんの声が聞こえる 小学生 平和 31分
今こそ子供や孫に語り継いでいこう　戦争の恐ろしさ地獄のような惨状
を　今日から明日への永遠の平和への祈りをこめて

16mm
フィルム

581 　せんせい 小学生 平和 103分 長崎から世界のともだちに伝えたい！平和の尊さ、いのちの大切さを

16mm
フィルム

584 　つるにのって 小学生 平和 30分 ○
ピカドンや戦争の犠牲になる子供達が世界中からなくなるように祈って
私はここに立ってるの

16mm
フィルム

622 　しんちゃんのさんりんしゃ 幼児 平和 24分 ○
広島原爆資料館の赤錆びた三輪車はあの日までこんなにもたのしい夢
をのせていた・・・

16mm
フィルム

639 　蒼い記憶 小学生 平和 90分 ○
大地よこの真実を伝えてくれ！少年たちの命の慟哭！満蒙開拓とは何
だったのか

16mm
フィルム

650 　みいちゃんのてのひら 小学生 平和 24分 ○
戦争は人々の心に大きな傷痕を残すものです　そのことをみいちゃんの
あかぎれた、あたたかかった手のぬくもりと戦争で傷ついた手を通して
語ります

16mm
フィルム

656 　うしろの正面だあれ 小学生 平和 90分 ○
落語家の故林家三平師匠の夫人でエッセイストの海老名香葉子さんの
少女期の体験を児童向けに書き下ろした作品が原作

16mm
フィルム

664 　一つの花 小学生 平和 23分 ○
「ひとつだけちょうだい」これがゆみ子のはっきり覚えた最初の言葉でし
た　まだ戦争のはげしかったころのことです・・・

16mm
フィルム

785 　火垂るの墓 一般 平和 88分 ○
昭和２０年６月～９月の日本の敗戦をはさんだ約３か月間に１４歳の清
太と４歳の節子の兄妹がどう生きたかを描いた作品　　原作：野坂昭如

16mm
フィルム

799 　星空のバイオリン 小学生 平和 88分 ○
長野県中野市で農業のかたわらバイオリンの製作をつづけておられる
小沢僖久二さんの伝記を原作にした物語

16mm
フィルム

799 　星空のバイオリン 平和 平和 88分 ○
長野県中野市で農業のかたわらバイオリンの製作をつづけておられる
小沢僖久二さんの伝記を原作にした物語

16mm
フィルム

802 　はだしのゲン　涙の爆発 平和 平和 123分
終戦直後の広島市を中心に少年ゲンと原爆孤児たちのバイタリティあふ
れる生きざまを感動的に描くとともに差別を生み出す被爆の残酷さを告
発


