
３　中学生

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-020 みすゞ 中学生 文学 105分
若き詩人中の巨星と西條八十に絶賛を受けながらも２６歳で夭折した童
謡詩人金子みすゞ。死後半世紀を経て遺稿集が発掘されたのを契機に
その人物にも注目が集まるようになる。

DVD D-067 ぼくらの裁判員物語 中学生
社会連帯

意識
23分

高校生の恋愛を軸にした親しみやすいストーリーをベースに、刑事裁判
及び裁判員制度のポイントを分かりやすく説明したアニメーション。

DVD D-124 ケータイ・パソコン　その使い方で大丈夫？ 中学生 防犯 22分

・掲示板を利用する際のルールとマナー　・メールでやりとりする際の注
意事項　・個人情報の取扱いについて　・携帯やパソコンを通して知り
合った相手と会うことについて　・有害サイトについて　・架空請求につい
て　・ネットに流出した写真、メールアドレス等個人情報について　・困っ
たときの連絡先は

DVD D-150 中学・高校生のための中国ガイド 中学生 紀行 30分
北京・西安・上海それぞれの有名な歴史遺産等について映像でつづりま
した。

DVD D-151 ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ社会の落とし穴①ﾈｯﾄ社会の道しるべ 中学生 防犯 25分
小中学生がはまりやすい罠とその対処法を映像でわかりやすく紹介。
・架空請求と個人情報　・メール交換と友人関係　・掲示板となりすまし

DVD D-152
ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ社会の落とし穴②ｹｰﾀｲ社会の落とし
穴

中学生 防犯 25分
小中学生がはまりやすい罠とその対処法を映像でわかりやすく紹介。
・メールと依存症　・ケータイサイトと不正請求

DVD D-153
ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ社会の落とし穴③ﾌﾞﾛｸﾞ社会の落とし
穴

中学生 防犯 30分
小中学生がはまりやすい罠とその対処法を映像でわかりやすく紹介。
・ブログと個人情報　・ブログと権利侵害

DVD D-163 アイムヒア　僕はここにいる 中学生 人権 54分
発達がアンバランスなために生きにくさを感じ、苦しんでいる発達障害の
人たちのことを理解し、すべての人権が尊重される社会の実現について
考えるドラマ。

DVD D-176 ちょっと待って、　ｹｰﾀｲ 中学生 防犯 60分

子供向け　①メールの落とし穴②ケータイに忍び寄る罠③プロフの危険
な誘惑④学校裏サイトの闇　保護者向け　①ケータイに振り回される子
供達②個人情報を狙う悪質サイト③巧みに忍び寄る犯罪者たち④加害
者になる子供達

DVD D-180 ストップ！　自転車の危険運転 中学生 交通安全 20分
交通違反しない、事故に遭わないために、自転車の交通ルールとマ
ナー、正しい乗り方や安全な運転の方法を身近な交通シーンの中で解
説し、安全で安心できる交通社会をつくることを中学生たちに訴えます。

DVD D-212 マザー・テレサ 中学生 人権 15分
人間にとって最も悲しむべきことは、病気でも貧乏でもない、自分はこの
世に不要な人間なのだと思い込むことだ。現世の最大の敵はそういう人
に対する愛が足りないことだ。マザーテレサはそう確信している。

DVD D-213 最後のひと葉 中学生 教育 16分

病気のため、生きようとする力を失いかけている貧しい画家のジョン
シー。病床の彼女は窓から見える向かいの家の蔦の葉の最後の一葉
が落ちるとき、自分の命も尽きると思い込む。老画家ベアマンは彼女の
ために命をかけて、壁に蔦の葉の絵を書いた。

DVD D-214 青の洞門 中学生 教育 29分

原作は菊池寛「恩讐の彼方に」　大絶壁に道を通すため、独り黙々とつ
ちをふるう僧、了海。親の仇として彼を狙う実之助はその姿をみて仇討
ちをためらい、共に働くようになる。洞門が完成した朝、了海は両手を合
わせて実之助の前に座った・・・。

DVD D-240
素晴らしいサイエンスの世界　６　エンジンと逆エ
ンジン

中学生 理科 31分

人間は熱エネルギーの利用すなわち熱機関の開発により現代文明を築
いてきました。しかし熱エネルギーを100%動力に交換することは不可能
で、もし可能なら一度動かしたら永久に動き続ける「永久機関」になりま
す。熱から動力を取り出す仕組みを「水飲み鳥」等を実際に使って研究
します。

DVD D-241
素晴らしいサイエンスの世界　８　静電気の不思
議

中学生 理科 30分
すべての物質は電気をもっています。静電気は異なった物質同士を擦り
合わせることで起こります。摩擦によって飛び出した電子が静電気の正
体です。様々な「静電気マジック」を通して静電気の正体に迫ります。

DVD D-242 素晴らしいサイエンスの世界　９　磁気の世界 中学生 理科 30分
ミクロの世界で起こる磁気の世界からリニアモーターカーまで色々な例
を通して磁気の謎を探ります。手軽に磁石を作ってみたり、スピーカー、
マイク、リニアモーターの手作りに挑戦します。

DVD D-243
素晴らしいサイエンスの世界　10　生活の中の電
磁波

中学生 理科 30分

電磁波は、電界と磁界が作る、空間に押し出された電磁界エネルギー
の波のことで、紫外線や赤外線、可視光線をはじめX線や電波なども周
波数の違いで呼び方が変わるだけですべて電磁波の仲間です。身の回
りにあふれている電磁波をヘルツの実験などを通して探究します。

DVD D-244 素晴らしいサイエンスの世界　11　身近な半導体 中学生 理科 29分

半導体は２０世紀科学文明のチャンピオンであり半導体なくして先端技
術は存在しません。半導体の優れた能力（整流作用、発光作用、発電
作用など）を身のまわりの素材を利用した実験を通して実体験できるよう
に構成しました。

DVD D-245 素晴らしいサイエンスの世界　14　原子に触る 中学生 理科 27分

現代の科学技術をもってすれば原子を見ることも触ることもできます。そ
れを実現したのが走査型トンネル顕微鏡（STM)や原子間顕微鏡で、原
子の微小なトンネル電流を利用し表面形状を観察するものです。STMを
徹底的に取材し、原子・電子の世界に迫ります。

DVD D-256 暖温帯の森　生命をつなぐ知恵 中学生 環境 34分
暖温帯を代表する森、照葉樹林を中心に解説します。多種多様な生物
が生きる厳しい環境の中、どのように世代交代が行われ、どのように生
命をつないでいくのか、そのしくみを探ります。

DVD D-290 障害者と補助犬の生活から学ぶ　盲導犬編 中学生 人権 20分
目に障害のある人の盲導犬との生活や盲導犬訓練の様子を紹介。盲
導犬の必要性、健常者ができる手助けなど、盲導犬を使っている人の言
葉を交えて訴える。

DVD D-291 障害者と補助犬の生活から学ぶ　介助犬編 中学生 人権 20分
手や足に障害のある人を助ける介助犬。共に暮らす様子や、より自立で
きるようになったという声を紹介。障害のある人にどのように接したらよ
いか、考えるヒントを与えてくれる。

DVD D-292 障害者と補助犬の生活から学ぶ　聴導犬編 中学生 人権 20分
耳に障害のある人の生活を助ける聴導犬の役割を紹介。聴導犬と暮ら
す人が生活の変化について語る。「補助犬同伴可ステッカー」など社会
全体での取り組みの必要性も指摘している。

DVD D-293 障害者と補助犬の生活から学ぶ　総合編 中学生 人権 20分
目や手足、耳に障害のある人たちの補助犬との生活の様子を紹介。補
助犬の必要性や見かけた時の接し方など、知ってほしいことを挙げてい
る。

DVD D-305 走れメロス 中学生 文学 20分 ○
牧人のメロスは、近く結婚する妹の花嫁衣裳を買うために町へ来た。買
い物が済んだら親友のセリヌンティウスに会うのを楽しみにしてい
た・・・。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-306 杜子春 中学生 文学 20分 ○
贅沢と貧乏を繰り返し、人間不信になった杜子春は安易に仙人になろう
とするが、試練の末に人間らしさに目覚める。

DVD D-332 盲目の名馬タカラコスモス 中学生 劇 47分 女子高生と盲目の馬との心の交流を描いた感動のドキュメンタリー。

DVD D-333 私にできること 中学生 環境 19分 ○
地球温暖化という地球全体の大きな問題をひとりひとりの小さな私たち
が・・・。自分自身の心に、静かに問いかけたくなる物語。

DVD D-350 地球白書第１巻　巨大都市・未来への選択肢 中学生 環境 118分
「大量消費との決別」　消費・浪費型社会システムから循環型社会シス
テムへ　「巨大都市　未来への選択」　２１世紀の都市型生活とは

DVD D-351 地球白書第２巻　大いなる自然の恵み等 中学生 環境 118分
「９０億人をどう養うか」　飽食が招いた地球の危機をどう乗り越えるか
「大いなる自然の恵み」　自然保護と経済を両立させるための政策転換

DVD D-352 地球白書第３巻　私たちの惑星等 中学生 環境 118分
「新エネルギー革命」　石油から新しいクリーンエネルギーへ　　「私たち
の惑星　２１世紀市民の力」　環境を守るために個人が実践できることは

DVD D-371 湯の里ひじおりー学校のある最後の１年ー 中学生 紀行 76分
人と人のつながりが残る山形県の肘折温泉。真っ白い湯気に溶け込ん
で、故郷への想いと希望があふれる再生ものがたり。

DVD D-400 えっ！これも人権？４コマ劇場より 中学生 人権 30分
日常生活のふとした出来事などを例に挙げ、「なるほどこれも人権問題
なんだ」とその大切さに気付く４コママンガと実写でわかりやすく構成さ
れた作品。

DVD D-446 五井先生と太郎 中学生 人権 18分 ○
太郎の担任五井先生は、クラスの中でもなぜか太郎だけを「太郎、太
郎」と呼び捨てにしていた。面白くない気持ちでいた太郎はある日五井
先生に呼び出される。先生は呼び捨てにしていた本当の理由を語る・・・

DVD D-455 クリームパン 中学生 人権 36分
失業中の多田は、隣室の男が男の子を２階から落とそうとしているのを
目撃する。児童虐待を描きながら、命の尊さについて考える。

DVD D-546
死んでしまうことも！
中・高校生に拡がる違法ドラッグ

中学生 理科 20分

中・高校生や若者に蔓延する薬物依存症で、救急搬送されたり錯乱状
態になり交通事故を起こす事件が頻発し社会問題となっています。体に
どのような影響があるか検証し、違法薬物に対する正しい知識を身に着
ける

DVD D-547
悩まずアタック！
脱・いじめのスパイラル

中学生 人権 33分

いじめの防止対策推進法の成立を機に、実際にあったいじめで悩み苦
しんだある中学生が告白により問題解決していく手がかりを提示。大人
の適切な対処の大切さを訴える。平井堅『一人じゃない』の歌とメロ
ディーが心に訴える。

DVD D-565 にんげんってなんだろう 中学生 教育 15分

あふれる優しさ、深いぬくもりのある作品を残した相田みつを。人生のエ
ピソードと自分自身にかんする作品を紹介する。また、その作品に出合
い変わった人々のインタビューなども加えて、心の豊かさとは何かを考
えさせる

DVD D-611 スマホの安全な使い方教室 中学生 防犯 23分

子供たちの間でもスマートフォンが急速に普及し、トラブルも増加してい
ます。ドラマとナビゲーターの解説を通して、個人情報の取り扱い、SNS
に潜む危険などのトピックを取り上げ、スマホの安全な使い方を学んで
いきます。

DVD D-624 聲の形（こえのかたち） 中学生 人権 30分

同名の漫画を原作とする。現代の子どものリアルな表現を描きつつ、
「いじめ」や「障害者との共生」などの難しいテーマを自然に考えさせる。
いじめや障害に対する意識と知識を高め、学校や家庭内で話し合うきっ
かけとなる教材です。

DVD D-655
その自転車の運転危険です！
交通事故を検証する

中学生 交通安全 18分

自転車スマホの危険性を示し、自転車を安全に乗るためのルールや、
違反者への措置内容を詳しく紹介します。中高校生に、自転車スマホに
よる事故の恐ろしさと正しい自転車の乗り方を理解してもらい、自転車
事故の撲滅を目指します。

DVD D-763 スポーツ事故を防ぐ　なくそう！突然死 中学生
保健・健

康
20分

体育の授業中や部活中などに突然意識を失い倒れた場合に、とるべき
行動や救命処置のポイントをわかりやすく説明します。

DVD D-764
親や先生が知らない！子供防犯スクール
ネット・SNSトラブル編

中学生 防犯 25分
ＳＮＳ等が原因で発生する様々な犯罪やいじめ、ネット上のトラブルは多
様化しています。専門家によるわかりやすい解説で犯罪・トラブルからど
のように身を守るかを学ぶ教材です。

DVD D-817
いのちと死の授業1
難病と闘って気づいたこと
～今このときの命を輝かせるために～

中学生 人権 30分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-818
いのちと死の授業2
殺処分から救われ人を助ける犬に
～動物のいのち～

中学生 人権 23分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-819
いのちと死の授業3
いじめ・自殺を防ぐために
～子どもたちのいのちを守る～

中学生 人権 34分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-820
いのちと死の授業4
学校における自殺予防教育
～こころの危機に寄り添う～

中学生 人権 25分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-821
いのちと死の授業5
少年犯罪をなくすために
～他人のいのち・自分のいのち～

中学生 人権 30分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-822
いのちと死の授業6
流産・死産経験者からの手紙
～生まれて来られなかったいのちへ～

中学生 人権 29分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

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-911 Voice!!人権の教室 中学生 人権 38分
舞台は休日の学校で開かれる「人権の教室」。招待状で招かれた3人の
中学生・高校生が、「声」を手掛かりに、3つの人権のテーマについて学
んでいきます。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-940 薬物乱用はなぜいけないのか 中学生
保健・健

康
19分

青少年の薬物乱用を防止するためのドラマ形式の教材です。大麻をは
じめとした危険な薬物の有害性や乱用することで引き起こされる問題点
を解説し、薬物依存の恐ろしさを伝えます。

16mm
フィルム

15 　大気汚染と騒音 環境 中学生 22分
公害は今や大都市から各地域へと拡大し大きな社会問題となっている
大気汚染、騒音を科学的に追求し公害に対する認識を深めさせる

16mm
フィルム

26 　ある機関助手 職業 中学生 37分
蒸気機関車に乗務する機関士、機関助士に焦点をあててその一端を紹
介

16mm
フィルム

49 　自分たちで生命を守った村
保健・健

康
中学生 30分

岩手県和賀郡沢内村　老人と乳児に対する国民健康保険十割給付を
行う、日本一の保健行政の村の記録

16mm
フィルム

59 　せまりくる環境破壊 環境 中学生 21分
国の政策によってつくられた道路と住宅　東京と京葉工業地帯と往復す
る大型車輛の騒音が習志野市民を苦しめる　生活環境を無視した結果
がここに

16mm
フィルム

79 　信州の自然 紀行 中学生 28分
美しい信濃の高山・高原・渓谷の自然のなかにたくましく賢い生物のいと
なみがつぎつぎにあらわれる

16mm
フィルム

103 　東京消失 防災 中学生 30分
大正１２年９月１日午前１１時５８分、突如として関東地方を襲った大地
震の災害を忠実に再現した初の記録映画

16mm
フィルム

110 　川端康成と伊豆 文学 中学生 30分
川端康成の一生は「日本」を求め「日本の美しさと哀しみ」とを求めてさ
まよう旅人であったといえるだろう

16mm
フィルム

111 　中尊寺 歴史 中学生 22分
中尊寺は岩手県平泉町にある天台宗の寺で藤原清衡が奥州の戦いで
亡くなった人々を弔うために２１年かかって完成した寺である

16mm
フィルム

118 　日本近代女性の歩み 歴史 中学生 41分
明治維新から現代までの百年間、日本の女性たちは数々の偏見や圧
迫に耐えながら常に新しさを求めてたゆみない歩みを続けてきた

16mm
フィルム

128 　大和路をたずねて　－飛鳥．奈良－ 紀行 中学生 30分
飛鳥・奈良の地の代表的な遺産や遺跡をたずね偉大さや美しさにふ
れ、この地をよりよく理解するための資料として制作された

16mm
フィルム

142 　富士山　－その植物社会－ 理科 中学生 23分
富士山における植物社会の実態を調べ森林の形成過程を追求すること
によって自然の複雑な存在形態を明確にした

16mm
フィルム

170 　黒部峡谷 紀行 中学生 30分
厳冬期の黒部峡谷を中心にその季節の移り変わりとそこに生きる動物
達のいとなみを２年間にわたり追い続けたドキュメンタリー

16mm
フィルム

217 　不良少年 劇 中学生 90分
銀座を通る一台の護送車　「俺は護送車の中からしか銀座を見たことが
ない・・・」戦慄的な少年の声をあとに護送車は東京地検の門へ入って行
く・・・

16mm
フィルム

284 　大いなる南極大陸 紀行 中学生 31分
南極の特色を理解させ日本調査隊の２２次にわたる研究・調査の記録
を中心にすばらしい南極の自然を紹介

16mm
フィルム

285 　夕焼けのマイ．ウエイ 劇 中学生 74分
過疎化の進む故郷をあとに上京した勇にとって過密した大都会は決して
住み良い所ではなかった・・・

16mm
フィルム

287 　中華人民共和国の農業 職業 中学生 21分
中国の農業と農業地域の特色を把握させそれを通して社会主義国とし
ての農業の特色と人々の生活について理解させることを主眼に制作さ
れた

16mm
フィルム

290 　輪島市の漆器づくり　－伝統をいかす工業－ 職業 中学生 20分
代表的伝統工芸としての輪島市の漆器づくりをとりあげ、伝統工芸のも
つ条件や特性を生き生きととらえさせることを意図して制作された

16mm
フィルム

301 　光の中にび立つ翔び立つ日
社会連帯

意識
中学生 50分

世間では精神障碍者といわれ子供の時から施設に隔離されてきた人々
がシドニーのオペラハウスで堂々と舞台を踏んで観客を唖然とさせまし
た

16mm
フィルム

329
　菅丞相　片岡仁左衛門　－義太夫狂言の演技
－

芸術 中学生 35分
「義太夫狂言の演技」を片岡仁左衛門が演じる「菅原伝授手習鑑」の菅
丞相を通して理解できるように描いている

16mm
フィルム

330 　狂言 芸術 中学生 37分
「狂言」は遠い中世に生まれた笑いの演劇であるがその後の幾百年を
狂言師たちの体を通して脈々と生き続け今日にいたっている

16mm
フィルム

338 　能　－鑑賞の知識－ 芸術 中学生 38分
この作品は能舞台の変遷を描き靖国神社境内の能舞台、西本願寺に
ある天正九年建立の現存最古の能舞台を収録

16mm
フィルム

357 　アメリカの青果物流通 職業 中学生 20分
アメリカの青果物の流通をハンツポイント市場を例にとり生産物の輸送
及び卸売の様子、品質管理のための常駐の検査官の活動等を描く

16mm
フィルム

381 　インドネシア　－資源と産業－ 紀行 中学生 20分
多様な生活様式や伝統文化をもつ民族の調和を図りながら新しい国づ
くりに励むインドネシアの資源や産業、日本との結びつきなどを考察

16mm
フィルム

403 　スノーマン 劇 中学生 26分 ○
朝、目を覚ますと雪がふっており外は一面の銀世界！さあ何をして遊ぼ
う　雪投げ？ソリ遊び？そうだ、スノーマンを作ろう！

16mm
フィルム

451 　路（ＭＩＣＨＩ） 劇 中学生 32分
安易に人の自転車を乗り回している子どもの罪悪感の欠落に対して親
が自ら生きる路を示す物語



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

465 　発掘　吉野ヶ里遺跡 歴史 中学生 45分
豊かな水田の広がる筑紫平野の一画、工業団地になる予定だった佐賀
県吉野ヶ里が平成元年３月邪馬台国ゆかりの地として全国の注目を浴
びる

16mm
フィルム

514 　太郎のかがみ 人権 中学生 56分
鏡は太郎の心を映します　「僕の顔、笑ってる・・・僕の心も笑っていま
す」

16mm
フィルム

515 　友子よ晴れない霧はない 人権 中学生 42分
中学２年生の山田友子が友達の美佳とゆく　美佳は小児マヒの後遺症
により松葉杖をついている・・・

16mm
フィルム

530 　君は素晴らしい 劇 中学生 30分
おちこんでいた俺・・自信のなかった俺・・その俺がこんなに幸せなのは
このオヤジがいたからだ・・・

16mm
フィルム

625 　渡り鳥たちの干潟 理科 中学生 30分
一時期死滅寸前であった谷津干潟は地域の人々の努力によって野鳥た
ちの楽園として蘇った　１９９３年にはラムサール条約にも指定された

16mm
フィルム

719 　おじいちゃん元気になってね！ 人権 中学生 47分
動物好きの心やさしい少年と頑固じいさんの心のふれあいを明るい笑い
と涙で綴った感動の劇映画

16mm
フィルム

722 　まじめで悪いか！ 人権 中学生 32分
「みんな違って、みんないい　誰かがきっと見てくれている」中学生自身
のことばと心で描いた感動的な実話

16mm
フィルム

783 　夢の約束 人権 中学生 53分
飛び出そうとしているのに立ちすくむ若者たち　そんな彼らにも出会いが
あり愛が芽生える　自分らしく誇りをもって生きるには・・・

16mm
フィルム

784 　陽だまりの家 人権 中学生 42分 ○
人は皆人として尊重され幸せに生活する権利があります　そして誰もが
幸せになりたいと願っています


