
ビデオ

№ 題　　　　名 対象学年 ジャンル 時間 媒体

1 ありがとう 小学校 道徳 ２０分ビデオ

2 ぼくの青空
小学校
中学校

道徳 ２６分ビデオ

4
ぼくがおじいちゃんで
おじいちゃんがぼくで

小学校 道徳 ３２分ビデオ

5
勇気あるホタルと
とべないホタル

小学校 道徳 １７分ビデオ

6
ぼくだってきれいに
したいんだ

小学校
道徳
人権・同和

１５分ビデオ

7 新ちゃんが泣いた
小学校
中学校
高等学校

道徳
人権・同和

３９分ビデオ

福祉教育関係ビデオ・DVD教材一覧

内　　　　　　　　容

3 あたたかい心ありがとう 小学校 道徳 ３０分ビデオ

身近なお年寄りや体の不自由な人に対する母親の温かい心。それが子ども
の思いやりの心を育てていく姿を感動的に描き、日常生活の中でお互いが
思いやり、いたわりあうことの素晴らしさに気付かせ、その心を育ててい
くことの大切さを訴える。

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１冊の本
「僕の青空」。「障がい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ほしい」という大久保さんの思いが子どもた
ちに伝わる命の応援歌のアニメーション。

祖父の気持ちが理解できない小学５年生の子どもと、孫の気持ちが理解で
きない祖父の二人が互いに相手に変身し、行動を体験していく中で、相手
を思いやることの大切さを感じ取っていく様子を描いている。

小学３年生の正夫は、服装の汚れから「すすけのマーヤン」とあだなをつ
けられ、学校に行かなくなる。原因がクラスのみんなのイジメだと知った
みさきが、学級会で正夫の立場になって考えるようになげかける。児童が
自分の中にある差別意識を見つめ直し、いじめのない学級づくりについて
考えさせられるアニメーション作品。

障がいのある人々に対して偏見を持ったり、特別扱いしたりすることな
く、一人の人間として向き合っていくことの重要性を感性に訴えたアニ
メーション作品。

羽がちぢんで生まれたために飛べないホタルがいた。彼をはげまし助ける
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。ホタルと子どもたちのふれあいをとおして、やさしさと思いやりの
大切さを描いたアニメーション。



8 がんばったねお母さん

小学校
中学校
高等学校

人権・同和 ３９分ビデオ

9 おじいちゃんのトマト
小学校
中学校
高等学校

道徳
地域社会生活

３９分ビデオ

10 わすれるもんか
小学校
中学校
高等学校

地域社会生活 ４０分ビデオ

11
これだけは知ってほしい
パート１

小学校
中学校
高等学校

地域社会生活 １０分ビデオ

12
これだけは知ってほしい
パート２

小学校
中学校
高等学校

地域社会生活 ９分 ビデオ

14 おかあさんのやさしい手 家庭教育 ２３分ビデオ

15 野菜のチカラ 小学校 家庭教育 １５分ビデオ

小学校

中学校

よし、僕がやる

野菜の素晴らしさと自分達の食生活を見直す。野菜を食べることの大切さ
を学ぶ。

16
飛べ！ぼくのペーパー
プレーン！！

世代間交流促進 ３０分ビデオ

中村あつしは小学４年生。サッカーに熱中する元気な男の子。ある日、あ
つしは一人のお年寄りと出会う。小林さんというお年寄りは、航空機関係
の元エンジニア。小林さんと仲良くなったあつしは、二人でこの飛行機作
りを始めるアニメーション。

幼い頃、祖父にかわいがられた少年が認知症になり始めた祖父の粗相を自
分の手で片付け始めた。この姿に両親は驚き感動しながら、家庭とお年寄
り等混成異世代の在り方を考えさせる。

13
小学校
中学校

家庭生活 ３８分ビデオ

病床にある祖父に対する母のやさしい行為に深い感動を覚えたひとりの少
女が綴った作文を映画化したもので、親子・夫婦の絆といった家族の間の
心の結びつきについて考えるアニメーション作品である。

畑で倒れ後遺症が残った祖父の介護で、家族の気持ちがバラバラになって
いくが、トマトを嵐から守ろうとする祖父の熱意にうたれ、家族がお互い
に思いやる気持ちを取り戻す。高齢者問題や外見の違いから生ずる差別、
命の尊厳などの問題をなげかけ、一人ひとり違っていることを認識したう
えで、相手の気持ちを思いやり、共に生きることを喜び合える大切さにつ
いて考えさせるアニメーション作品。

目の不自由な正彦の精一杯生きている姿が周りの人たちに感動を与え、そ
の感動から行動をはじめ、周りの人を変えていくという人間性の変革と連
帯をアニメーションで描いている。

だれが？いつ？何のために？赤い羽根共同募金運動が行われているのかを
学ぶ。

共同募金が私たちのまちでどのように役立っているか、その使い道につい
て学ぶ。

働く母に不満をもっていた小学校４年生の女の子が、母の会社勤め１０周
年を機に、母の立場を理解していく姿を描き、家族が互いに助け合って生
きていくことの尊さを訴える。



小学校

中学校

21
一人ひとり違うみんな
おなじ障がいのある人の
暮らしと福祉

小学校
中学校

障がい者福祉 ５５分ビデオ

23 あの、夏の日
中学校
高等学校

高齢者福祉 123分ビデオ

DVD
小学校
中学校
高等学校

高齢者疑似体験を行う目的・意味を解説し、効果的な体験に繋ぐ。一つひ
とつの教材の装着方法、注意点を示しているため、体験を安全に効率よく
行うことができる。【指導書あり】

25
障害のある人とのふれあ
いと人権

小学校
中学校
高等学校

障がい者福祉 23分 ＤＶＤ

街で困っている障害者を見かけても、声をかけない、関わらない。これ
は、どう関わってよいかわからないという知識のなさが原因ではないだろ
うか。障害者自身がどう関わってほしいかを知ることで、障害者の社会参
加のために自分たちにできることを考えるきっかけとなる教材。

24
高齢者疑似体験指導ビデ
オ
高齢者疑似体験にチャレンジ！

高齢者福祉 18分 ＤＶＤ

障がいをもった人々の暮らしや生活を支えている人々の仕事を紹介する。
映像を通して、子どもたちと一緒に「福祉」について感じ、考え、話し合
うことができる内容になっている。【指導書あり】

お年寄りの暮らしや生活を支えている人々の仕事を紹介する。映像を通し
て、子どもたちと一緒に「福祉」について感じ、考え、話し合うことがで
きる内容になっている。【指導書あり】

22
一人ひとり違うみんな
おなじお年寄りの暮らし
を福祉

小学校
中学校

高齢者福祉 ５５分ビデオ

「あの、夏の日」。いともぽーっとしているので「ボタケ」と呼ばれてい
る少年と、妙な行動で周囲に人に「ぼたけ」ではないのではないかと言わ
れているおじいちゃんとの冒険物語。

聴覚障がい者の生活にふれ、聞こえないことや手話を学ぶ【指導書あり】

20 いま気づいてほしいこと 障がい者福祉 ビデオ難聴者・中途失聴者を理解するためのビデオ。

19
わたしの大切な家族
きこえないって
どんなこと

小学校 障がい者福祉 ３０分ビデオ

モモンガのジャンプ君はふしぎ森の人気者。森に木の実をとりに出かけ、
右足を骨折してしまうおばあちゃん。退院後のおばあちゃんを迎えたジャ
ンプ君一家に、看病の毎日が始ります。精一杯のお手伝いをするジャンプ
君。その姿を通して、できることをできる範囲で、実行していくうちに、
相互の精神が養われていくことを伝えるアニメーション。

18 盲導犬
小学校
中学校

障がい者福祉 ３０分ビデオ

盲導犬は目の不自由な方にとって、生活していくうえでかけがえのない人
生のパートナー。しかし、一般社会においては、盲導犬を入れてくれない
飲食店、宿泊施設が多く、その理解はまだ低いのが現状である。盲導犬が
どのような訓練を受けているのか、また、どれくらい目の不自由な方々の
役に立っているのか等、具体的に学ぶ。

17 ふしぎ森の仲間たち
小学校
中学校

世代間交流促進 ３０分ビデオ



31 失われたいのちへ誓う
東日本大震災が教えたこと

小学校
中学校
高等学校

20分 ＤＶＤ

知的障害のいとことのふれあいを通じて大切なことに気付いていく主人公
の姿をテーマにし、子どもと大人が一緒に見て楽しめ、少しほろっとき
て、それでいて心が温まる作品。「かけがえのない命」の大切さを感じ、
「思いやりの心」を大事にする気持ちを育てるアニメーション。

東日本大震災は、当たり前と思っていた生活が、かけがえのない、ありが
たいものだったことを私たちに痛感させた。私たちは人と人の絆、一人ひ
とりのいのちを大切にする生き方をしていたのか。被災した人々、震災に
よって多くを失った人々の声を紹介しながら、私たちのいまを振り返り、
震災後のこれからをどう生きるかを共に考える「いのちの教育」教材。

30 桃色のクレヨン 青少年 人権 28分 ＤＶＤ

運動会の学年種目「大縄跳び」の練習を通して障がいのある子どもがいる
クラスがまとまっていく様子がつづられている。学校で学ぶ本当に大切な
ことを考えるアニメーション。

29 夢のつづき
小学校
中学校

高齢者福祉 40分 ＤＶＤ

家族の中で疎外感を抱く高齢者、認知症を患う高齢者、その介護に疲れ果
てた高齢者や無気力な若者らが、世代の異なるものとのふれあいや、高齢
者を支援するサービスの活用などで、家族のきずなを深め、生きがいを感
じられる生活を送ることができるようになっていく様子を描いている。高
齢者の尊厳を守り、だれもが最後まで自分らしくいきることができる社会
の実現のためにはどうしたらよいか、自分自身の問題として考え、行動す
るきっかけになるアニメーション。

28 みんな跳んだ
小学校
中学校

障がい者福祉 28分 ＤＶＤ

小中学生への情操教育として、また生徒たちが補助犬や社会福祉に関心を
持ち、社会参加への理解を深めることを目的とし、補助犬とその補助犬を
必要としている障害者との生活をわかりやすく解説。（４枚組）

27 盲導犬クィールの一生 障がい者福祉 25分 ＤＶＤ

目の不自由な方の助けをする盲導犬がどのように育ち、訓練されて一人前
の人の命をあずかる盲導犬になるのか、それを支える人間やその恩恵を受
ける目の不自由な方とのあつれきやふれあいが描かれているアニメーショ
ン。

26
障害者と補助犬の生活か
ら学ぶやさしい気持ち、
いたわりの心

小学校
中学校

障がい者福祉 各20分ＤＶＤ

25
障害のある人とのふれあ
いと人権

小学校
中学校
高等学校

障がい者福祉 23分 ＤＶＤ

街で困っている障害者を見かけても、声をかけない、関わらない。これ
は、どう関わってよいかわからないという知識のなさが原因ではないだろ
うか。障害者自身がどう関わってほしいかを知ることで、障害者の社会参
加のために自分たちにできることを考えるきっかけとなる教材。


