
Ｎｏ． 題　　名 制　　作 時間 幼 小低 小中 小高 中 高 一般  内　　　　　容 制作年

126

Voice!!!
人権の教室
（DVD)

東映株式会社
企画　東京都教委

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
つの人権テーマについて学んでいきます。
出演：小林星蘭、岩崎恭子　ほか

【収録テーマ】
・声援〈オリンピック･パラリンピックと人権〉
・発信〈北朝鮮による拉致問題〉
・歌声〈子どもの人権（いじめ問題）〉
※「オリンピック･パラリンピックと人権」では、大会の歴
史と共に人権の歴史も紹介。女性や障がい者、人種差別の問
題にふれています。

２０１８年

124

情報モラルを身につけよう！

小学生の
スマホの安全な使い方教室1巻

相手も自分も傷つけないために
(DVD)

東映株式会社
教育映像部

21分 ○ ○

　スマホは正しく使用しないと、自分や相手を傷つけたり、
危険な目にあうことがあります。そのような目にあわないた
めには、子どもたちが情報モラルを身につけることが大切で
す。
　常に相手の気持ちを考え、ルールを守ってスマホやネット
を利用することが，様々なトラブルから身を守ることにつな
がるのです。
　本作品では、スマホを利用してトラブルに巻き込まれる小
学生の事例をドラマで描き、子どもたちに安全で正しいスマ
ホの使い方をわかりやすく解説。子どもたちが情報社会にお
ける正しい判断力と態度を身につけ，危険回避の方法を理解
することをねらいをしています。
トピック１　スマホのマナー
トピック２　会って大丈夫？
トピック３　相手の事情、考えてる？

２０１８年

120
いじめ

心の声に気づく力
（ＤＶＤ）

東映株式会社
教育映像部

１９分 ○ ○

　小学校中・高学年向けの、いじめ防止教材ドラマです。
　一見、ふざけ合いや遊びに見える行為も、相手が苦痛を感
じていれば、それはいじめです。
　本作品では、子どもたちがドラマに登場するいじめの被害
者、加害者、傍観者の立場に自分を置き換えて視聴すること
で、いじめ行為を受けたクラスメイトの本当の気持ちに気づ
く力を養い、いじめの傍観者にならず、解決のために何か行
動しようとする意識をもつことをねらいとしています。

２０１８年



Ｎｏ． 題　　名 制　　作 時間 幼 小低 小中 小高 中 高 一般  内　　　　　容 制作年

121
いじめ

一歩ふみ出す勇気
（ＤＶＤ）

東映株式会社
教育映像部

１９分 ○

　中学生向けの、いじめ防止教材ドラマです。
　いじめを見て見ぬふりをするのは良くないと分かっていて
も、自分が標的になるのが怖くて、傍観者や加害者側に回る
生徒は多くいます。しかし、傍観者が何か行動を起こすこと
で、いじめられている子も救われるはずです。
　本作品は、いじめの傍観者だった主人公が葛藤し、仲間と
一緒にいじめの被害者を救っていこうとするストーリーを通
して、いじめ解決のために一歩ふみ出すことの大切さを伝え
ます。また、ドラマに登場するいじめの被害者・加害者・傍
観者それぞれの立場に自分を置き換えて視聴することで、も
し自分がその人物ならどうするか考え、話し合い、より良い
行動をとる力をつけていきます。

２０１８年

125

むしむし村の仲間たち

みんないいとこあるんだよ
（DVD)

東映株式会社
教育映像部

13分 ○ ○ ○

　外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクター達。時
には、それぞれの違いが原因で相手を傷つけたり、自分なん
てダメなんだと悩んだりもします。
　でも、誰でも苦手なこともあれば、得意なこともありま
す。大切なのはお互いの違いを認め、相手の気持ちを思いや
ること。そして、仲間と助け合っていくこと。
　そんなことを、子どもたちが楽しく学んでいけるアニメー
ション作品です。

２０１７年

114
インターネットと人権

（ＤＶＤ）
東映株式会社
企画　法務省

人権教育啓発推進センター
３０分 ○ ○ ○

  インターネットは、わたしたちの生活を豊かにするととも
に欠かすことのできないものになっています。しかし一方
で、インターネット上の人権やプライバシーの侵害につなが
る行為は後を絶たず、近年特にネットいじめや子どもたちを
ターゲットとした犯罪が大きな社会問題となっています。本
ＤＶＤは、おもに中高生とその保護者及び教職員対象に、イ
ンターネットを利用する上での危険性や、安全な利用法・対
策について、分かりやすくまとめました。

２０１６年

116
聲の形(こえのかたち)

（ＤＶＤ）
東映株式会社
教育映像部

３０分 ○ ○ ○

　原作の「聲の形(こえのかたち)」(講談社)は、現代の子ど
ものリアルな表情を描きつつ、「いじめ」や「障がい者との
共生」などの難しいテーマを読者が自然に考えることのでき
る優れた物語です。本作品は、原作の物語を基本に教材とし
てのテーマを付加したドラマ形式の学習教材です。「いじ
め」や「障がい」に対する知識と意識を高め、学校や家庭内
で話し合うことのできる教材です。

２０１５年



Ｎｏ． 題　　名 制　　作 時間 幼 小低 小中 小高 中 高 一般  内　　　　　容 制作年

108

すべての人々の
幸せを願って

～国際的視点から考える人権～

（ＤＶＤ）

東映株式会社
企画　法務省

人権教育啓発推進センター
３５分 ○ ○ ○

　世界には、性別や人種、肌の色の異なる人々、大人や子ど
も、障がいの有無など、一人ひとり違いをもったたくさんの
人たちが暮らしています。すべての人々の人権が尊重され、
相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するためには、私
たち一人一人が人権に対する理解を深め、相手の違いを認め
つつ、同じひとりの人間として相互に尊重し合うことが必要
です。
　この教材は、・国連の人権のへの取り組み【５分】・女性
の人権【９分】・子どもの人権【７分】・障がいのある人の
人権【９分】・外国人の人権【６分】で構成されています。

２０１５年

112

imagination
（イマジネーション）

想う　つながる　一歩ふみだす

　
（ＤＶＤ）

東映株式会社
企画　東京都教委

３４分 ○

　このＤＶＤは、「人権」を自分の問題として、また、日常
の問題として考える機会となるように製作したものです。
「いじめ問題」｢同和問題｣｢発達障がい」をドラマやドキュ
メントで取り上げています。人権学習だけでなく、放課後子
ども教室スタッフのための研修や家庭教育、ボランティア活
動など、幅広い場面で活用できるように構成しています。

２０１３年

101

いじめと戦おう！
小学生篇

　　～私たちにできること～
(DVD)

東映株式会社 ２１分 ○ ○

　いじめはどのようにして起こり、どうすれば防げるのかを
知っておくことは、小学生児童にとって必要なことと言えま
す。本教材は鑑賞した児童が、いじめの当事者、被害者、傍
観者の立場を理解し、考えることができるドラマ形式の教材
です。また大多数を占めるであろう傍観者がいかにして”い
じめの構図”を崩せるかという視点を中心に、いじめ問題全
体について話し合うために活用いただけます。

２０１２年

70 見上げた青い空（DVD版） 法務省人権擁護局
人権教育啓発推進センター

34分 ○ ○ ○

　いじめを苦にした良太は、幼なじみの岸田への最後のメッ
セージを残して飛び降り自殺をしてしまいます。良太を助け
られなかった岸田は、良太をいじめた中心人物に仕立てられ
た上に、新たないじめの対象にされてしまい、結局転校する
ことになってしまいました。そして新しい中学、ここでもい
じめはありました。それはインターネットや携帯電話を使っ
た陰湿なものです。この作品には、ドラマに登場した役者が
いじめ問題について、それぞれの立場で語るパートがありま
す。そこにはいじめ問題を解決するためのヒントが盛り込ま
れています。

２００７年

71 見上げた青い空（VHS版） 法務省人権擁護局
人権教育啓発推進センター

34分 ○ ○ ○ 　DVD版と同内容 ２００７年



Ｎｏ． 題　　名 制　　作 時間 幼 小低 小中 小高 中 高 一般  内　　　　　容 制作年

75

ハードル（DVD）
（長編アニメーション映画）

文部科学省選定

放送映画製作所 84分 ○ ○ ○ ○

　横浜に暮らす有沢麗音（レオン）は、小６のある日、友だ
ちの万引きを目撃します。そして、友人の名を言わなかった
麗音は犯人と誤解されます。無実を信じてくれない大人たち
の態度に麗音は深く傷つきますが、友人と文房具店のおばさ
んの言葉に救われ、心の輝きを取り戻します。
　やがて中学生になった麗音は、父の失職と両親の別れに
よって東北の古川市にある母の実家に家族三人で暮らしはじ
めます。ところが、バスケ部への入部を断ったことでいじめ
の標的とされ、とうとう生死の境をさまよう事件が起こりま
す。波風が立つのをおそれて真実を隠そうとする大人たちに
対して、子どもたちは立ち上がります。
自分を信じ、心のハードルを飛び越える勇気を！

２００７年

92
いじめはゼッタイわるい！

(DVD,VHS)
東映株式会社
教育映像部

12分 ○ ○

　はっきりといじめを嫌悪し、いじめに加担せず、ためらう
ことなく先生や親に知らせる…そうした行動をとるための力
を、幼い時期の子どもたちに植えつけます。たとえ今はクラ
スにいじめがなくても、高学年から中学生へと成長していく
中で、いじめと向き合わなければならない瞬間がどの子ども
にもきっと来るでしょう。その時こそが、このアニメによっ
て得た力を子どもたち自身が発揮する時なのです。

２００７年

63
心のキャッチボール
（アニメ－ション） 北九州市 23分 ○ ○

　家庭や学校をはじめとする社会のつながりの中で、「実
現」や「夢」とどのように向き合っていけばよいのかに戸惑
う中学生が、「他人を尊重して行動すること」「自己を肯定
し、自分を大事にすること」「仲間集団へ貢献すること」の
大切さを表現した作品。
　中学生の生活にとって大きな位置を占める部活動が舞台と
なっています。

２００５年

61
よーいドン！

（アニメ－ション）
北九州市 18分 ○ ○ ○ ○

　子どもたちが友だちの違いを理解し、その違いを排除する
のではなく、受容していく「共生」の素晴らしさと、その根
底にある人間の尊厳を描いた作品。小学校を舞台に「３０人
３１脚」を団体競技を題材としています。文部科学省選定

２００４年

67 私たちの人権宣言
－転校生はおばあちゃん!?－

人権教育啓発
推進センター

50分 ○ ○ ○ ○

　中学２年生の川島みちるたちのクラスに、坂野ウメという
７４歳のおばあさんが転校してくる。大きく年の離れた転校
生と、なかなか打ちとけられないみちるたち。そんなある
日、学校を休んだウメさんのお見舞いに行ったみちるたち
は、ウメさんの戦争時代の辛い体験と、「勉強したい」とい
う夢が叶えられずに亡くなった幼なじみの話を聞く。翌日、
その話を聞いた担任のガッツ先生は、「世界人権宣言」と
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約）」について
みんなに教える。「どうしたら人権侵害はなくなるんだろ
う」と考えたみちるは…。

２００４年



Ｎｏ． 題　　名 制　　作 時間 幼 小低 小中 小高 中 高 一般  内　　　　　容 制作年

59
どんぐり森へ

（アニメ－ション）
〔 ＶＨＳ版／ＤＶＤ版 〕

北九州市 15分 ○ ○

　虫をいじめていたわんぱく少年が、どんぐり森で体験する
不思議な出来事を通して、どんな生き物にも命があり、それ
はたった一つしかなく、失うと２度ともどってこない大切な
ものであることを学んでいく姿を描いた作品。
　※視点　いのちの大切さ・親の見守り・仲間との協力

２００３年

64

プレゼント
（アニメーション・ＤＶＤ）
2004年文部科学大臣賞受賞作

品

人権教育啓発
推進センター

17分 ○ ○ ○

　私は、「いじめている」なんて気持ちはなかった。ああい
う風になるまでは…
　小学校４年生の綾香は、同級生の美由紀の誕生日に手作り
の写真立てをプレゼントする。それは美由紀のことを思って
作ったプレゼントであったが、美由紀の気に入るものではな
かった。腹をたてた美由紀は、それから綾香にいじわるを始
める…。
　この作品では、いじめについて考えていきます。

２００３年

57
しっぱいいっぱい

もいっかい
（アニメ－ション）

北九州市 17分 ○ ○

　子どもたちは失敗の体験を通じて、学び成長していきま
す。
　ところが、失敗しない子がよい子だという考えが一方にあ
り、それによって失敗を恐れてチャレンジできなかったり、
失敗した仲間をバカにする子どもも少なくありません。しか
し、子どもたちから失敗する自由をうばってしまったなら、
活発な意欲や自立する力、さらには助け合う気持ちも育たな
いことでしょう。
　失敗しても落ち込まないで、原因を考えもう一度やり直す
勇気や、失敗に対する寛容さ、励まし合ってやりとげる力を
育むのに適した作品です。

２００１年

47 友だち（アミーゴ） 電通九州 15分 ○ ○

　郷にしたがおうとする少年、したがえずにかん黙症になる
少女、異なる文化のままに仲間に入ろうとする帰国児童の少
年、それぞれの心の動きを追います。そして子どもたち同士
が異なった文化や習慣のちがいを越えて、お互いが真の友人
関係を築くまでを描いています。

１９９８年

46
いのち輝く灯

（アニメ－ション） 東　映 48分 ○ ○ ○ ○

　人生の中途で障がいをもつ身となった奈津子とその恋人・
雅人（母親が同和地区出身）、そして盲目の老人・昭吉との
関わりや家族を含めた周りの人々との関係を通して、「人
権」とは何かを問いかけます。なぜ、人が人の人権を無視し
差別するのか、また人が生きていく上で大切な「同胞の精
神」とは何なのかを、見る人に投げかけています。

１９９８年



Ｎｏ． 題　　名 制　　作 時間 幼 小低 小中 小高 中 高 一般  内　　　　　容 制作年

49
ぼくの青空

（アニメ－ション）
東　映 26分 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　保育園に通っていた義人は、進行性筋ジストロフィ－の病
気になり、足の筋肉が少しずつ弱ってきました。小学生に
なってからは、大好きな運動も見学が多くなり、からかわれ
ることもありました。３年生になった義人は「僕も運動会で
走りたいんです・・・」と。幼なじみの友だちの励ましも受
けながら頑張りました。

１９９８年

42
二匹の猫と元気な家族
（アニメ－ション）

東京都 25分 ○ ○ ○ ○

　神戸で大震災にあった家族（両親・弟・小学５年のかおる
と親子の猫二匹）が東京に引っ越してきて、それぞれが新し
い生活や身近に起こるいじめや差別にとまどいながらも、そ
れを乗り越えていく姿をユ－モアとちょっぴりの涙で描いて
います。

１９９７年

43
いじめっこザルと
正直カニさん

（アニメ－ション）
東　映 12分 ○ ○

　仙人がたくさんの動物たちに話を始めます。「むかし、む
かし、お母さんガニが散歩していたらおむすびが落ちてい
た・・・」お母さんガニは、子どもたちに食べさせてやろう
と、おむすびを一生懸命運びます。そこへ意地悪でいじめ
ばっかりやっているサルが、そのおむすびと甘い実がドッサ
リ採れる不思議な柿のタネと交換しようと提案します。

１９９７年

44
負けるな！　千太

（アニメ－ション）
教　配 24分 ○

　弱いものへの慈しみや命の尊さを基本に、だれの心にもい
じめ虫がいること、いじめという行為がいかに醜（みにく）
く、無益であるかを、素直な心で考える、ある夏の物語で
す。

１９９７年

41
おじいちゃんのトマト
（アニメ－ション）

北九州市
東　映

39分 ○ ○ ○ ○

　一人の少年のまわりで起こるさまざまな人権問題（高齢
者・外国人差別・いじめ等）をめぐって、少年やその家族、
そして周囲の人たちが悩み苦しんでいきます。けれど、体の
不自由な祖父の生きることへの情熱や考え方に触れ、命の尊
さや相手の気持ちを思いやる優しさに気づきはじめます。

１９９７年

40 いちばん近くに 学　研 22分 ○ ○ ○ ○

　武知早智は大阪在住の小学６年生。来るべきピアノの発表
会に向けて、毎日猛練習に励んでいました。そんなある日、
新学期を迎えて、弟の健太のクラスに在日韓国人の転校生が
やって来ました。名前は金英浩。英浩は、彼の境遇を理解で
きない健太たちに特別視されてしまい、戸惑いを隠せない様
子でした。あるとき・・・。

１９９６年
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37
くもりのち晴れ

（アニメ－ション）
北九州市
東　映

40分 ○ ○ ○ ○

　「どうして私がいじめられなければならないの・・・」幸
子の心からの叫びが。いじめによって言葉を奪われていた彼
女が文化祭の劇の主役に選ばれました。先生や加奈子たちの
励ましを受け、幸子は自分を表現する勇気をもちはじめま
す。劇が出来上がるにつれ、ゆがんだ形でしか自分を表現で
きずにいたいじめグル－プも、次第に心を開き始めます。

１９９６年

34 わたしだけが 学　研
15分

○ ○ ○ ○

　他校から転校してきて、いわれない差別を受ける小学６年
の秋子をめぐる物語。学級の他の児童のさまざまな対応の姿
を描きながら、直接、差別するものだけでなく、実は、まわ
りで差別が悪いと知りながら傍観的な立場をとっている子ど
もも、差別をささえ温存させているのだということを理解さ
せます。

１９９５年

35
ぼくだって

きれいにしたいんだ
（アニメ－ション）

学　研 15分 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　服装の汚れから、「すすけのマ－ヤン」とあだ名され、差
別に苦しむ小学３年の正夫の物語。差別の不当さに目を向け
させるばかりでなく、その差別行為に対して傍観的な周囲の
児童の態度も問題にしながら、ひとりの問題をみんなの問題
として解決していくことが重要なことだと浮かび上がらせる
作品です。

１９９５年

36
その時，君なら

－あるいじめの体験から－
神奈川県
教　配

20分 ○ ○ ○

　「僕はもう、どうしたらいいのかわかりません・・・」中
学２年生の良樹の言葉。彼は、同じクラスのあるグル－プの
いじめの対象になっていました。一人悩んでいましたが、部
活動でトランペットを練習している時だけが悩みを忘れさせ
てくれる唯一の時間でしたが・・・。

１９９５年

14 明子のハ－ドル 群馬県 41分 ○ ○ ○

　母子家庭ゆえに差別されていると思っていた明子(中２)
が、親友をめぐって学校で起きた事件を契機に、自分も親も
差別する心をもっていたことに気付き、差別しない、差別を
許さない、差別に負けない心をもつまでの物語。

１９９３年

17 みんなのもり 東　映 16分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　人格の骨組みがつくられる時期にあたる小学校低学年向け
に制作したアニメ－ション。みんなの森に狼がやって来て、
小狐と子狸を人質に子ども図書館にたてこもる。子兎と子リ
スの知らせを受けた村長の熊さんと村の動物たちは、どうし
たのか・・・。

１９８９年



Ｎｏ． 題　　名 制　　作 時間 幼 小低 小中 小高 中 高 一般  内　　　　　容 制作年

32 はばたけ明日への瞳 共和教育
映画社

51分 ○ ○ ○ ○

　「いじめ」をなくそうと、障がいをもつ子どもをはげます
現代社会を描く児童劇映画。障がいをもつ勇二君はいつもひ
とりぼっちで、話す相手はウサギです。さて、クラス全員が
合唱と合奏の練習の成果を学芸会の当日発表するのです
が・・・。

１９８６年


