
16ミリ映画フイルム教材

劇映画

木更津市視聴覚ライブラリー
木更津市教育委員会教育部生涯学習課

〒292-8501 木更津市朝日三丁目10番19号

木更津市役所朝日庁舎（イオンタウン木更津朝日2階）

TEL（０４３８）２３-５２７４



◆ご注意◆

◎劇映画の部（16ミリ映画フィルム）

記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分
(教科別等)

利用区分
(教科別等)

内　　　　容
制作
年度

劇 42
怪獣と少年たち
【日本語版】

55
小学（中・
高）

児童劇映画

ニュージーランドの海に怪獣が！
古代の怪獣は今の世界にもすんで
いるのだろうか。夢多い少年たち
のくり広げるダーク湖の怪獣物
語。

劇 43
赤い風船
【日本語版】

34
小学（中・
高）

児童劇映画

ある日、パリに住む一人の少年
が、赤いガス風船をみつけた。風
船と少年の不思議な愛情の交錯
を、風船の動きに人情を仮託する
という奇抜な着想で描いている。

劇 44 白い貝殻 52
中学・高校・
一般

特別活動 児童劇映画

中学３年の啓子は母に反発、万引
き常習グループの仲間に入ってい
く。非行の導火線となる万引きを
家庭はいかに対処すべきかを訴え
る。

劇 45 ガキ大将先生 48
小学（中・
高）・一般

児童劇映画

爆笑の中で奏でるフレッシュ、ガ
キ大将先生と、学校一問題学級の
腕白児童の爽やかな学級作りドラ
マ。

劇 46 涙なんか飛んでいけ 45
小学（中・
高）・一般

特別活動 児童劇映画

突然父を失い小６の康雄はガラリ
と変わり、妹の面倒も見なくては
ならない。新しい学級にはいじ
めっ子がいた。いやがらせは妹に
まで及ぶ。

1980

劇 47 おじいちゃんのおくりもの 42
小学（中・
高）・中学

児童劇映画

八ヶ岳の山麓を舞台に、「おじい
さんの松茸の代」を探すさとし。
困難に屈することなく、温かいふ
れ合いと助言に守られて、最後ま
でやりとげた強い意志と、満足感
を明るく感動的に描いた。

劇 48 子だぬき愛情ものがたり 55 小学～高校 児童劇映画

大けがをした野生の子だぬきを
救った長距離トラックの運転手
と、獣医の心温まるエピソードの
映画化です。原作：中村志

1981

劇 49
とうふ屋かあさんとその子
どもたち

48 小学・一般 児童劇映画

４人の子供を一人前にするまでは
と、右肘の痛みをおして頑張る豆
腐屋母さん。我が家の一大事に気
付いた子供たちがどう対処した
か・・・。

劇 50 バトンはＶサイン 51 中学・一般 特別活動 児童劇映画

複雑な家庭の事情から、人間不信
に陥り、長期欠席や家出をくり返
す女子中学生と、彼女を立ち直ら
せようと努力する、級友や新任の
女教師をめぐる物語。原作：村上
真弓（中学１年）

1981

１６ミリフィルム教材によっては、視聴にあたって気分が悪くなる等、強いストレスを感じる
ことがあります。担当の方は映像確認後に上映するようお願いします。
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劇 51 シャベルにかける青春 48 中学～一般

家庭（生
活）・市
民・社会教
育

児童劇映画

本来なら、今頃、サッカー部の仲
間と高校で猛練習にあけくれてい
るはずの１５才の少年が、ボール
の代わりに、シャベルとツルハシ
を握る。交通事故で父を亡くした
兄弟と母の愛の物語。

劇 52
ぼくのロボット
－科学クラブの子どもたち
－

45 小学・一般
理科・特別
活動

児童劇映画

ある「少年少女科学クラブ」に通
う子どもたちが、自分たちの生活
の中から創意工夫をこらして、も
のを作り上げていく苦しみや喜び
を、明るいタッチで描いていま
す。

劇 53 春風の子どもたち 49 小学 児童劇映画

円空、円忍、円雲、円海、円月の
ヤンチャ小坊主が大活躍。山奥の
貧乏寺の住職夫婦と５人の子ども
の楽しくて温かい物語。原作：花
岡大学

1982

劇 54 お父さんの宝島 41
小学（中・
高）

児童劇映画

島の自然の厳しさや暮らし、島の
人々のふれあいの中に父の心を求
めていく明少年の冒険と感動の物
語。父と子のかかわりを真正面か
らとらえた力作。

1981

劇 55 たぬきのいる町 52
小学（中・
高）

特別活動 児童劇映画

山あいの美しい田舎町で、やきも
の一筋に生きるがんこじいさん
と、やきものに反対する家族たち
の姿を通して、子どもたちの心の
絆を描く心温まる作品です。

1982

劇 56
大きい１年生と小さな２年
生

39 小学
道徳・特別
活動

児童劇映画

「大きい１年生と小さな２年生」
の童話をもとにつくられました。
子どもたちが、日々の生活の中
で、新しい体験をし、少しずつ生
活範囲を広げながら成長する姿を
描いています。原作：古田足日

1981

劇 57 さよなら、子ネコちゃん 41
小学・中学・
一般

児童劇映画

一匹の捨て猫をめぐる６年２組の
みんなと、周囲の大人たちの心あ
たたまる実話をヒューマンなタッ
チで描く。

1983

劇 58
チビ六二死満塁
－ツーダン・フルベース－

51 小学 児童劇映画

二死満塁それは、野球のピンチだ
けでなく、人気者のチビ六が迎え
た初めての人生のピンチだったの
です。少年野球チームエッグスに
巻き起こる涙と笑いの物語。原
作：砂田弘

劇 59
先生と十人の子供たち
－幸いすむと－

49
小学（中・
高）・一般

家庭（生
活）・市
民・社会教
育

児童劇映画

過疎地の村の小学校の１０人の子
どもたちと先生の友情を描く感動
の名作。バスも来ない医者もいな
い、そこから始まる悲劇・・・こ
の村はぼくたちの村　もう誰も死
なせない！

劇 60 あしたの空は青い空 46
小学（中・
高）・一般

道徳 児童劇映画

浅草伝法院の近くで生まれた書家
川村香千（千恵子）さん。障害に
もめげず、書の道ひとすじに明る
く頑張りぬいた川村さんの少女時
代の物語。原作：井村千恵子
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劇 61 咲ちゃんのおふろ屋さん 43
小学（中・
高）・一般

人権 児童劇映画

「おとうさんのおんぶ」を映画
化。咲子が転校先の学校でいじめ
られっ子よしみを見て、ふと前の
学校でクラスの友達からいじめら
れた頃を思い出しました。原作：
宮川ひろ

劇 62 ゴンタとよばれた犬 42
小学（中・
高）・中学・
一般

道徳 児童劇映画

昭和５８年４月、岩手県北久慈の
漁村を山火事がおそい、清之一家
は家と家財を焼失した。そして、
家族で可愛がっていた柴犬のペス
が行方不明に・・・

1984

劇 63 はばたけ明日への瞳 51
小学（中・
高）・一般

人権 児童劇映画

情緒障害児の勇二君（小５）はク
ラスのガキ大将にいつもいじめら
れていました。どうしてよわい子
をいじめるの・・・子どもたちの
心の優しさと友情の美しさを綴る
心温まる物語。

劇 64 かあちゃんの海 51
小学（中・
高）・一般

家庭（生
活）・市
民・社会教
育

児童劇映画

小さな漁村で、貧しくとも、明る
くたくましく生きる母ちゃんと子
どもたちの姿を感動的に描く。父
親のいない家族で兄弟たちがいか
に助け合っていくか、母と子の交
流の大切さを教えてくれます。

劇 65 おじいちゃんの海 50
小学（中・
高）・一般

人権 児童劇映画

聴覚に障害のある少女が祖父の涙
ぐましい努力と深い愛情によっ
て、障害を乗り越えていく。だ
が、祖父は突如帰らぬ人となる。
祖父への感謝をこめて歌を作ろう
とする。

劇 66 春を呼ぶ瀬戸の小鳥 53
小学（中・
高）・一般

児童劇映画

瀬戸内海に浮かぶ小さな島に住
む、父と５人の子供たちが明る
く、助けあい、力強く生きる姿を
通して、家族の愛と故郷の大切さ
を描く。

劇 67 がんばったねお母さん 39 小学・一般

家庭（生
活）・市
民・社会教
育

児童劇映画

小四の児童の作文をもとに、母を
愛しながらも自分中心の考えから
働く母に不満をもった女の子が、
母の会社勤め１０周年を機に、次
第に母の立場を理解していく心の
移り変わりを描いている。原作：
石川真由美（小学４年）

1986

劇 68
がんばれたえちゃん
－木曽馬と少女－

45
小学（中・
高）・一般

児童劇映画

貧しい農家の子たえは、父親が死
んでしまい、大地主の家に子守に
だされました。いろいろつらい目
にあうが、木曽馬フジとの友情を
支えに明るく生き抜いていく。

劇 69 ガキ大将行進曲 75
小学（中・
高）・一般

児童劇映画

弱い者いじめをするガキ大将の弘
のクラスに幸太が転校してきた。
とても元気で、勉強は苦手、けれ
ども運動は抜群。幸太を迎えた４
年１組はさてどうなるか。原作：
塩沢清

劇 70 ありがとうハーナ 45
小学（中・
高）・一般

道徳 児童劇映画

眼の病気にかかり視力回復の望み
も断たれ悲しむ少女が、自分を助
けようとして重症を負った飼い犬
ハーナの、精神力と生命力が命の
尊さを教えてくれた。
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劇 71
しあわせ色の小さなステー
ジ

45 小学・一般 道徳 児童劇映画

山間の分校に５歳のひろは、姉と
毎日登校する。先生と子供たちの
心の交流、一日のうちで楽しかっ
たことを家族に話す板の間のス
テージ、温かい家庭、心の温かさ
を描いている。原作：宮川ひろ

劇 72
父ちゃんと僕たちのスクラ
ム

48 小学・一般 道徳 児童劇映画

母親を事故で亡くした子どもたち
と、長距離トラックの運転手をや
めた父親が、地方に転居して新し
い生活を始めた。波乱万丈、父親
が背中で教える愛と感動の物語。

劇 73 明日に輝け！！ 39
小学（中・
高）・一般

道徳 児童劇映画

ある少年が母親の入院や重病の友
人の死などに直面して、しだいに
人間として成長していく過程を少
年の心の軌跡を中心に、生命がい
かに尊いものであるかを描いてい
る。

1989

劇 74 ぼくたちの勇気 31
小学（中・
高）・一般

道徳 児童劇映画

上級生に脅かされ万引きをした少
年が、その行為を反省し、万引き
をした店に勇気をもって謝りにい
くまでの様子を、一人の老人との
かかわりあいのなかで描いてい
る。

劇 75 青葉学園物語 103
小学（中・
高）・一般

児童劇映画

戦争で身寄りをなくした子供たち
の養護施設。共同生活を通して、
逆境にもめげず、人間として一番
大切なやさしさや、思いやりを自
らの手で少しずつ体験しながら成
長していく姿を描いている。原
作：吉本直志郎

劇 76 父ちゃんの汗に乾杯！ 46
小学（中・
高）・一般

道徳 児童劇映画

卸売市場で働く父親の職業に不満
をもつ少年。父親の人情と仕事の
一途な生き方に啓発され、職業に
対する考え方や、働くことの素晴
らしさに気づいていく様子を描
く。

1985

劇 77 妹と私 44
小学（中・
高）・一般

特別活動 児童劇映画

思春期にさしかかったある少女
と、お婆さんの耳を怪我させて苦
しむ妹とのかかわり合いの姿をと
らえ、相手の立場を考え、思いや
りやいたわりあうことの大切さを
訴えている。原作：中川まみ（小
学２年）

1988

劇 78 ガッツ親父とオサム 56
小学（高）・
一般

児童劇映画

多忙な父親とも触れ合いが少な
く、孤独の中で、しだいに心の荒
んでいったオサム。父親との関係
を回復して立ち直り、本来の心の
純粋な心を取り戻していく過程を
描いている。

1991

劇 79 ぼくの家にはカバがいる 48
小学（中・
高）・一般

児童劇映画

動物園のカバの飼育係を父にもつ
少年。動物を世話する飼育係の喜
びや悲しみ、少年と動物たちのふ
れあいを通して、生命の尊さと素
晴らしさを描いている。

1989

劇 80 サッツゥのきじ 54
小学（中・
高）・一般

児童劇映画

おばあちゃんの突然の死。ショッ
クで立つことも口を聞くことも出
来なくなってしまった少女を両親
の努力と愛情、隣人たちとのここ
ろの交流。野生のキジによせる少
女の優しい心を描いている。原
作：佐藤洲男
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劇 81 太郎のかがみ 56 小学・一般
人権・同和
教育

児童劇映画

転校してきた少年が、学校生活の
中で次第にクラスの仲間からうと
まれ、いじめにあう様子をとら
え、人の心を傷つけることや、差
別する心をなくし助け合うことの
大切さを訴えている。

劇 82 高瀬舟 45 一般 映画

弟殺しの罪で島流しの刑を受けた
喜助が、護送する高瀬舟の中で、
役人に語る自分に生い立ちと貧し
さから生じた罪の物語をドラマ構
成で描いている。原作：森鴎外

劇 83 ぼくに涙はにあわない 50 中学～一般
道徳・特別
活動

映画

高校時代、ラグビーの試合中、不
幸にも首の骨を折り、手足の自由
を奪われ、悲しみのどん底から、
新しい可能性に向かって、一つ一
つ挑戦、前進していく一人の高校
生の実話です。原作：千賀康司

劇 84 愛が聞こえますか 54 中学～一般 人権 映画

髄膜炎が元で聴覚と言語を失った
遼子。聾学校から普通公立中学校
へ進学しましたが、聴力障害を持
ちながら健常者と共に生きること
は、とても困難なことでした。

劇 85 心をむすぶ愛のハーネス 55
小学（中・
高）～一般

人権 映画

全盲の小百合さんと盲導犬カンナ
が５キロのロードレースに挑戦
し、みごと走り抜いたことで多く
の人々に勇気と希望をあたえまし
た。

劇 86
日暮硯
－歴史に学ぶ経営学－

42 一般 映画

江戸時代中期、藩主真田幸弘に抜
擢され勘略奉行についた家老恩田
木工が示した経営学的教訓を臨場
感あふれる映像により実感的に描
いている。

劇 87 魔女の宅急便 102 小学～一般 アニメ映画

思春期にかかった１３歳の少女の
大人への旅立ち、そして成長を描
いた角野栄子原作を、宮崎駿が見
事に映像化しています。原作：角
野栄子

劇 88 腕白たちの宝もの 48 小学（高） 道徳 児童劇映画

この映画は、わんぱく少年たち
が、親たちの生き方から愛情を、
友達とのつきあいから友情の大切
さを、そして地域の人たちから人
情を学び、大きく成長していく姿
を描きます。

劇 89
山下清物語
裸の大将放浪記
【DVD　DS98】

117 一般 映画

少年時代、精神薄弱児としての苦
難、その才能を指導した教師をは
じめとする周囲の努力、そして有
名になりすぎた晩年の非哀など生
涯にわたる人間関係を追いながら
山下清の生涯を描く。原作：山下
清

劇 90 お母さんのアルバム 53 小学～一般 児童劇映画

父である刑事さんとその子たちと
の葛藤を軸に、親と子の絆、人に
対する優しさや思いやりを考え
る、人間愛にあふれた作品です。

劇 91
火垂るの墓
【DVD　DG131】

88 小学～一般 平和教育 アニメ映画

昭和２０年６月から９月にかけ
て、日本の敗戦をはさんだ約３ヶ
月間に４歳と１４歳の兄がどう生
きたかを描いた作品です。原作：
野坂昭如
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劇 92 ぼくは負けない 31 小学・一般 人権 児童劇映画

いじめが社会問題になっている
今、子供の健全な成長のために
は、どのような生活環境、教育環
境を整えるかが課題である。地域
の人々や子供たちに大切なことは
何かが描かれている。

劇 93
手塚治虫物語（少年期）
ぼくは孫悟空

70 小学～一般 アニメ映画

前半は子ども時代から戦争中、そ
して戦争の時代を描きつつ、漫画
に夢中になっている日々をとら
え、後半は西暦３０１０年銀河系
サファイア星のＳＦ版孫悟空の２
部構成。原作：手塚治虫

劇 94 街は虹いろ子ども色 98 小学・一般 映画

ガキ大将と異年齢の子どもたち
が、お化け屋敷を基地に「ペット
サービス・カンパニー」をつくっ
た。しかし、好評判から一
転・・・。子どもの視点から描い
た愉快なストリート・ストーリー
です。

劇 97 海からぶたがやってきた！ 45
小学・中学・
一般

平和教育 アニメ映画

この作品は、終戦後、沖縄の復興
に貢献したハワイ在住のウチナー
ンチュ（沖縄人）のボランティア
活動を、実話に基づいてアニメ化
したものです。原作：下嶋哲朗

1997

劇 98 走れ！白いオオカミ 84
小学・中学・
一般

アニメ映画

少年は、親友のオオカミを助ける
ため、５００キロの長い旅に出ま
す。オオカミと少年の友情・自
立・そして別れ・・・。本当の優
しさとは、真実の勇気とは。人と
動物の本来のあり方を問う。原
作：メル・エリス

劇 99 ぼくのお姉さん 36 小学～一般 福祉教育 児童劇映画

障害を乗り越え、自立して生きよ
うとする姉。姉をうとましく思い
つつ、心の痛みや苦しみを理解し
ようとする弟。その家族の明るい
生き方を描き、障害者を正しく理
解することの大切さを示します。
原作：丘修三

1998

劇 100
映画
忍たま乱太郎

45 幼児・小学 アニメ映画

しんべヱは、しんべヱのパパが学
園長に頼まれて輸入した硝石を運
ぶため、団蔵とのんびり、おにぎ
りを食べながら歩いている
と・・・その時！原作：尼子騒兵
衛

劇 101
キャプテン翼
危うし！全日本Ｊｒ．

60 小学 アニメ映画

南葛中のサッカー部のキャプテ
ン・大空翼を主人公に、彼の友人
やサッカーのライバル達との交流
や熾烈な試合を通じて、友情や思
いやりをテーマにした作品。原
作：高橋陽一

劇 102 北極のムーシカミーシカ 80 小学 アニメ映画

厳しい北極の自然を舞台に双子の
子熊が母親の手を離れ、自ら氷の
世界へと出て行き、成長する喜び
と大人になるための厳しい試練を
見事に描いた作品です。原作：い
ぬいとみこ

劇 103
走れタンコロひかりのなか
へ

49 小学・一般 福祉教育 児童劇映画

江の電の運転手になりたいという
長年の夢を、多くの人々の援助で
実現させたある心臓病の少年の実
話を、生命の尊さ、互いに思いや
り、いたわり合う大切さなどを訴
えた作品。原作：金子章

2001

- 劇6 -



記号 番号 題　　　　　名
時間
分

対　象
利用区分
(教科別等)

利用区分
(教科別等)

内　　　　容
制作
年度

劇 104 うれしいときにも涙がでる 31
小学・中学・
一般

児童劇映画

「お父さん」の作文を書くことか
ら話は展開して、家庭におけるや
さしい母親の心づかい、苦しくと
も懸命に働く父の姿、親子の生き
方や心のつながり、教師と子ども
のかかわり方などを描く。

劇 105 星空のバイオリン 88 小学～一般 アニメ映画

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
んの伝記で、小沢さんの少年期と
青春時代を愛と感動のスリルにみ
ちたロマンスとして描かれていま
す。原作：和田登

劇 106 フランダースの犬 103 小学～一般 アニメ映画

おじいさんと牛乳運びで生計を立
てる少年ネロと愛犬パトラッシュ
は、貧しいながらも幸せに暮らし
ていた。しかし、次々とネロの身
に不幸が降りかかる。永遠の名作
長編アニメ。

劇 107 アイ・ラヴ・ユー 111 中学～一般 福祉教育 映画

ろう者の母、聴者の父とおませな
娘と三人で平凡ながら幸せな生活
を送っていた。ある日、娘の愛
が、学校でいじめらているという
のである。母は自分が原因と知り
ショックを受ける。原作：岡崎由
紀子

劇 108 マヤの一生 75 小学～一般 道徳 アニメ映画

太平洋戦争の最中、食糧事情の悪
化に伴い殺された犬のマヤの物
語。戦争が小さな命をも奪うとい
う事実。そして、愛と平和、命の
大切さをあらためて私たちに語り
かけてくれます。原作：鳩椋十
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