
DVD・VHS 

 

 

「＊」印は、官公庁、企業等から寄贈された教材です。                             ( )は購入年度、[ ]は制作または公開年です。 

「＋」印は、岡山市、岡山県等が制作した郷土教材です。                            VHS とシリーズは色を変えています。 

平     和     教     育 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

+V377 岡山の戦災の記録 (H1) 20 小(高)・中・ 

一般 

*V916 レクイエム・50 (H8) 

- 北千島最北端･占守島の戦後 - 

97 中・一般 

V1291 8月 9日 長崎 (アニメ)(H9) 10 小・中 

 V1292 おばけ煙突のうた (アニメ)(H9) 42 小・中 

 V1298 太平洋戦争と東南アジア (H9) 29 中･高･一般 

 V1299 太平洋戦争と沖縄 (H9) 35 中･高･一般 

 V1311 にんげんをかえせ (H9) 20 小･中･一般 

 V1312 戦争 子どもたちの遺言 (H9) 

     (記録･一部アニメ) 

53 小･中･一般 

 V1313 首都炎上 (アニメ)(H9) 18 小･中･一般 

 V1314 ある南京の記録 (H9) 白黒 21 中・一般 

 V1329 ヒロシマに一番電車が走った (アニメ)(H9) 30 小･中 

 V1548 せかいいちうつくしいぼくの村 

 (アニメ)(H14) 

- アフガニスタン・パグマンの村物語 - 

16 幼・小 

 V1550 予言 - 被爆者からの声 - (H14) 42 小･中･一般 

 V1554 アフガニスタン難民 (H14) 

－ 平和を知らない子どもたち － 

18 青少年･一般 

 V1559 一つの花 (アニメ)(H14) 23 小 

 V1560 一つの花 (アニメ)(H14) 23 小 

 (バリアフリー対応 副音声・字幕スーパー付)  

 V1561 愛の黙示録 <日韓合同>  (H14) 100 青少年･一般 

 V1574 字のないはがき (アニメ)(H15) 18 小･中･一般 

 V1616 さとうきび畑 (アニメ)[H14](H16) 

 (音楽と映像のみ) 

11 小･中･一般 

 V1617 ヤヌシュ・コルチャック [H13](H16) 

- すべてをこどものために - 

51 小･中･一般 

 V1628 つるにのって 「とも子の冒険」  

(アニメ)[H9](H17) 

27 小 

 V1629 ながさきの子うま (人形アニメ）[H元](H17) 27 小(高) 

 V1693 被爆 60年ヒロシマの記憶 (H20) 30 小(高)・中・一般 

 広島を歩く人のために [H16･17] (一部カラー) 

 V1701 手紙 （アニメ）［H16］(H22) 18 小・中・保護者 

・一般 

*V2007 平和の礎 (H12) 

 語り継ぐ戦争体験の労苦 

30 中・一般 

*V2054 明日への伝言 (H15) 

 雨にぬれた碑(高松空襲)  

23 小(高）･一般 

*V2066 明日への伝言 [H16](H16) 

 ほむらいろの空(富山空襲) 

25 小(高）･一般 

*V2073 明日への伝言 [H17](H17) 

 祈りかさねて(神戸空襲) 

30 小(中）･一般 

*V2078 明日への伝言 [H18](H18) 

－ イタンキ浜の夏 －(室蘭) 

25 一般 

*V2079 明日への伝言 ふるさと・平和への調べ  

- 鹿児島 忘れがたき空襲の記憶 - 

[H19](H19) 

30 小(高)・一般 

*V2080 明日への伝言 [H20](H20) 

 語りつぐ炎の記憶 

30 小(高)・一般 

DVD    

 D54 火垂るの墓 (アニメ)[S63](H16) 88 小(中)･一般 

 － ほたるのはか － (4歳と 14歳で生きようと思った)  

*D68 戦災と復興･発展 岡山の 60年 [H17](H18) 15 小(中・高)･一般 

*D69 ｢戦後 60周年事業 

- 戦争・戦災体験者の証言 -｣について 

                (岡山市) [H17](H18) 

74 小(中)･一般 

 D152 夏服の少女たち (アニメ)[H17](H19) 30 小(高)･中･一般 

 - ヒロシマ昭和 20年 8月 6日 - (一部モノクロ) 

 D175 ヒロシマ ナガサキ [H19](H20) 

                

本編 86 

特典 26 

中・一般 

  (一部モノクロ) 

D204 六千人の命のビザ (アニメ)[H19](H20) 12 小(高)・中 

D262 あした天気になーれ!  

- 半分のさつまいも -  (アニメ)[H19](H21) 

90 小(中・高)･ 

中･保護者 

 D263 いわたくんちのおばあちゃん (アニメ) 

- ぼく、戦争せんけえね -  [H21](H21) 

20 小・保護者 

 D375 ヒロシマ ナガサキ 

核戦争のもたらすもの  [S57](H24) 

46 小･中･一般 

 D418 つるにのって「とも子の冒険」  

(アニメ)[H9](H25) 

27 小 

 D419 長崎の記憶 幻の原爆フィルムで歩く長崎  37 小･中･一般 

 [H20](H25) (一部カラー) 

 D458 100ばんめのサル (アニメ)(H25) 17 幼・小 

D490 

 

 D491 

ボクとガク あの夏のものがたり 

（アニメ）（H27） 

よっちゃんのビー玉 (アニメ)(H27) 

42 

 

58 

小（高）・中 

 

小・中・高・一般 

*D497 ねがい ～ 丸山亀雄岡山空襲の記憶 ～ 

[H27](H27) 

10 小・中・高・一般 

D551 ヒロシマの記憶 35 小・中・一般 

 幻の原爆フィルムで歩く広島 (H28) (一部カラー) 

D602 涙に浮かぶ記憶 戦争を次世代へ伝えて        28 

 (日本語字幕あり・なし選択可) [H29](H30) 

中・高・一般 

    

 


