
請求記号 タイトル 内容紹介 時間

ＮＥＷ 369.3ｶﾞ がんばってます！自主防災

自主防災組織のあり方を問いながら、活動内容の
充実している地域を取り上げ、その日常の活動を
詳しく紹介。災害に強い街づくりの必要性を訴え
る。

25分

ＮＥＷ 681.3イ
いつまでも安全運転を！
～高齢ドライバーに必要なこと～

一時不停止、車線変更、右折時など、高齢ドライ
バーに多い事故例を描きながら、どのようなことに
注意したら交通事故を防ぐことができるのか、交
通安全の秘訣を示す。

15分

ＮＥＷ 681.3ｶ カルガモ親子の交通安全
のんきなカルガモ母さん率いるカルガモ一家のお
引越しをテーマに、子どもたちにもわかりやすいア
ニメーションで交通安全を解説。

13分

ＮＥＷ 681.3コ
高齢者のみなさん！
いつも安全確認していますか？

交通事故の死者数に占める高齢者の割合は、
年々増加傾向にある。事故事例を再現映像で分
析し、事故を防ぐポイントを考える。

17分

ＮＥＷ 681.3ﾄﾞ 道路は危険がいっぱい！
コアラのキャラクターが交通ルールや事故から身
を守るためのポイントをわかりやすく説明する。ア
ニメを楽しみながら交通ルールが身につくＤＶＤ。

15分

ＮＥＷ 778.7ｲ
げんきげんきノンタン
いたいのとんでけ～☆

元気いっぱいのノンタンが、絵本から飛び出して
みんなのお家にやってきた！「いたいのとんでけ
～☆」「えいごで１・２・３」など５つのお話を収録。

32分

ＮＥＷ 778.7ｶﾞ
げんきげんきノンタン
がんばるもん

元気いっぱいのノンタンが、絵本から飛び出して
みんなのお家にやってきた！「がんばるもん」「て
んてんくんとまんまるちゃん」など５つのお話を収
録。

32分

請求記号 タイトル 内容紹介 時間

217.6 ﾋ ヒロシマの記憶
原爆投下の2カ月後、原爆調査の一環として行わ
れた日本映画社の撮影による1945年のヒロシマ。
立体的に広島の記憶をたどる。

35分

 219.3 ﾅ 　長崎の記憶 

長崎に原爆が投下されて2カ月後の、風景と苦し
む被爆者を、日本映画社のスタッフが撮影したフィ
ルム。映像と被爆者の証言を交えながら、当時を
振り返る。

37分

219.9 ｲ 戦場(いくさば)ぬ童(わらび) 
40年前、米軍が上陸し地獄の戦場と化した沖縄本
島。当時子供だった人々の生々しい証言をもとに
沖縄戦の実態を子供たちに焦点を当てて描く。

26分

234.0 ｱ 1
ヒトラーとホロコースト
アウシュビッツ　1  
 ユダヤ人強制連行

1941年、ドイツ軍はわずか数週間でソ連の奥深く
まで進軍。背後には特務部隊が存在し、共産主義
の知識人殺害に関与。殺害された大多数はユダ
ヤ人だった-。

52分

234.0 ｱ 2
ヒトラーとホロコースト
アウシュビッツ　2  
最終解決策-大量虐殺

権力を手中にし、ユダヤ人排除を進めていくヒト
ラー。ドイツのユダヤ人が社会の「最下層民」とな
る中、親衛隊長官ヒムラーは「人道的な」殺害方法
を模索する-。

51分
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234.0 ｱ 3
ヒトラーとホロコースト
アウシュビッツ　3  
強制収容所ゲットー

“根絶”と決められたユダヤ人の運命。ソ連の占領
地域でユダヤ人は残虐に殺され、中欧のユダヤ
人は東方のゲットーへと送られ、ドイツのユダヤ人
も移送された-。

51分

234.0 ｱ 4
ヒトラーとホロコースト
アウシュビッツ　4  
絶滅収容所への扉

1942年、稼動を始めた絶滅収容所。殺害計画は
全ヨーロッパ規模で行われ、大量殺害を具現化し
た収容所「アウシュヴィッツ・ビルケナウ」が作られ
た-。

52分

234.0 ｱ 5
ヒトラーとホロコースト
アウシュビッツ　5  
ユダヤ人としての誇り

1943年4月の段階で約400万人のユダヤ人が迫害
され、過半数が殺害された。そして、我慢の限界
に達したユダヤ人は、ワルシャワのゲットーで蜂起
する-。

52分

234.0 ｱ 6
ヒトラーとホロコースト
アウシュビッツ　6  
 ホロコーストからの解放

1945年1月、旧ソ連軍の部隊がアウシュヴィッツに
到着。収容所の解放により、ナチス支配の結果、
600万人のユダヤ人が殺害されたことが明らかに
なる-。

51分

 316.1 ｴ えっ！これも人権？
日常生活のふとした出来事などを例にあげ、人権
問題の大切さを伝える。
4コママンガと実写でわかりやすく解説。

30分

 316.1 ﾆ 1 日常の人権　Ⅰ

日常生活に潜むさまざまな人権問題を取り上げ
る。ドラマやドキュメンタリーで人々の心にある偏
見、差別や偏見に苦しむ人々の心の痛みを伝え
る。

23分

 316.1 ﾆ 2 日常の人権　Ⅱ

日常生活に潜むさまざまな人権問題を取り上げ
る。ドラマやドキュメンタリーで人々の心にある偏
見、差別や偏見に苦しむ人々の心の痛みを伝え
る。

23分

 316.1 ﾜ 私が私らしくあるために
どこにでも見られる職場の風景。コミュニケーショ
ンの失敗が仲間を傷つけてしまうことがある。職場
のコミュニケーションを見つめなおす。

26分

 317.7 ｳ
うたっておどってゆうかいぼうし
イカのおすし

子どもへの犯罪を未然に防ぐために警視庁が考
えた防犯標語「イカのおすし」。アニメを見ながら
歌って踊って覚えましょう！

１６分

 319.8 ｱ あの日－この校舎で
50年前の原爆投下直後、救護所に当てられた長
崎の新興善小学校。被爆者を看護した医療従事
者たちや当時の小学生の体験・証言を収録。

30分

 360 ﾜ わかりあえる明日のために

世界的に発生しているさまざまな環境問題や開発
途上国の現状や、青年海外協力隊の活動の様子
を紹介。 また、障害についての理解促進や自分
たちが出来ることを目的として製作。小学生向け。

180分

365 ｼ
　しまった!こまった!だまされた!?
　若者の契約トラブル

高校生から新社会人の若者向けに契約トラブル
の回避方法と対処方法を学んでもらうことを目的
に制作。生活に欠かすことのできないインターネッ
トと、若者の被害が深刻なマルチ商法を取り上げ
ている。

26分

 366.3 ﾊﾟ パワー・ハラスメント

パワー･ハラスメントの被害者たちへのインタ
ビューと実例にもどづくドラマで構成。働く人すべ
てを対象にパワー･ハラスメントについて解説す
る。

26分



367.9 ＬＧＢＴを知ろう

ＬＧＢＴを含むセクシュアル・マイノリティ（性的少数
者）の人たちを取り巻く状況を理解し、職場や教育
現場でどのように取り組んでいけばよいのかを、
わかりやすく解説する。

20分

367.9 ｾ 1
生と性、健康を学ぶDVD　第1巻
女の子、男の子のからだと心

最新の医学情報に基づく性と健康の科学を紹介
するDVD。性ホルモンによる性差、生殖器・外性器
による性差、性染色体による性差、脳と心の性差
などについて、医学の立場で解説する。

25分

367.9 ｾ 2
生と性、健康を学ぶDVD　第2巻
恋愛とセックス

毎月女性に起こるホルモンの大きい変動、男女の
性衝動の違いなどについて解説。DVや性産業の
罠などについても、具体例をあげて警告を発す
る。

25分

367.9 ｾ .3
生と性、健康を学ぶDVD　第3巻
妊娠と避妊のメカニズム

排卵と月経、勃起や射精のメカニズムのほか、妊
娠の過程、月経痛や月経前症候群(PMS)、様々な
避妊法やピルなどについて解説する。

25分

367.9 ｾ 4
生と性、健康を学ぶDVD　第4巻
STD(性感染症)を防ぐ

性感染症とは何かを説明し、感染のメカニズムや
種類、妊娠に及ぼす影響、予防法などを解説。感
染と共存する賢い生き方も伝える。

25分

368.6 ｺ
子てんぐこたろうの
誘拐から身を守るお約束

「一人で遊ばない」「知らない車に乗っては絶対だ
め」「暗い道は危ないよ」などの誘拐されないため
の約束が楽しく学べます。

11分

368.6 ﾒ
名探偵コナンクイズ形式で
学べる！！防犯ガイド

「あとをつけられたら?」「友達がつかまったら?」「道
を聞かれたら?」 名探偵コナンと仲間たちが、クイ
ズ形式で子供たちにわかりやすく解説する防犯ガ
イド。普段からの心がけや対策も紹介する。

26分

 369.1 ﾜ
わかりあえる明日のために
-福祉にかかわる仕事－

「福祉にかかわる仕事」について子どもたちに理解
して考えてもらうことを目的として製作。介護福祉
士、ホームヘルパーなど８種の職業について解説
する。小学生向け。

160分

 369.2 ﾓ 盲導犬クイールの一生

盲導犬クイールとパートナー：渡辺満さんとの強い
絆は、単なる人と犬との関係を越えて、大切なこと
を教えてくれる。クイールの生涯を描いた感動の
アニメーション。

25分

 369.3 ｻ サル太郎地震には負けないぞ！
ある日、地震が起こり、サル太郎は大慌て。
地震の知識・備えを学ぶ小学校低学年向けの地
震防災教育アニメーション。

15分

 369.3 ｼ 幸せ運ぼう

学校や社会教育の現場で、阪神大震災の記憶と
記録を伝えるとともに、防災意識を高めてもらうた
めに製作されたもの。命の大切さや助け合うこと
の尊さを学ぶための教材。

147分

 369.3 ｾ 戦場で傷ついた子どもたち

ドイツ国際平和村は、世界各地で続く紛争や内戦
で傷ついた子どもたちを受け入れ、治療し母国へ
帰す活動をしてきた。10年に渡り取材を続けてき
た平和村の記録。

97分

369.3 ﾂ 伝えていきたい防災力
阪神・淡路大震災や過去の大地震を検証し、震災
が残した教訓を確認しながら、「防災力」を高めて
いく必要性を訴える。

23分



369.3 ﾎﾞ 防災の備えと意識10カ条 

東日本大震災では、地震と津波の恐ろしさを再認
識した。個人が身近なところで取り組める、地震や
津波に対して必要な備えを10項目にまとめて紹介
する。

22分

 369.3 ﾎﾞ 僕は、あの日を忘れない

阪神大震災を教訓に、地震の恐ろしさ、悲しさを学
び、そこから備えの必要性と大切さを導き出す。地
震防災への関心と習慣が育つようにわかりやすく
ｱﾆﾒで解説。

24分

 369.3 ﾋ
火あそびは火事のもと
ケンタとニャンタの火の用心

ママの留守中にケンタとペットのニャンタは火遊び
をして、火事を起こしてしまいます。ワンコ消防隊
が駆けつけて、火事は収まったけれど…。火や火
事の危険性と防火への理解を促す幼児・小学校
低学年向け防火防災教育アニメ。

13分

 369.3 ﾏ
マジカルプータの
火あそびはあぶないよ

小学校低学年向けの防火教育アニメーション。炎
の天使エンジェルファイヤーが、ライターやマッチ
などでの火遊びの危険性、花火をする時の注意
事項、火事になった際の対処法などを教えます。

15分

 371.4 ｶﾞ
学校生活を快適にすごすための
ルール

子どもたちが快適な学校生活が送れるように
ちょっとした気づかいのヒントや指導・援助の手が
かりをまとめる。

22分

 371.4 ﾈ ネットいじめから子供を守る

インターネットや携帯電話を使ったネットいじめ。
ネットいじめの事例を基に、その対処法、加害者・
被害者それぞれに対する指導法を分かりやすく解
説。

27分

 371.4 ﾈ ネットいじめひとりで悩まない
教師や保護者が気づかないうちに急速に進むネッ
トいじめ。再現ドラマを基にネットいじめについて共
に考え、学ぶための教材。

23分

 371.4 ﾏ 毎日がつらい気持ちわかりますか
ネットいじめを防ぐには？相手の顔が見えないコ
ミュニケーションの恐さ、いじめの構造、具体的な
対応策などをアニメで解説。小学校高学年向き。

18分

374.9 ﾊ 1
歯を大切に
小学校1年生用

親しみやすいキャラクターを採用し、楽しい構成で
児童に歯の保健への自主的な興味・関心を喚起
させるDVD。鏡を使って自分の口の中を観察する
方法や、第一大臼歯の磨き方などを紹介する。

12分

374.9 ﾊ 2
歯を大切に
小学校2年生用

親しみやすいキャラクターを採用し、楽しい構成で
児童に歯の保健への自主的な興味・関心を喚起
させるDVD。鏡を使って自分の口の中を観察する
方法や、前歯の磨き方などを紹介する。

14分

374.9 ﾊ 3
歯を大切に
中学年編

生活習慣の中でも重要とされる歯みがきを映像で
学習するDVD。歯みがきの仕方や間食の食べ方、
歯科保健指導のポイントなどを紹介するほか、お
口の健康クイズも収録。

26分

374.9 ﾊ 4
歯を大切に
高学年編

生活習慣の中でも重要とされる歯みがきを映像で
学習するDVD。歯みがきの仕方やデンタルフロス
の使い方、歯科保健指導のポイントなどを紹介す
るほか、お口の健康クイズも収録。

29分



374.9 ﾊ
歯を大切に
中学生編VOL1

歯みがきの復習から健康や食育を学ぶDVD。中
学生編VOL1は、歯みがきの総復習、歯肉炎と体
の健康、歯や口の外傷予防&マウスガードなどを
紹介するほか、歯みがきの歴史も収録。

23分

374.9 ﾊ
歯を大切に
中学生編VOL2

歯みがきの復習から健康や食育を学ぶDVD。中
学生編VOL2は、8020を実現するための生活習慣
や歯みがきの仕方、口臭の原因と予防、たばこと
歯の健康との関係などを紹介するほか、唾液の役
割も収録。

21分

374.9 ﾔ 薬物乱用と薬物依存

覚せい剤や大麻、シンナーなどの有機溶剤。これ
らの薬物乱用による身体への影響や、なぜ薬物
乱用が法律上厳しく罰せられるのかを、中学生や
高校生に分かりやすく、詳しく解説する。

19分

 375 ｺﾞ ごみ・３Ｒを学ぼう

ごみを増やさないためにできることは？
リデュース･リユース･リサイクルを学び、ごみ問題
を子どもたちに分かりやすく、身近に考えられるよ
うに構成。

20分

375 ｼ
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  介助
犬編

手や足に障害がある人たちの生活、介助犬の一
生、介助犬のいる社会などについて紹介する。

20分

375 ｼ
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  聴導
犬編

耳に障害がある人たちの生活、聴導犬の一生、聴
導犬のいる社会などについて紹介する。

20分

375 ｼ
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  盲導
犬編

目に障害がある人たちの生活、盲導犬の一生、盲
導犬のいる社会などについて紹介する。

20分

375 ｼ
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  総合
編

身体障害者補助犬法、知ってほしいこと、障害を
持つ人からのメッセージなどについて紹介する。

20分

 375.1 ｺ 1
コミュニケーションって楽しいね
１巻

新学習指導要領に準拠したコミュニケーション学
習DVD。あいさつの大切さについて話し合い、友
だちを上手に紹介することに挑戦する。小学校中・
高学年向き。

15分

 375.1 ｺ 2
コミュニケーションって楽しいね
２巻

新学習指導要領に準拠したコミュニケーション学
習DVD。人の話を聞くことについて、自分の嫌なこ
とを断る大切さについて考える。小学校中・高学年
向き。

15分

 375.1 ｺ 3
コミュニケーションって楽しいね
３巻

新学習指導要領に準拠したコミュニケーション学
習DVD。自分のことをよく知ってもらう他、友だちの
いいところ探し、読書会について解説する。小学校
中・高学年向き。

15分

375.7 ｵ
音楽鑑賞を10倍楽しむ基礎知識
邦楽編1   楽器紹介 

和太鼓、箏、三味線、篠笛、尺八といった、それぞ
れの楽器の特徴や音、邦楽特有の唱歌などを演
奏と共に紹介する。

32分

375.7 ｵ
音楽鑑賞を10倍楽しむ基礎知識
邦楽編2   邦楽アンサンブル

歌い物と語り物の分類をしたのち、邦楽アンサン
ブルを地歌箏曲「御山獅子」、長唄「勧進帳」、現
代曲「飛驒によせる3つのバラード」で紹介し、その
魅力に迫る。

32分



 376.3 ﾐ みんなで跳んだ

「大縄跳びで、矢部ちゃんをはずして跳ぶのは嫌
なんです」。うまく跳べない仲間といっしょに跳ぶの
が平等なのか、はずすのが思いやりなのか。 本
当にあった感動の物語をアニメーション化。

28分

376.8 ｱ
あなたの志望理由・自己PRは?
（高校入試面接対策DVD）

受験生に「志望理由書」や「自己PR書」を事前提
出させ、それを参考に面接を進める学校が増えて
いる。これらを書くポイントや、それを元に面接をど
う展開するのか、面接の攻略法や意欲が伝わるア
ピール法を解説する。

23分

376.8 ｼ
失敗しないための
面接シミュレーション
（中学校受験版）

面接はどのように行われるのか、面接の様子を紹
介します。さらに、画面中の面接官からの質問に
返答する事によって面接を疑似体験。何度も繰り
返し練習することにより自信を持って面接試験に
臨むことができます。中学校受験版。

35分

　451.3 ﾁ 地球温暖化と異常気象
地球温暖化のメカニズムをＣＧで詳しく解説。さま
ざまな温暖化防止の取り組みや、個々に温暖化
防止を意識して生活できることなども紹介する。

20分

 452 ｱ 安全な川遊びのために

川へ遊びに行く際に、事前に見て、安全な川遊び
に臨むための教材。川や水辺に潜む様々な危険
性を知り、事前の準備と活動時の安全管理を紹介
第1部【子ども向け】と第2部【指導者向け】で構
成。

15分

480 ﾄﾞ 1
どうぶつかぞく　１
かばのおやこ

大自然の中で「かばの親子」が見せる、かわいら
しくもユーモラスな映像物語。子供から大人まで楽
しめる、とっておきの動物DVDです。特典として「ら
いおん」「ぞう」「きりん」のイメージ映像も収録。

26分

480 ﾄﾞ 2
どうぶつかぞく　２
らいおんのおやこ

大自然の中で「らいおんの親子」が見せる、かわ
いらしくもユーモラスな映像物語。子供から大人ま
で楽しめる、とっておきの動物DVDです。特典とし
て「かば」「ぞう」「きりん」のイメージ映像も収録。

25分

480 ﾄﾞ 3
どうぶつかぞく　３
ぞうのおやこ

大自然の中で「ぞうの親子」が見せる、かわいらし
くもユーモラスな映像物語。子供から大人まで楽し
める、とっておきの動物DVDです。特典として「か
ば」「らいおん」「きりん」のイメージ映像も収録。

25分

480 ﾄﾞ 4
どうぶつかぞく　４
きりんのおやこ

大自然の中で「きりんの親子」が見せる、かわいら
しくもユーモラスな映像物語。子供から大人まで楽
しめる、とっておきの動物DVDです。特典として「か
ば」「らいおん」「ぞう」のイメージ映像も収録。

26分

480 ﾜ
わくわくっ!
海獣館ウォッチング

ゴマフアザラシから、ラッコ、アオウミガメ、バンドウ
イルカ、オウサマペンギン、珍しいジュゴンまで、い
ろんな生き物に会いに海獣館に出発!

26分

481.7 ﾜ
わくわくっ!
水族館ウォッチング

カクレクマノミから、メバル、ミズダコ、チンアナゴ、
ネムリブカ、メダカ、珍しいブルージェリーまで、い
ろんな生き物に会いに水族館に出発!

26分

486 ﾜ
わくわくっ!
昆虫館ウォッチング

カブトムシから、モンシロチョウ、コクワガタ、シオカ
ラトンボ、クロアゲハ、珍しいタテハモドキまで、い
ろんな生き物に会いに昆虫館に出発!

25分

488 ﾜ
わくわくっ!
鳥類館ウォッチング

インコから、インドクジャク、ハリスホーク、アフリカ
レンカク、オオフクロウ、珍しいエミューまで、いろ
んな生き物に会いに鳥類館に出発!

27分



489 ﾜ
わくわくっ!
動物園ウォッチング

ライオンから、ジャイアントパンダ、アジアゾウ、エ
ゾヒグマ、ラマ、ニホンザル、珍しいカピバラまで、
いろんな生き物に会いに動物園に出発!

26分

491 ﾐ 1
未知なる生命・ヒト　1
プロローグ〜奇跡の旅

人間の生死を支配する、人体内で瞬時に起こる不
思議なミクロ次元の出来事を紹介。

45分

491 ﾐ 2
未知なる生命・ヒト　2
いのちの誕生

卵子が精子に出会って始まる生殖から出産への
過程を、段階ごとに浮き彫りにする。

45分

491 ﾐ 3
未知なる生命・ヒト　3
はじめての冒険

生まれた瞬間から、5才くらいまでの発達を追いか
ける。

45分

491 ﾐ 4
未知なる生命・ヒト　4
悩める10代

子供から大人への変容期を身体的、精神的変化
の両面から捉える。

45分

491 ﾐ 5
未知なる生命・ヒト　5
脳の神秘

成人期の脳細胞をCTスキャンで拡大化し捉え、刺
激が送り出される様子を映す。

45分

491 ﾐ 6
未知なる生命・ヒト　6
老いを生きる

成人期から老年期への緩やかな、しかし注目すべ
き身体の衰えを映し出す。

45分

491 ﾐ 7
未知なる生命・ヒト　7
ハービー安らかに

生から死への人体の移行に焦点を当て、生態学
の見地を越えて「死」に踏み込む。

45分

492.2 ｼ 心肺蘇生法

胸骨圧迫とAEDの原理や、心肺蘇生法の手順と
手技、救助場面に応じた対処法など、心肺蘇生法
の原理と正しい方法をわかりやすく説明。心肺蘇
生法の実技が学べるDVD。ガイドライン2010に準
拠。

28分

493.1 ｼ 知って防ごう熱中症

熱中症を防ぐにはどうしたら良いのか。子どもたち
が興味を持って理解できるように、イラストの太陽
おじさんが少年ケンジの質問に答えたり、クイズを
出したりしながら、熱中症のしくみや対処法などを
わかりやすく説明する。

18分

 493.1 ﾈ 熱中症
熱中症は、スポーツ時だけでなく、一般生活の中
でも起こりうる。熱けいれん・熱失神、脱水症、熱
射病の症状ごとに実際の処置方法を紹介する。

15分

497.7ハ はじめてのはみがき　４歳～６歳編

定着させることが難しいとされる歯みがき習慣を、
オリジナルキャラクターやイラストを使って楽しく身
につける。４歳～６歳の子供たちにも楽しい構成
で、歯みがきのしかたを解説する。

19分

498.6 ｴ 1
HIV/エイズってなに?
1   感染のしくみ編

HIV/エイズの現状、免疫のしくみ、HIV感染のしく
み、最先端治療、感染予防、コンドームの正しい
使い方、性感染症との関連性、感染経路など幅広
い内容を網羅。

135分



498.6 ｴ 2
HIV/エイズってなに?
2   HIVと共に生きて編

HIV/エイズと人権・差別、感染と子供・貧困、感染
を拡大する国際社会の構造、ボランティア施設の
活動、陽性者・支援者へのインタビューなど。小学
校高学年から大学生まで対応。

85分

498.6 ｴ 3
HIV/エイズってなに?
3   社会・Q&A編

HIV/エイズを取りまく医療、感染経路、社会人権
について、質問の傾向で3つに分類された質問回
答集。CGとアニメーション、実写映像によってわか
りやすく解説。

147分

498.6 ｺ こんにちは金泰九さん
長島愛生園の金泰九さんの半生とハンセン病の
歴史を描く。盈進中学高等学校ヒューマンライツ部
の長島愛生園での体験学習の様子も紹介。

25分

518.5 ｺﾞ 『ごみ』から環境問題を考える

ごみ処理の歴史や事件、「ごみ」が最終処分され
るまでの過程、リサイクルやリユースの取り組み、
環境に優しい消費者「グリーン・コンシューマー」を
紹介する。

60分

 518.5 ﾌ ふしぎなふしぎなトイレの国
学校でトイレに入るのはちょっと・・・と思っている
子どもたちに、ウンチやトイレマナーの大切さを教
えるアニメーション。小学校低学年向き。

13分

 518.5 ﾒ めざせ！！うんちの達人
学校でトイレに入るのはちょっと・・・と思っている
子どもたちに、ウンチやトイレマナーの大切さを教
えるアニメーション。小学校中・高学年向き。

14分

 519 ﾏ まさかの時！！
地震や震災に遭ったとき、大人が救援にかけつけ
るまでの間、子どもたちが生き延びられるようにサ
バイバルのポイントを解説。

36分

536 ﾀﾞ 大集合！働くすごい車たち！

日本の平和を守る自衛隊のすごい車両が続々登
場するほか、災害時に大活躍する消防署の車た
ちや、ヘリコプター、飛行機、パトカーなど、僕らの
ために働く、かっこいい乗り物コレクションの決定
版。

50分

543.5 ﾄﾞ どうなる?今後の電力エネルギー 

原子力発電と再生可能なエネルギーの効果と問
題点を取り上げ、エネルギーの大量消費により引
き起こされる地球温暖化による地球環境の危機
に、今後どのような取り組みが必要なのかを考え
る。

21分

547.4べ 便利？それとも危険？

メールのやり取りでのトラブル、ネットいじめなどを
取り上げ、インターネットを使ったコミュニケーショ
ンについて考える。ネット情報の見分け方と個人
情報についても解説する。中学生・高校生向け。

22分

681.3 ｱ あさりちゃんの自転車安全教室

あさりちゃん・タタミちゃんと一緒に「ヘルメットをか
ぶろう」「道路の左側を走ろう」「歩道は歩行者優
先」などの自転車の交通ルールを楽しく学べま
す。

10分

 681.3 ｱ あっぱれ！桃太郎の交通安全
昔話“桃太郎”を楽しみながら学ぶ交通安全アニ
メーション。桃太郎、イヌ、サル、キジが大活躍。

17分

 681.3 ｱ 安全な自転車のルール
自転車乗り方を間違うと凶器になる。事故を未然
に防ぐための自転車の安全な乗り方やルールを
紹介。

20分

681.3ｺ 高齢者と交通ルール
深刻な問題になっている高齢者の交通事故。正し
い交通ルールを再確認する。

20分



681.3 ｺ
子てんぐこたろうの守ろう！
交通ルール

元禄時代の絵巻物から飛び出した、子天狗小太
郎が交通安全のポイントを紹介するDVD。「道路
は右端を歩く」「道路では遊ばない」「横断歩道の
渡り方」などの交通ルールが楽しく学べる。

12分

 681.3 ｻ サル太郎はとびださない！
道路を歩くときや自転車に乗るときのルールをサ
ル太郎たちと一緒に学ぶ。幼児・小学校低学年向
けの交通安全アニメーション。

15分

 681.3 ｻ サル太郎ヘルメットはかぶってね
自転車に乗るときのルールをサル太郎たちと一緒
に学ぶ。幼児・小学校低学年向けの交通安全アニ
メーション。

15分

 681.3 ﾁ 父との約束

理恵子ちゃんと交通課事故係のお巡りさんである
お父さんとの約束。交通安全ファミリー作文コン
クールの最優秀作品を基に交通事故を防ぐポイン
トを解説したアニメーション。

14分

681.3 ﾃﾞ できたかな?あんぜんかくにん

交差点に飛び出してしまい、危機一髪で事故にな
らずにすんだケンタとペットのニャンタ。駆けつけ
た婦警さんに急な飛び出しが、とても危ないことを
教えてもらいます。

13分

694.6 ｼ
知っておこう！
小学生の携帯電話

小学生が携帯電話を持つ上での注意すべき点
や、使用効果など様々な角度からメリット、デメリッ
トを挙げて、小学生が安全に正しく携帯電話を使う
ために守らなければならない約束事を解説する。

18分

723.0 ｲ 1
印象派SPECIAL　1
印象派物語　1

エドゥアール・マネ、クロード・モネ、ピエール=オー
ギュスト・ルノワールほかの絵画を収録。

58分

723.0 ｲ 2
印象派SPECIAL　2
印象派物語　2

ポール・セザンヌ、フィンセント・ファン・ゴッホ、
ポール・ゴーガンほかの絵画を収録。

55分

726.6 ｳ 馬と少年

太平洋戦争末期、千葉県の中山競馬場に集めら
れたたくさんの馬は、戦場に送る血清を採るため
に殺された。少年と馬の交流を通して戦争につい
て語る。

18分

798 ｹ けん玉の技123
基本技から上級技まで日本けん玉協会が厳選し
たけん玉の技123を収録。

73分

830 ﾀ 1
たのしいえいごのうた　1
ゆかいな牧場・きらきら星

「ゆかいな牧場」「バスの歌」「あのこはやまこえ
やってくる」「こげこげボート」「動物たちが行進だ!
行進だ!」ほか全12曲を収録。

27分

830 ﾀ 2
たのしいえいごのうた　2
ハッピー・バースデイ・
大きな古時計

「えっさかほいさ」「ハッピー・バースデイ」「あつあ
つのまめのおかゆ」「ジャックとジル」「ブラームス
の子守唄」ほか全12曲を収録。

26分

830 ﾀ 3
たのしいえいごのうた　3
こげよマイケル・
ポリーちゃんのお人形

「ロッカ・バイ・ベイビー」「3匹のこねこ」「こげよマイ
ケル」「ポリーちゃんのお人形」「ちいさなトミー・
タッカー君」ほか全12曲を収録。

26分

830 ﾀ 4
たのしいえいごのうた　4
幸せなら手をたたこう・
ロンドン橋

「6羽の小さなあひる」「10人のインディアン」「幸せ
なら手をたたこう」「2羽の小鳥」「ナイン・イン・ア・
ベッド」ほか全12曲を収録。

27分



830 ﾀ 5
たのしいえいごのうた　5
メリーさんのひつじ・ABCのうた

「メリーさんのひつじ」「ハートのクィーン」「ポリー
ちゃん、やかんをかけてね」「コールのおうさま」
「ABCのうた」ほか全12曲を収録。

26分

910.2 ﾐ 宮沢賢治の生涯
日本でもっとも読み継がれている作家・宮沢賢治
の生涯を映像で綴る。

60分

910.2ﾒ1 名作ってこんなに面白い　１

日本近代文学から代表的作品を選び、映画やア
ニメでストーリーを紹介し、その作品の背景・作者
をわかりやすく解説する。１は、夏目漱石、森鴎外
の名作全3話を収録。

48分

910.2ﾒ2 名作ってこんなに面白い　２

日本近代文学から代表的作品を選び、映画やア
ニメでストーリーを紹介し、その作品の背景・作者
をわかりやすく解説する。２は、芥川龍之介、伊藤
左千夫、田山花袋の名作全5話を収録。

54分

910.2ﾒ3 名作ってこんなに面白い　３

日本近代文学から代表的作品を選び、映画やア
ニメでストーリーを紹介し、その作品の背景・作者
をわかりやすく解説する。３は、小泉八雲、三遊亭
円朝、泉鏡花、樋口一葉の名作全5話を収録。

56分

910.2ﾒ4 名作ってこんなに面白い　４

日本近代文学から代表的作品を選び、映画やア
ニメでストーリーを紹介し、その作品の背景・作者
をわかりやすく解説する。４は、宮沢賢治、中島
敦、有島武郎、国木田独歩の名作全4話を収録。

53分

910.2ﾒ5 名作ってこんなに面白い　５

日本近代文学から代表的作品を選び、映画やア
ニメでストーリーを紹介し、その作品の背景・作者
をわかりやすく解説する。５は、太宰治、梶井基次
郎、夏目漱石の名作全3話を収録。

53分

811.5 ｱ
おぼえよう！シリーズ　１
あいうえおをおぼえよう！

DVDを見ながら楽しく学習できる「おぼえよう!シ
リーズ」。シリーズ第1巻は、幼児から学習できる
「あいうえおをおぼえよう!」。はじめてのひらがなを
勉強する。

28分

811.5 ｱ
おぼえよう！シリーズ　２
アイウエオをおぼえよう！

シリーズ第2巻は、幼児から学習できる「アイウエ
オをおぼえよう!」。はじめてのカタカナを勉強する。

28分

411.1 ｲ
おぼえよう！シリーズ　３
1+1をおぼえよう！

第3巻は、幼児から学習できる「1+1をおぼえよ
う!」。はじめてのたしざんを勉強する。

25分

411.1 ｲ
おぼえよう！シリーズ　４
1-1をおぼえよう！

シリーズ第4巻は、幼児から学習できる「1-1をお
ぼえよう!」。はじめてのひきざんを勉強する。

25分

411.1 ｸ
おぼえよう！シリーズ　５
九九をおぼえよう！

シリーズ第5巻は、幼児から学習できる「九九をお
ぼえよう!」。はじめてのかけざんを勉強する。

28分

811.2 ｶ
おぼえよう！シリーズ　６
かんじをおぼえよう！

シリーズ第6巻は、小学校に上がる前後の子供の
学習を助ける「かんじをおぼえよう!」。子供の「なに
かな?」に答える。

27分

おぼえようシリーズ



814.5 ﾊ
おぼえよう！シリーズ　　７
はんたいことばをおぼえよう！

シリーズ第7巻は、小学校に上がる前後の子供の
学習を助ける「はんたいことばをおぼえよう!」。子
供の「なにかな?」に答える。

22分

449.1 ﾄ
おぼえよう！シリーズ　　８
とけいをおぼえよう！

シリーズ第8巻は、小学校に上がる前後の子供の
学習を助ける「とけいをおぼえよう!」。子供の「なに
かな?」に答える。

20分

291 ﾆ
おぼえよう！シリーズ　　９
にほんちずをおぼえよう！

リーズ第9巻は、小学校に上がる前後の子供の学
習を助ける「にほんちずをおぼえよう!」。子供の
「なにかな?」に答える。

21分

290 ｾ
おぼえよう！シリーズ　　１０
せかいちずをおぼえよう！

シリーズ第10巻は、小学校に上がる前後の子供
の学習を助ける「せかいちずをおぼえよう!」。子供
の「なにかな?」に答える。

20分

 726.5 ｵ おおはくちょうのそら

病気で飛べない子どものために北の国へ帰る時
期を遅らせていた、おおはくちょうの家族。しかし
旅立ちの日は近づいていて・・・。おおはくちょうの
家族の優しくも悲しい物語。

15分

 726.5 ｷ きたきつねのゆめ
凍てつく寒さの中、獲物を求めてさまよっていた、
きたきつね。ゆきうさぎを見つけ追いかけている
と、目の前に見たこともないふしぎな森が現れた。

15分

 726.5 ｼ しまふくろうのみずうみ

しまふくろうの親子は、けものたちがねぐらに帰る
頃現れる。子どものために何度も交代で魚を取り
にいく、ふくろうの父と母。親子のあたたかさが伝
わる物語。

15分

 726.5 ﾆ にじになったさかな
小さな魚を助けたゼンさんが、ある夜お礼にやっ
てきた魚の親にもらったものは、削ると魚になるふ
しぎな魔法の棒だった。

41分

 726.5 ﾖ ヨウカイとむらまつり

村をあらすおそろしいヨウカイが、食べ物だけでは
なく、村長の娘を嫁にほしいと言い出した。こまっ
た村長と村人たちは、祭りをひらき、ヨウカイをま
ねくことに・・・。

46分

 777 ﾅ 長ぐつをはいたねこ

ねこはおじいさんに飼われていました。あるとき、
おじいさんが亡くなり後には３人の息子が残されま
した。長ぐつをはいたふしぎなねこが活躍するゆ
かいな物語。

35分

 777 ﾍ ヘンゼルとグレーテル

むかしむかし、大きな森にきこりの夫婦とヘンゼル
とグレーテルという二人の兄妹が住んでいました。
貧乏なきこりの一家は、ある時、食べるものがなく
なってしまい・・・。

46分

 778.7 ｳ
ウッディ・ウッドペッカー
ペッカーの迷パイロット

「ハチャメチャドライブ」「ペッカーの迷パイロッ
ト」「ペッカーの野球対決」など、ウッディ・ウッ
ドペッカーの楽しいお話全8話を収録。

53分

 778.7 ｶ かんからさんしん

太平洋戦争末期、米軍の猛攻撃により絶滅寸前
の沖縄。しかしそこには「生きる」ことを決してあき
らめない人々がいた・・・。長編戦争アニメーショ
ン。

75分

アニメーション

人形劇

絵本（動画）



778.7グ
グーフィー 
グーフィーのバスケットボール

おっちょこちょいで、にくめない、みんなのグー
フィー!! 「グーフィーのスキー教室」「グーフィーの
野球教室」「グーフィーの水泳教室」など、楽しいお
話全8話を収録。

60分

 778.7 ｸ くもの糸

盗みを働き、地獄に落ちたカンダタ。もがき苦しむ
彼の前に下りてきたのは、母のおくりものである一
本のくもの糸だった。芥川龍之介の名作をアニ
メーション化。

15分

 778.7 ｻ さとうきび畑
平和希求の歌として広く知られている、『さとうきび
畑』。若い世代に戦争の無益さを伝えるために、森
山良子が歌う。

11分

 778.7 ｼ しあわせの王子
夏が終わり、一羽のツバメが港町にある王子の姿
をした銅像の足の下で羽を休めていると・・・。オス
カー・ワイルドの名作をアニメーション化。

19分

 778.7 ｾ 1 世界の童話　１

良い子にしていれば人間になれるという女神さま
の約束を守れない、人形のピノキオ。
くじらに飲み込まれたおじいさんを助けに行
き・・・。『ピノキオ』『ピーターパン』2本を収録。

23分

 778.7 ｾ 2 世界の童話　２

ある日、お城で王子様の結婚相手を探すパー
ティーが開かれる。まほうで美しくなったシンデレラ
は、ガラスのくつを残して帰って行く。『シンデレラ』
『にんぎょひめ』２本を収録。

23分

 778.7 ｾ 3 世界の童話　３

おじいさんと犬のパトラッシュと暮らしていた少年
ネロ。あるときおじいさんが亡くなり、帰るところが
なくなってしまう。『フランダースの犬』『ジャックと豆
の木』2本収録。

23分

778.7 ﾁ 1
宮沢賢治原作アニメシリーズ
注文の多い料理店

猟に出かけ、山道に迷ってしまった紳士2人。立派
な西洋料理店「山猫軒」をみつけて、中へ入ると、
「当軒は注文の多い料理店です」と書いてあった。
さて、どんな料理がでてくるのでしょうか? そして2
人の紳士は…!?

23分

778.7 ﾁ 2
宮沢賢治原作アニメシリーズ
注文の多い料理店
バリアフリー版・字幕スーパー付

〃 23分

 778.7 ﾂ 対馬丸（つしままる）

戦争によってもたらされた悲劇。戦火の迫る沖縄
から脱出する小学生たちを載せた輸送船・対馬丸
が、アメリカの潜水艦に沈められた話を アニメー
ション化。

75分

778.7ド
ドナルド・ダック 
ドナルドの駅長さん

ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっ
ぱい!! 「ドナルドの駅長さん」「ドナルドの海水浴」
「ドナルドのダンス大好き」など、楽しいお話全8話
を収録。

68分

 778.7 ﾄ トムとジェリー　上には上がある
ねこのトムとねずみのジェリーは今日も仲良くケン
カ中！？表題作「上には上がある」ほかたのしい
おはなしを8話収録。

60分

 778.7 ﾄ トムとジェリー　ジェリー街へ行く
ねこのトムとねずみのジェリーは今日も仲良くケン
カ中！？表題作「ジェリー街へ行く」ほかたのしい
おはなしを8話収録。

60分

 778.7 ﾄ トムとジェリー　楽しいボーリング
ねこのトムとねずみのジェリーは今日も仲良くケン
カ中！？表題作「楽しいボーリング」ほかたのしい
おはなしを8話収録。

60分



 778.7 ﾄ トムとジェリー　バラ色の人生
ねこのトムとねずみのジェリーは今日も仲良くケン
カ中！？表題作「バラ色の人生」ほかたのしいお
はなしを8話収録。

60分

 778.7 ﾄ トムとジェリー　星空の音楽会
ねこのトムとねずみのジェリーは今日も仲良くケン
カ中！？表題作「星空の音楽会」ほかたのしいお
はなしを8話収録。

60分

 778.7 ﾄ どんぐりの家

ハンディを背負う子どもたちの成長を願い、両親
や家族、支える人々のひたむきな姿を描く。ろう重
複障害者の共同作業所をモデルにしたニューマン
ドラマ。

110分

 778.7 ﾅ 泣いた赤おに

里の人たちと仲良くなりたい赤おに。友だちの青お
にに相談します。赤おには、青おにのおかげで里
の人たちと楽しい日々が過ごせるようになった
が・・・。赤おにと青おにの友情物語。

15分

 778.7 ﾆ 日本一短い「愛」の手紙

短いからこそ伝わる想いがある。短いからこそ鮮
明になる人生の奥深さがある。かけがえのない人
に届けたい“愛”にあふれた手紙を元にアニメー
ション化。４編を収録。

23分

 778.7 ﾆ 1 ふるさと再生　日本の昔ばなし　１

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『花さか爺さん』『一寸法
師』『おむすびころりん』『夢を買った男』『ねずみ
経』『牛の嫁入り』『八つ化け頭巾』『ほれ薬』『猿地
蔵』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 2 ふるさと再生　日本の昔ばなし　2

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『浦島太郎』『金太郎』
『力太郎』『うぐいすの里』『平林』『宝くらべ』『いか
とするめ』『三人泣き』『大工と鬼六』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 3 ふるさと再生　日本の昔ばなし　3

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『こぶとり爺さん』『たにし
長者』『魚女房』『ほら吹き娘』『熊と狐』『和尚と小
僧の川渡り』『しっぺい太郎』『天にのぼった息子』
『無精くらべ』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 4 ふるさと再生　日本の昔ばなし　4

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『ぶんぶく茶釜』『三年寝
太郎』『鼻たれ小僧』『最後の嘘』『うれし、めでた
や、ありがたや』『食わず女房』『和尚と小僧のか
みがない』『ふるやのもり』『旅人馬』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 5 ふるさと再生　日本の昔ばなし　5

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『織姫と彦星』『闇夜にカ
ラス』『髪そり狐』『そそうの相九郎』『オンバの皮』
『いもころがし』『火男』『ねずみのすもう』『和尚と小
僧のぷ～ぷ～ぱたぱた』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 6 ふるさと再生　日本の昔ばなし　6

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『わらしべ長者』『天の羽
衣』『厠の神様』『仁王とどっこい』『鷲のさらい子』
『こんにゃく問答』『絵姿女房』『おいてけ堀』『金を
ひろったら』全９話収録。

69分



 778.7 ﾆ 7 ふるさと再生　日本の昔ばなし　7

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『かぐや姫』『鬼の妹』『ま
んじゅうこわい』『うばすて山』『水の神の文使い』
『運のよいにわか侍』『海幸彦と山幸彦』『河童が
出てきた日』『閻魔さまの失敗』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 8 ふるさと再生　日本の昔ばなし　8

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『三つの斧』『猿の婿ど
の』『天狗の盗人』『屁ひり嫁』『猫と茶釜の蓋』
『ちゃくりかきふ』『ねずみの婿取り』『小石の手紙』
『だんまりくらべ』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 9 ふるさと再生　日本の昔ばなし　9

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『天狗の隠れみの』『鬼
婆さんが仲人』『閻魔様はハチゴロどん』『きき耳ず
きん』『犬と猫と宝物』『幽霊の歌よみ』『たのきゅ
う』『てえてえ小法師』『にせ地蔵』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 10 ふるさと再生　日本の昔ばなし　10

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『鶴の恩返し』『宝ひょう
たん』『若返りの水』『猫女房』『ごんぞう虫』『鼻高
扇』『たわらの藤太』『狐のお産』『取っつく引っつく』
全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 11 ふるさと再生　日本の昔ばなし　11

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『因幡の白兎』『嫁の坊
主頭』『三枚のお札』『炭焼き長者』『金のなる木』
『お坊さんの手ぬぐい』『三人の兄弟』『狼の眉毛』
『どっこいしょ』全９話収録。

69分

 778.7 ﾆ 12 ふるさと再生　日本の昔ばなし　12

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『大江山の鬼退治』『小
僧とネコの絵』『貧乏神』『馬方山姥』『えびのお伊
勢参り』『なんの病』『山梨とり』『一軒家の婆さん』
『ムカデの医者むかえ』全9話収録。

69分

 778.7 ﾆ 13 ふるさと再生　日本の昔ばなし　13

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『桃太郎』『はちかづき
姫』『十二支のはなし』『いくさはやめた』『大蛇と狩
人』『尻尾の釣り』『天福地福』『菜飯八兵衛』『茗荷
女房』全9話収録。

69分

 778.7 ﾆ 14 ふるさと再生　日本の昔ばなし　14

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『町のねずみと田舎のね
ずみ』『おしらさま』『うさぎとカメ』『蛇息子』『カッパ
とわらぞうり』『そら豆とわらと炭』『味噌買い橋』
『猫檀家』『鳥呑み爺さん』全9話収録。

69分

 778.7 ﾆ 15 ふるさと再生　日本の昔ばなし　15

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『笠地蔵』『塩ふき臼』
『大年の客』『風の神と子供たち』『漆の兄弟』『天
の邪鬼とわらし』『あとかくしの雪』『三つの謎かけ』
『こおった声』全9話収録。

69分

 778.7 ﾆ 16 ふるさと再生　日本の昔ばなし　16

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『一足千里のわらじ』『山
伏と白い狼』『月日のたつのは早い』『七羽の白
鳥』『謎の恋歌』『「お」は難しい』『尻鳴りべら』『涙
を流した鬼の面』『星の火』全9話収録。

69分



 778.7 ﾆ 17 ふるさと再生　日本の昔ばなし　17

ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決
定版「昔話」セレクション。『ヤマタノオロチ』『サトリ
女と桶屋』『匂いのお返し』『闇を裂く雄叫び』『タコ
ほねなし』『元犬』６話収録。

46分

 778.7 ﾆ 1 日本の童話　１

むかしむかし、おじいさんが光る竹を見つけ、切っ
てみるとかわいい女の子がいました。かぐや姫と
名づけた女の子はとても美しく成長しました。『か
ぐやひめ』『したきりすずめ』2本を収録。

23分

 778.7 ﾆ 2 日本の童話　２

おじいさんが一羽のつるを助けたその夜、美しい
娘がおじいさんの家をたずねてきました。お世話
になったお礼にとむすめが織った反物は街で評判
になり・・・。『つるのおんがえし』『３年ねたろう』2本
を収録。

23分

 778.7 ﾆ 3 日本の童話　３

あるとき、一休さんはとんちくらべをしようと将軍に
呼び出され、絵に描かれたトラをしばってほしいと
言われました。『一休さん』『ももたろう』2本を収
録。

23分

 778.7 ﾊﾞ 化けくらべ
たぬきのごんべえと、きつねのへらこいが化けくら
べをすることになり・・・。
松谷みよ子原作「化けくらべ」のｱﾆﾒ化。

21分

778.7 ﾌ 1
宮沢賢治原作アニメシリーズ
双子の星

天の川に住む双子の星、チュンセとポウセの役目
は、毎晩笛を吹くこと。ある日、ふたりは、大ガラス
とサソリのケンカに巻き込まれ、笛を吹けなくなっ
てしまう。夜は刻一刻とせまってきて…。

26分

778.7 ﾌ 2
宮沢賢治原作アニメシリーズ
双子の星
バリアフリー版・字幕スーパー付

〃 26分

778.7 ﾏ 1 まんが日本絵巻　第1巻

今なお、語り継がれる日本の歴史と偉人たちな
ど、数々の逸話や物語をアニメーションとナレー
ションで分かりやすく、おもしろく紹介する。第1巻
は「花の若武者、那須与一」「母恋し、安寿と厨子
王」など全8話を収録。

100分

778.7 ﾏ 2 まんが日本絵巻　第2巻
第2巻は「ちえくらべ、曽呂利新左衛門」「おらんだ
おいね」など全8話を収録。

100分

778.7 ﾏ 3 まんが日本絵巻　第3巻
第3巻は「黒潮に乗った冒険児、ジョン万次郎」「忠
臣蔵」など全7話を収録。

100分

778.7 ﾏ 4 まんが日本絵巻　第4巻
第4巻は「少年・徳川吉宗」「横綱・谷風梶之助」な
ど全7話を収録。

100分

778.7 ﾏ 5 まんが日本絵巻　第5巻
第5巻は「妖怪ぬえ退治、源頼政」「武蔵坊弁慶」
など全7話を収録。

100分

778.7 ﾏ 6 まんが日本絵巻　第6巻
第6巻は「仇討ち哀れ、曽我兄弟」「海峡探検、間
宮林蔵」など全7話を収録。

100分



778.7 ﾏ 7 まんが日本絵巻　第7巻
第7巻は「太陽を射落せ! 鎮西八郎為朝」など全6
話を収録。

100分

778.7 ﾏ 8 まんが日本絵巻　第8巻
第8巻は「悲恋の舞姫、横笛」「飛鳥の恋歌、額田
王」など全7話を収録。

100分

778.7 ﾏ 9 まんが日本絵巻　第9巻
第9巻は「幕末の美剣士、沖田総司」「トンデルが
ま忍者・児雷也」など全7話を収録。

100分

778.7 ﾏ 10 まんが日本絵巻　第10巻
第10巻は「花のお江戸の発明王、平賀源内」など
全9話を収録。

125分

778.7 ﾏ 11 まんが日本絵巻　第11巻
第11巻は「最後に笑った男、徳川家康」など全8話
を収録。

125分

778.7 ﾐ
ミッキーマウス
ミッキーのがんばれサーカス

みんなのだいすきなミッキーマウスのおはなしが
いっぱい！表題作『ミッキーのがんばれサーカス』
ほか全８話を収録。

66分

 778.7 ﾐ
ミッキーマウス
ミッキーのお化け退治

みんなのだいすきなミッキーマウスのおはなしが
いっぱい！表題作『ミッキーのお化け退治』ほか全
８話を収録。

69分

 778.7 ﾐ
ミッキーマウス
ミッキーの消防隊

みんなのだいすきなミッキーマウスのおはなしが
いっぱい！表題作『ミッキーの消防隊』ほか全８話
を収録。

62分

778.7 ﾑ 1
よいこのアニメDVD
むかしばなし　１

日本の昔話をアニメで楽しむDVD。1は、桃から生
まれた桃太郎が、犬・猿・きじといっしょに悪い鬼を
こらしめる「ももたろう」をはじめ、「きんたろう」「うし
わかまる」を収録。日本語と英語の音声と字幕入
り。

29分

778.7 ﾑ 2
よいこのアニメDVD
むかしばなし　２

2は、竹から生まれたお姫様のお話「かぐやひめ」
をはじめ、「したきりすずめ」「ぶんぶくちゃがま」を
収録。日本語と英語の音声と字幕入り。

30分

778.7 ﾑ 3
よいこのアニメDVD
むかしばなし　３

3は、はち・うす・栗・牛のふんが、いじわる猿を
やっつける「さるかに合戦」をはじめ、「かちかち
山」「こぶとりじいさん」を収録。日本語と英語の音
声と字幕入り。

30分

778.7 ﾑ 4
よいこのアニメDVD
むかしばなし　４

4は、犬がほえた場所をおじいさんがくわで掘ると
小判がでてきた「はなさかじいさん」をはじめ、「一
休さん」「つるのおんがえし」を収録。日本語と英語
の音声と字幕入り。

29分

778.7 ﾑ 5
よいこのアニメDVD
むかしばなし　５

5は、亀を助けた太郎が竜宮城で夢のような日々
を過ごす「うらしまたろう」をはじめ、「ゆきおんな」
「おむすびころりん」を収録。日本語と英語の音声
と字幕入り。

29分

778.7 ﾑ 6
よいこのアニメDVD
むかしばなし　６

6は、小さいけれど勇気のある一寸法師が活躍す
る「いっすんぼうし」をはじめ、「かさじぞう」「12支
のはなし」を収録。日本語と英語の音声と字幕入
り。

29分



778.7 ﾒ 1
よいこのアニメDVD
めいさくどうわ　１

世界の名作童話をアニメで楽しむDVD。1は、雪の
ように美しく心優しいお姫様のお話「しらゆきひめ」
をはじめ、「おやゆびひめ」「ジャックとまめの木」を
収録。日本語と英語の音声と字幕入り。

30分

778.7 ﾒ 2
よいこのアニメDVD
めいさくどうわ　２

2は、ピーター・パンの大冒険を描く「ピーター・パ
ン」をはじめ、「フランダースの犬」「ピノキオ」を収
録。日本語と英語の音声と字幕入り。

28分

778.7 ﾒ 3
よいこのアニメDVD
めいさくどうわ　３

3は、長靴をはいた猫の活躍を描く「ながぐつをは
いたねこ」をはじめ、「アラジンとまほうのランプ」
「おおかみと7ひきのこやぎ」を収録。日本語と英
語の音声と字幕入り。

29分

778.7 ﾒ 4
よいこのアニメDVD
めいさくどうわ　４

4は、金の靴をはいた12時までのお姫様のお話
「シンデレラ」をはじめ、「マッチうりの少女」「にん
ぎょひめ」を収録。日本語と英語の音声と字幕入
り。

28分

778.7 ﾒ 5
よいこのアニメDVD
めいさくどうわ　５

5は、おばあさんの家に行ったあかずきんちゃん
が、悪い狼と出会ってしまう「あかずきん」をはじ
め、「三びきのこぶた」「トム・ソーヤの冒険」を収
録。日本語と英語の音声と字幕入り。

30分

778.7 ﾒ 6
よいこのアニメDVD
めいさくどうわ　６

6は、西の悪い魔女を倒しに行くドロシーたちの旅
を描く「オズのまほうつかい」をはじめ、「みにくい
あひるのこ」「ふしぎの国のアリス」を収録。日本語
と英語の音声と字幕入り。

31分

778.7 ﾕ 1
宮沢賢治原作アニメシリーズ
雪渡り

野原の向こうに広がる森から、四郎とかん子の前
に現れた、白い狐の紺三郎。2人は紺三郎から、
月夜の晩の幻燈会の入場券をもらいました。そし
て、ついにやってた幻燈会の日。さて、どんな会に
なるのでしょうか…。

23分

778.7 ﾕ 2
宮沢賢治原作アニメシリーズ
雪渡り
バリアフリー版・字幕スーパー付

〃 23分

 778.7 ｶﾞ
【ディズニー映画】
ガリバー旅行記

南の海で大きな嵐におそわれ、難破したガリバー
は、命からがらある島に流れ着く。そこは小人たち
が住む国『リリパット』だった。

74分

 778.7 ｼ
【ディズニー映画】
白雪姫

雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。まま母
の女王に殺されそうになった白雪姫は、森の奥へ
逃げ込み、7人の小人に助けられる。

81分

 778.7 ﾊﾞ
【ディズニー映画】
バンビ

小鹿のバンビは父や母の愛、森の仲間に見守ら
れながら、大きくなっていく。バンビは母の死、人
間の狩り、山火事に傷つきながらも森の王として
立派に成長していく。

70分

 778.7 ﾋﾟ
【ディズニー映画】
ピーターパン

 大人にならない少年ピーターパンが主人公の夢
あふれる冒険の物語。 少女ウェンディーと弟たち
の前にピーターパンが現れ、彼らを子どもたちの
夢の国、ネバーランドへと連れていく。

75分



 778.7 ｼ
【ディズニー映画】
シンデレラ

いじわるなまま母や姉たちに召使いのように働か
されているシンデレラ。ある時、お城で舞踏会が開
かれることを知りますが、シンデレラだけはおいて
けぼりにされてしまう。

72分

 778.7 ﾀﾞ
【ディズニー映画】
ダンボ

サーカスの象ジャンボの元にコウノトリが運んでき
た神様の贈り物。その小象の名前は『ダンボ』。大
きすぎる耳を持つダンボは、耳のおかげで失敗ば
かり。

62分

 778.7 ﾌ
【ディズニー映画】
ふしぎの国のアリス

アリスは森の中で、あわてて走るウサギを追いか
けているうちに深い穴に落ちてしまう。そこはチェ
シャ猫をはじめおかしな動物が住むふしぎな世界
だった。

73分

団体貸出用ビデオリスト
請求記号 タイトル 内容紹介 時間

 537 ﾊ 1 はたらくしょうぼうじどうしゃ　１
数々のしょうぼうじどうしゃと消防隊員の訓練を交
えながら、私たちの社会生活をかげから支える
人々にスポットをあてる。幼稚園・小学生向き。

30分

 537 ﾊ 2 はたらくしょうぼうじどうしゃ　２
数々のしょうぼうじどうしゃと消防隊員の訓練を交
えながら、私たちの社会生活をかげから支える
人々にスポットをあてる。小学生向き。

30分

 778.7 ｸ クロがいた夏

小学生の伸子は、カラスに襲われ母親を失った子
ネコを助けた。渋る父に ようやく認めてもらい飼う
こととなったが・・・。ネコの「小さな眼」を通して生
命と平和の尊さを訴える長編アニメーション。

80分

 778.7 ﾊ はだしのゲン

主人公・中岡ゲンが原爆を投下された広島で、父・
姉・弟・の3人を亡くしながらも、たくましく生きる姿
を描く。1000万部を超えるベストセラーをアニメー
ション化。

85分

 778.7 ﾊ 2 はだしのゲン　２

原爆の爪痕の残る広島で、ゲンはたくましく育って
いた。だが、ゲンの母は心労と被ばくの影響で病
に倒れてしまう。そんな折、母親の療養のために
お金を稼ごうとするのだが・・・。はだしのゲン続編
のアニメーション。

90分


