
１６ミリフィルム教材リスト

整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

1 　日光 紀行 一般 25分
奈良朝のむかしからの歴史を物語る遺跡などをとどめる日光には、ほと
んどの人が気づかずにいるようです

9 　ねずみのよめいり
童話・昔

話
幼児 13分

一人娘の成長に、ねずみの夫婦はそろそろ婿を決めなければと思い立
つ・・・

10 　もぐらのモトロ
童話・昔

話
幼児 13分

月の裁きの晩のこと・・・いたずらもぐらの影がでた！正直モトロに救わ
れたわら人形の恩返し

13 　法隆寺 歴史 一般 24分
千三百年の歴史の風雪に耐えてきた大和法隆寺は世界で最も古い木
造建築であり東洋仏教美術の貴重な遺品である

15 　大気汚染と騒音 環境 中学生 22分
公害は今や大都市から各地域へと拡大し大きな社会問題となっている
大気汚染、騒音を科学的に追求し公害に対する認識を深めさせる

21 　海辺の村　山の村 紀行 小学生 22分
海べの村と山の中の村をとりあげそれぞれの村の外観的な特長を見せ
ながら村の人々の生産活動と自然の結びつきを知らせる

26 　ある機関助手 職業 中学生 37分
蒸気機関車に乗務する機関士、機関助士に焦点をあててその一端を紹
介

29 　富ヶ谷国民学校 平和 一般 64分 戦争中の学童集団疎開の記録映像

42 　寒い地方とあたたかい地方 紀行 小学生 22分
南北に細長く伸びている日本は南と北とでは気候の上で大変な違いが
ありそれぞれの自然や生活の相違をとらえていく

49 　自分たちで生命を守った村
保健・健

康
中学生 30分

岩手県和賀郡沢内村　老人と乳児に対する国民健康保険十割給付を
行う、日本一の保健行政の村の記録

50 　公害とのたたかい 環境 小学生 30分
公害の発生により、澄んだ空気や清浄な水などの自然の恵みは奪われ
人々の健康と生活はむしばまれています

57 　やさしいライオン
童話・昔

話
幼児 27分 ○

母親をなくした赤児のライオンのブルブルは子供をなくした犬のムクムク
の甘い乳とやさしい子守唄でスクスクと育ちます

59 　せまりくる環境破壊 環境 中学生 21分
国の政策によってつくられた道路と住宅　東京と京葉工業地帯と往復す
る大型車輛の騒音が習志野市民を苦しめる　生活環境を無視した結果
がここに

62 　ぼくの犬キング 劇 小学生 44分
だれもが出会う別れの悲しみをのり越えて大きく船長していく少年と犬の
愛の物語

64 　山びこよ歌え！　－おじいちゃんの森－ 劇 小学生 33分
木曽谷の山村農家を舞台に山を愛し自然を守って生きることの真の意
味を少年の目を通して感動をこめて訴える

68 　津軽の子ら 劇 小学生 39分 北国の美しい自然・厳しい自然　希望にもえる子どもたちの美しい心

73 　ももうり殿さま
童話・昔

話
幼児 11分 仲むつまじく助け合って生きることの大切さを教える

74 　肥後のちえくらべ
童話・昔

話
幼児 11分

村一番の知恵者である孫四郎どんの評判を聞き、万吉タヌキと小太郎
キツネは鼻をあかそうと悪知恵を働かせますがいつも失敗・・・

75 　鬼ののかたうで
童話・昔

話
幼児 11分

京の都で鬼に襲われた渡辺綱は鬼の片腕を切り落とす　鬼はこの片腕
をとりもどそうと・・・

76 　とうべえのぶっちめ
童話・昔

話
幼児 11分

狐とりの名人であるとうべえは、人々をだまして金品を盗るきつねを、
ぶっちめという道具でつかまえる

79 　信州の自然 紀行 中学生 28分
美しい信濃の高山・高原・渓谷の自然のなかにたくましく賢い生物のいと
なみがつぎつぎにあらわれる

83 　ふしぎなメルモ　チャチャイナ国のとりこ－
童話・昔

話
幼児 24分

小学生のメルモちゃんには不思議な能力があり普段は普通の少女なの
ですが自由に年令を変えられるのです・・・

85 　ひらけゆく北総 環境 小学生 30分

86 　変ぼうする東京湾 環境 小学生 30分

94 　黒い牡牛 劇 小学生 75分 全世界に涙と感動の嵐を巻き起こした少年と牡牛の詩的愛情物語

96 　石の文化 歴史 一般 29分
日本各地に残る石の文化財をたずね、ものいわぬ石が語る日本歴史の
側面をさぐる

103 　東京消失 防災 中学生 30分
大正１２年９月１日午前１１時５８分、突如として関東地方を襲った大地
震の災害を忠実に再現した初の記録映画

104 　カヌーの冒険旅行 劇 小学生 32分
大雪に閉ざされた小さな小屋の中で一人の少年が暖炉のそばで本を読
んでいるうちに一つの夢をいだきました　「海」です

106 　ハッスル君のピンボケ作戦
童話・昔

話
小学生 40分

力でも速さでも俄然勝っているオオカミのハッスル君が、力はないが知
恵者であるウサギのバニー君に毎度やりこめられるお話

108 　世界のまちかど　－人とくるま－ 交通安全 一般 27分
交通安全に対する幼児教育、学童教育の現状をわが国より進んでいる
欧州諸国に訪ね取材したもの

110 　川端康成と伊豆 文学 中学生 30分
川端康成の一生は「日本」を求め「日本の美しさと哀しみ」とを求めてさ
まよう旅人であったといえるだろう



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

111 　中尊寺 歴史 中学生 22分
中尊寺は岩手県平泉町にある天台宗の寺で藤原清衡が奥州の戦いで
亡くなった人々を弔うために２１年かかって完成した寺である

112 　王子さまはブタの番人
童話・昔

話
幼児 30分

昔々ある国にアラライト王子が住んでいました　王様と王妃は王子のお
嫁さんを世界中から探していましたが王子は少しも乗り気ではありませ
ん・・・

113 　ジャングル大帝
童話・昔

話
幼児 30分 白ライオンのレオを中心に数々の動物たちとの友情や闘争を描く

114 　みなしごハッチ　－あいのコンサート－
童話・昔

話
幼児 27分

ママどこにいるの　ハッチのつぶやきは美しいメロディとなっておんがく
の森にながれた

115 　太陽を追う少年 劇 小学生 35分
汚れきった地球の中でこれほど太陽を愛し自然を大切にした少年はい
るだろうか

116 　宿場町船橋 民俗 小学生 27分

118 　日本近代女性の歩み 歴史 中学生 41分
明治維新から現代までの百年間、日本の女性たちは数々の偏見や圧
迫に耐えながら常に新しさを求めてたゆみない歩みを続けてきた

119 　かわってきた人々のくらし 歴史 小学生 15分

122 　はなれ島のくらし 教育 小学生 18分
伊豆諸島の中でも特に離島性の強い利島の人々が恵まれない条件を
克服・改善しながら開発に努め生活向上を図っていることを取り上げる

123 　低地と台地のくらし 教育 小学生 17分
低地の人々が水の災害を克服し農工業と生活向上に努力、又台地の
人々は乾燥を克服し施設栽培や養豚などを大規模に行っている事象を
描く

125 　船橋の灯明台 民俗 小学生 19分

128 　大和路をたずねて　－飛鳥．奈良－ 紀行 中学生 30分
飛鳥・奈良の地の代表的な遺産や遺跡をたずね偉大さや美しさにふ
れ、この地をよりよく理解するための資料として制作された

130 　リボンの騎士　－王子と天子－
童話・昔

話
幼児 30分 ○

平和で美しい国のサファイア王子、本当は男の子ではなく女の子なので
す・・・

131 　アルプスの少女ハイジ
童話・昔

話
小学生 80分

朝霧降りしきるアルプスの山々　美しき大自然に育つ可憐なハイジ　清
らかな真心と勇気溢れる名作文学の映画化

132 　ごみのゆくえ　　－きれいな町に－ 環境 小学生 15分
ごみの排出とその処理を、子どもの身近な社会問題としてとらえてもらう
ために制作された

133 　ごみとの闘い 環境 小学生 22分
ゴミの不法投棄や埋立地の現状等と向き合う船橋市東町事業所指導員
の日々を描く

136 　明日への船橋 民俗 高校生 23分
明日にはばたく船橋の新しいふるさとづくり　その主役はもちろん市民で
あり、市民のたくましいエネルギーなのではないだろうか

137 　ワン君の消防士 防災 幼児 10分 ○
ワン君が町の中のあちらこちらで防火の手助けをし最後には消防士と
一緒になって消化活動も手伝います

140 　長くつ父さん 劇 小学生 41分
ブカブカの長靴をはいてカッコ悪い仕事・・・人を助けては損ばかりかけ
ているけれど・・・やっとわかったお父さんの尊い教え！

141 　万葉のふるさと 文学 高校生 20分
大和の、特に山の辺の道を中心にしながら上代日本人の素朴な感情の
機微に触れる歌の数々、その歌まくらなど美しい自然のたたずまいをた
ずねる

142 　富士山　－その植物社会－ 理科 中学生 23分
富士山における植物社会の実態を調べ森林の形成過程を追求すること
によって自然の複雑な存在形態を明確にした

145 　幻の狼　－名犬物語－ 劇 小学生 72分 雪山を放浪する幻の狼！そして名犬フントとランコ少年との熱い友情！

147 　笠地蔵
童話・昔

話
幼児 10分 ○

大みそかの日、おじいさんは編んだ笠を持って町へ出かけてゆきました
が皆忙しそうでおじいさんの笠を買ってくれる人はいませんでした・・・

148 　放課後の子どもたち 教育 一般 30分
学童保育クラブの子どもたちの生活ぶりを描く　１年生から４年生までの
子供集団が繰り広げる生活の中には学校や家庭では得られない教育
効果がある

149 　船橋の文化財を訪ねて 民俗 小学生 28分

150 　ひみつのかたつむり号 劇 小学生 40分
タツオとアキラ、そしてタカシの「かたつむり号」は、はるかな星くずの空
をとんでゆく・・・

155 　紅ばら白ばら
童話・昔

話
幼児 37分

昔々の外国のお話　森の中の一軒の家に優しいおかあさんと紅ばら白
ばらという姉妹が住んでいました・・・

157 　鎌倉歳時記 紀行 一般 30分
鎌倉は古都の名にふさわしい町である　京のみやびはなくとも歩けばつ
まづくほど歴史の爪あとが残っている

161 　ヨーロッパの旅 紀行 一般 30分
ヨーロッパへ行く日本人旅行者の数は年々増加の一途をたどり旅行の
内容も奥行きの深いものになってきた　この作品はヨーロッパ旅行への
手引き

164 　金太郎
童話・昔

話
幼児 11分

昔々相模の国、足柄山の山奥に金太郎という力の強い男の子がいまし
た・・・

165 　バズーカ先生と子どもたち 劇 小学生 30分
教師と親達が心を合わせ金銭教育のあり方を考え子供達に納得させな
がらお金の大切さ、お金の生きた使い方を具体的に示唆する

168 　アラジンと不思議なランプ
童話・昔

話
幼児 10分 ○

魔法のランプを手に入れようとしたエジプトのスフィンクスの眼に住む魔
法使いは魔神にランプのありかをたずねると・・・



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

170 　黒部峡谷 紀行 中学生 30分
厳冬期の黒部峡谷を中心にその季節の移り変わりとそこに生きる動物
達のいとなみを２年間にわたり追い続けたドキュメンタリー

175 　ダンプ母さんと６人の子どもたち 劇 小学生 41分
ダンプトラックの運転手をやっているお母さんが突然二人のみなし児を
連れてきて、１年生から６年生迄ズラリと揃った６人兄弟

184 　花さき山
童話・昔

話
幼児 18分 ○

山菜をとりに山へ入った少女あやは、一面に美しい花が咲き乱れる山奥
で山ンばに出会いました・・・

185 　お兄ちゃんとぼくの七転び八起き 劇 小学生 43分
勉強も運動も駄目でお荷物の健ちゃんと仇名を付けられた少年が、や
はり自信を失いかけたお相撲取りと知り合い・・・

188 　イシダイしまごろう 劇 小学生 38分 イシダイと少年、水族館に勤める青年の生き生きとした交流の物語

192 　黄色い雨がさ 劇 小学生 30分
雄大な岩手山・八幡平、そのふところを縫って走る赤いディーゼル機関
車　美しく透明な自然を舞台に綴る幼い二人のほのかな愛の世界

199 　房総の自然 紀行 小学生 29分

200 　房総路をいく 紀行 小学生 29分

205 　尾瀬 紀行 一般 30分
日本のほぼ中央、本州の屋根を形づくる山脈の中に尾瀬はある　尾瀬
の美しい四季を描く

206 　わたしたちのまち　船橋 民俗 小学生 24分

207 　たばこ．ジャポニカ４００年 歴史 一般 33分
種子島に鉄砲の渡来と共に上陸した、たばこのたどった４００年の歴史
を描く

208 　野ばら 文学 小学生 19分 国籍を異にするふたりの兵士の友情を、豊かな詩情で描く

213 　さようならぼくの犬ロッキー 劇 小学生 45分
少年たちは盲人の役に立っていく盲導犬ロッキーからおおくのことを学
んでいくという犬と少年たちの愛の物語

217 　不良少年 劇 中学生 90分
銀座を通る一台の護送車　「俺は護送車の中からしか銀座を見たことが
ない・・・」戦慄的な少年の声をあとに護送車は東京地検の門へ入って行
く・・・

223 　北極の大自然 紀行 小学生 30分
広大な北極圏の大自然！野生の動物たちの生態を描く感動のドキュメ
ント

226 　明治．たばこ．ラプソディー 歴史 一般 32分
激動と躍動の明治、そして日本が近代国家に生まれ変わってゆく明治
日露戦争の勃発はたばこの運命を決定づけました　「民営」から「専売」
へ

227 　ちびでかの大冒険 劇 小学生 50分 ○
ローマ皇帝シーザーは勇敢なスーパーマン、アステリックスにかぶとを
ぬいだ　紀元前５０年の愉快な物語

228 　ピーターと狼 劇 小学生 14分 ○
この作品は物語を聴きながら音楽を楽しみ、かつオーケストラの楽器に
親しませる、という作者の目的をディズニーがアニメも使って具現化

229 　火事と子馬
童話・昔

話
幼児 22分

吉の家に子馬のシロが生まれた　可愛い姿に吉は大喜び　ところがどう
したことかシロは何日たっても立ち上がれない・・・

230 　雪の女王
童話・昔

話
幼児 20分

仲良しのカイを探して旅に出たゲルダは、ふしぎな人たちに会いまし
た・・・

235 　グラッときたらどうする 防災 一般 26分
コンピュータによる宮城県沖地震の再現実験を駆使して地震を視聴覚
的に解明し地震による災害を最小限に防ぐ為の心構え、対策を明らか
にする

236 　１９７８年　宮城県沖地震の記録 防災 一般 17分
１９７８年６月１２日午後５時１４分、宮城県を中心とした東北の太平洋岸
一帯をマグニチュード７．４の強い地震がおそった・・・

238 　こんにちは風さん 劇 小学生 30分 ○
「こんにちは風さん」ルミはお茶目でチョッピリ我儘だけど可愛いリスの女
の子　ルミは風さんとお話ができます

239 　りゅうのあめ
童話・昔

話
幼児 10分

千葉の印旛沼のほとりに竜角寺、竜腹寺、竜尾寺という寺がある　そこ
に不思議な伝説が秘められていた・・・

242 　つるのおんがえし
童話・昔

話
幼児 10分 ○

昔々一人の貧乏な若者がわらじ売りの帰り路にワナにかかった一羽の
鶴を助けました　冬になったある日、美しい娘が訪ねてきて・・・

243 　梅づけの皿
童話・昔

話
幼児 11分 ○

はつは、親戚の家にあずけられました　そこはおじさんおばさんだけの
陰気な家でした　はつは淋しくて仕方がありません・・・

244 　おさくの話
童話・昔

話
幼児 11分 ○

おさくは１３才　父親はなく、紙風船貼りの手内職をする母親と二人きり
の貧しい生活です　お爺さんの口利きで、おさくはお屋敷で働く事に・・・

246 　動物の天国　－ガラパゴス諸島－ 理科 一般 28分
この作品は南米大陸から１２００キロも離れた太平洋上に点在するガラ
パゴス諸島に棲む動物達の生態を紹介する

247 　でんぐ祭りとがき大将 劇 小学生 45分
てんぐ様が降りてくる・・・２５０年の昔から秩父の山村で続けられる伝統
の火祭り！

249 　たばこ．昭和史．心の歌 歴史 一般 45分
激動の昭和史・・・ともすれば沈みがちだった人々の心にやすらぎの灯を
ともしつづけたたばこの歌

250 　ごんぎつね
童話・昔

話
幼児 21分

ごんはひとりぼっちの子ぎつねで、しだの一杯茂った森の中に穴を掘っ
て住んでいました　夜も昼もあたりの村へ出てきていたずらばかりしまし
た・・・

251 　あれは　だれ？
童話・昔

話
幼児 21分

ケンカをしたりズルしたり、オネダリしたりイジワルしたりあれはだれ？ま
るで誰かさんみたいな動物達のおはなし



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

253 　イカロスの夢　－ライト兄弟からジャンボまで－ 歴史 小学生 34分
ボーイング７４７の重さは３５０トン　１９０３年ライト兄弟が初めて動力を
使って飛んだ飛行機の重さは３５０キロ　７０年の間に飛行機の重さは千
倍に・・・

254 　わたんべとすばらしい仲間 劇 小学生 40分
「仲間はずれを作らない」ことをモットーにしている６年２組の子供達の心
の交流を「わたんべ（渡辺君）の心臓手術」という出来事を軸に描く

256 　日本の花火 歴史 小学生 35分
この作品は日本の花火の美しさを歴史的、風土的観点から見つめ直
し、中でも最も完成された美しさを誇る「八重心菊花型花火」の製造技術
を伝える

259 　走れメロス 文学 小学生 20分 ○
友情と信頼をテーマにして更に勇気をもって行動することなどを加え現
代の子供達に欠けている面を感動的に訴えることを目的に制作された

260 　あわて床屋
童話・昔

話
幼児 11分

カニの親子が床屋を開いて呼び込みをしていますが腕の方は「下手く
そ」で様々な動物達が被害甚大です

261 　ガキ大将先生 劇 小学生 48分
爆笑また爆笑の中で奏でるフレッシュ、ガキ大将先生と腕白児童の爽や
かな学級づくり

262 　テレパスクマーラ　－宇宙の旅－ 劇 幼児 25分 ○
滅亡に瀕した地球を救う為に地球人から失われかけている大切な宝を
求めて広大な宇宙に飛び立ったクマーラ少年の宇宙冒険物語

263 　道成寺 劇 小学生 19分
紀の国のある家に一泊した若い僧にこの家の嫁が恋をしその夜思いを
打ち明ける　驚いた僧は熊野詣の下向の際にと嘘をついて旅立つ
が・・・

264 　ひつじのようなライオン 劇 幼児 8分 ○
羊のお母さんの温かい愛情にはぐくまれてすくすく育った大きいけれど
気がやさしくておくびょうなライオン　ある晩お母さん羊が狼に食べられ
そうに・・

267 　まえがみ太郎
童話・昔

話
幼児 75分 ○

どうどの山に住む火の鳥の命の水を求め、村を救うために太郎は飛び
立つ！

268 　こころ 劇 一般 32分
人の心のやさしさ・・・この大切なものを私たちはいつのまにか忘れてし
まってはいないだろうか

269 　日本人の富士 紀行 一般 43分
有名な「ふるさと富士」を紹介し、その周辺に生き富士を心のよりどころ
として暮らす日本人の姿を描いたドキュメンタリー

270 　１６ミリフィルムと映写機 教育 一般 21分 １６ミリ映写講習で活用し、フィルムを痛める操作ミスの防止法を示す

276 　サザエさんの交通安全 交通安全 幼児 12分
サザエさん一家を色々な事故・事件の当事者や目撃者として登場させ
交通安全の知識・ルールや日頃の心構えが身に付くよう構成しました

277 　交通安全だよドラエモン 交通安全 幼児 16分
ドラえもんが交通安全の基本を幼児に親しみやすくわかりやすく教えま
す

278 　船橋だより　－進む公共水道事業－ 民俗 一般 15分

279 　船橋だより　－広げよう福祉の輪－ 民俗 一般 15分

280 　鬼がくれ山のソバの花
童話・昔

話
幼児 23分 ○

鬼がくれ山に住みついている赤鬼は腹が減ると村のソバを食べに来る
村人達は大変困るのだが大きな赤鬼が恐くて誰一人文句も言えな
い・・・

281 　ぼくはＳＬを見た 劇 小学生 46分
山口線のＳＬ列車を撮りに一人旅をする鉄道マニアの少年と盲学校の
寄宿舎から我家に向っての一人旅に挑む全盲の中学生が鈍行列車で
道連れに・・

282 　きつねの窓
童話・昔

話
幼児 11分 ○

お花畠の中の染物屋さんで指に藍色をぬって空にかざすとなつかしい
人の姿が浮かぶという幻想的な物語

283 　赤い風船 劇 幼児 34分
ある日パリに住む一人の少年が学校へ行く途中街灯にひっかかってい
る赤いガス風船を見つけた・・・

284 　大いなる南極大陸 紀行 中学生 31分
南極の特色を理解させ日本調査隊の２２次にわたる研究・調査の記録
を中心にすばらしい南極の自然を紹介

285 　夕焼けのマイ．ウエイ 劇 中学生 74分
過疎化の進む故郷をあとに上京した勇にとって過密した大都会は決して
住み良い所ではなかった・・・

287 　中華人民共和国の農業 職業 中学生 21分
中国の農業と農業地域の特色を把握させそれを通して社会主義国とし
ての農業の特色と人々の生活について理解させることを主眼に制作さ
れた

288 　ニルスのふしぎな旅　－わんぱくニルス－ 劇 幼児 29分 ○
ニルスは網で妖精を捕まえたのですが欲張って約束を破ったばかりに
怒った妖精はニルスを魔法の力で小さくしてしまいました・・・

289 　子だぬき愛情ものがたり 劇 幼児 55分 大けがをした野生の子だぬき「ポンちゃん」と人間の心温まるドラマ

290 　輪島市の漆器づくり　－伝統をいかす工業－ 職業 中学生 20分
代表的伝統工芸としての輪島市の漆器づくりをとりあげ、伝統工芸のも
つ条件や特性を生き生きととらえさせることを意図して制作された

292 　ニルスのふしぎな旅　－がちょうに乗って－ 劇 幼児 29分 ○
ニルスの家で飼われていたガチョウのモルテンは長い間、空を飛ぶこと
に憧れていました・・・

293 　モチモチの木
童話・昔

話
小学生 17分 ○

峠の小屋で爺さまと二人で暮らしている豆太は５才になるのに夜中一人
で便所に行けない　小屋の前にある大きな「モチモチの木」がこわいから

294 　１６ミリ映写機の操作パートⅠ 教育 一般 30分
１６ミリ映写機のうち一般的な手掛け式の映写機のフィルムのかけ方と
注意点等を解説

300 　おば捨て山の月 劇 幼児 21分
親が子を思い、子が親を思う心の美しさ、お年寄りを大切にする気持ち
の尊さを、おば捨て伝説をもとに明るく楽しいアニメーションで描く

301 　光の中にび立つ翔び立つ日
社会連帯

意識
中学生 50分

世間では精神障碍者といわれ子供の時から施設に隔離されてきた人々
がシドニーのオペラハウスで堂々と舞台を踏んで観客を唖然とさせまし
た



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

302 　雌牛のフェルディナンド 劇 幼児 8分 ○
ただ静かに座って花のにおいをかいでいたいと願うやさしいフェルディナ
ンドという雄牛の物語

303 　猿の子踊りと仲間たち 民俗 小学生 49分
鹿児島県指宿市池田の下門地区に伝わる伝統芸能「猿の子踊り」は村
の古老から子どもたちへと引き継がれ、いまも生きている

304 　芭蕉布を織る女たち 職業 小学生 30分
この作品は沖縄で最初に国の重要無形文化財の指定を受けた芭蕉布
を織る女性たちを描いたもの

307 　海とお月さまたち 理科 小学生 50分
日本のうちうみ、おだやかな内海、この作品はそこで暮らす漁師さんと
海の生き物の物語です

308 　船橋だより　－大橋市長を囲んで－ 歴史 一般 15分
市民代表の二人と大橋市長との対談形式で５０万都市になろうとしてい
る船橋の山積する問題について話し合う

309 　船橋だより　－５０万都市　船橋の農業－ 歴史 一般 15分
都市化の進む中でしっかりと根をおろしている「５０万都市船橋の農業」
について市民に理解を深めてもらうための作品

310 　船橋だより　－自転車はいま．．－ 歴史 一般 15分
社会問題化しつつある放置自転車について船橋にある各駅周辺の様子
を描き今後の自転車駐車場や交通事故対策等への市民の意識を高め
る

311 　船橋だより　－スポーツと私たち－ 歴史 一般 15分
スポーツの盛んなまちを目指す船橋の社会体育施設の現況や市民の
スポーツ活動を多く紹介

312 　みんなでつくるまち　船橋 歴史 一般 30分
自分たちのまち船橋をよりよいまちにするために様々な地域で力強い活
動を行っている人々を多角的に描く

316 　おこんじょうるり 劇 小学生 25分
さびしい者どうしの婆様ときつねのおこんとの出会いから二人がくりひろ
げるユーモラスなやりとり、心のふれあいのあたたかさを描きます

317 　穂高岳賛歌 紀行 一般 32分
本州の屋根といわれる日本アルプスの中でもひときわ雄大で美しい山
岳地形として多くの人々に愛されてきたのが穂高岳とその山麓の地形で
ある

322 　ニルスのふしぎな旅　－ツルの舞踏会－ 劇 幼児 29分 ○
生まれて初めて大自然の中で暮らすことになったニルスにとっては見る
もの聞くものすべて驚きに満ちた新しい体験です

328 　あんじゅとずしおう 文学 幼児 31分 ○
冬も近い日本海沿いの道をゆく母と子どもたち　姉は安寿、弟は厨子王
といいました・・・

329 　菅丞相　片岡仁左衛門　－義太夫狂言の演技－ 芸術 中学生 35分
「義太夫狂言の演技」を片岡仁左衛門が演じる「菅原伝授手習鑑」の菅
丞相を通して理解できるように描いている

330 　狂言 芸術 中学生 37分
「狂言」は遠い中世に生まれた笑いの演劇であるがその後の幾百年を
狂言師たちの体を通して脈々と生き続け今日にいたっている

331 　アイスランドに地球の鼓動をきく 環境 一般 27分
海底の大山脈、大西洋中央海嶺の貫く陸地アイスランドは活発な地殻
変動を繰り返す大自然のドラマをダイナミックに演じつつある

338 　能　－鑑賞の知識－ 芸術 中学生 38分
この作品は能舞台の変遷を描き靖国神社境内の能舞台、西本願寺に
ある天正九年建立の現存最古の能舞台を収録

339 　文楽 芸術 一般 30分
文楽は能、歌舞伎とともに我が国が世界に誇る三大舞台芸術の一つで
す　文楽に少しでも関心を持ってもらうため国立劇場が企画監修したも
の

340 　竹とんぼの空　－ともだち－ 人権 小学生 25分
算数が苦手なぼくの友だち　でもいいじゃないか　ぼくの足りないものを
たくさんもっているんだから　おかげでぼくは勉強よりもっと大事な事を教
わった

344 　よわむし太郎
童話・昔

話
幼児 15分 ○

昔ある村によわむし太郎とよばれる若者がいました　太郎は大きな体で
力も強いのですが怒ったり暴力をふるうことはありませんでした・・・

345 　すばらしい友だち．アントニーノ 劇 小学生 82分
友だちがほしい！すばらしい冒険と海が見たい！８才の元気な男の子
アントニーノの物語

346 　ヒロシマ．ナガサキ　－核戦争のもたらすもの－ 平和 小学生 46分
科学者達の報告を集大成した書物「広島・長崎の原爆災害」に基づき科
学的な視点から原子爆弾被爆の総合像を描こうとする記録映画

347 　やさしさ 劇 小学生 33分 一人暮らしの老人と天真爛漫な少女があやなす純愛物語

348 　船橋だより　－親しまれる船橋の公民館－ 歴史 一般 14分

349 　船橋だより　－スポーツで健康船橋こんにちは－ 歴史 一般 14分

350 　船橋だより　－船橋市医療ｾﾝﾀｰ市民を守る24時間－歴史 一般 14分

351 　船橋だより　－いきいきハツラツ船橋市老人大学－歴史 一般 14分

352 　船橋だより　－はばたけ子どもたち一宮少年自然の家校外学習－歴史 一般 14分

353 　船橋だより　－いい汗流そう健康船橋－ 歴史 一般 14分

354 　船橋だより　－５０万市民を守る船橋の消防－ 歴史 一般 14分

355 　木曽山今昔　－檜と暮らしの記録－ 民俗 一般 30分
この作品は木曽ひのきと共に生きてきた、谷間の人々の仕事と暮らしの
記録である

356 　南木曽路 紀行 一般 13分
南木曽町より馬籠、妻籠を経て中津川へ至る旧木曽街道は明治百年記
念事業として百年前の姿に復元、保存されている



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

357 　アメリカの青果物流通 職業 中学生 20分
アメリカの青果物の流通をハンツポイント市場を例にとり生産物の輸送
及び卸売の様子、品質管理のための常駐の検査官の活動等を描く

358 　お母さんの卵焼き 劇 小学生 21分
遠足に行ったらお弁当をわけあって・・・由紀は友達と固い約束をしたの
だが、今はリンゴの取り入れの真最中なのだ・・・

360 　ぼくの熊おじさん 劇 小学生 46分
音楽好きの焼き芋屋さんが内気な少年の心を大きく変えた　家庭や学
校では学び得なかった町のおじさんの素晴らしい人生指南・・・

361 　くずの葉ぎつね
童話・昔

話
小学生 26分 ○

万人の胸をうつ母と子の愛と別れ　くずの葉伝説にもとづく美しいアニ
メーション

368 　伝統に生きる工業 職業 小学生 20分
この作品は出雲和紙を例にして伝統的な技術を生かした工業を学習す
る際の理解を深めるための資料として製作された

370 　真夏の夜の夢 文学 小学生 70分
恋人たちよ起きなさい　妖精たちよ翔びなさい　今宵ひと夜は夢の中　真
夏の夜のファンタジー

374 　船橋だより　－生きた英語を教室へ－ 歴史 一般 15分

375 　船橋だより　－船橋乗り物の旅－ 歴史 一般 15分

376 　船橋だより　－座談会「これからのふなばし」大橋市長と語る－歴史 一般 15分

377 　船橋だより　－世界にはばたけ子供たち－ 歴史 一般 15分

378 　草原の子テングリ 劇 小学生 21分 ○
広大な中央アジアの草原を舞台に仔牛と少年の友情の物語を草原の
情緒や生活をまじえながら描く

381 　インドネシア　－資源と産業－ 紀行 中学生 20分
多様な生活様式や伝統文化をもつ民族の調和を図りながら新しい国づ
くりに励むインドネシアの資源や産業、日本との結びつきなどを考察

385 　ゴンタとよばれた犬 劇 小学生 42分
燃えさかる山火事！逃げ出すことで精いっぱいの清之一家が気づいた
とき愛犬ペスは行方不明に・・

389 　アンデスの人々の生活 紀行 小学生 20分
広大なアンデス山脈の中の高原では数多くのインディオが特色のある
生活を営んでいる

391 　ピッピと宝島　－ピッピ　南の島へ行く－ 劇 小学生 80分
ピッピは気球からぶらさげたベッドに乗って空からおりてきました　ピッピ
はなんでもできる世界一強くて優しい女の子です

393 　親捨て山 劇 小学校 20分
遠い昔、ある村の橋のたもとに立札に書かれたお触れがでました　「六
十歳を越えた年寄りは山に捨てるべし」と書かれているのを見た茂吉
は・・・

394 　幽霊屋敷 文学 幼児 20分 ○
毎夜、幽霊がさまよい出ると噂されるカンタビル屋敷にアメリカ大使の一
家が住むことになったが・・・

398 　なっちゃんの赤いてぶくろ 平和 小学生 18分 ○
原爆の光に焼かれ影になった　なっちゃんが戻ってきた　昭和２０年８月
６日の広島から・・・

399 　オオムラサキがとぶ日　－私たちの観察日誌－ 理科 小学生 25分
夏休み、遠足に出かけた子供達はそこで群れをなして飛ぶオオムラサ
キを見る　子供達は思った　私達の町にもこんなに飛んだらいいの
に・・・

400 　海のコウモリ 人権 小学生 28分 ○
「あいうえお　かきくけこ・・・」言葉の不自由な人　その優しいメッセージ
が子供達の心に温かい感動を呼ぶ

401 　山下少年物語 劇 小学生 107分
夢は《世界の柔道王》　大自然と人々の愛に抱かれて限りない練磨の
日々が始まった　山下泰裕、そのとき５歳

402 　アンパンマンとばいきんまん 劇 幼児 10分 ○
アンパンマンはパン屋のジャムおじさんが作った正義の味方　アンパン
マンのおかげでジャムおじさんの店も大繁盛　ところがある日店のパン
にカビが・・

403 　スノーマン 劇 中学生 26分 ○
朝、目を覚ますと雪がふっており外は一面の銀世界！さあ何をして遊ぼ
う　雪投げ？ソリ遊び？そうだ、スノーマンを作ろう！

404 　頬笑み 劇 一般 34分
本当に考えてくれる人がいれば、心を通わせてくれる人がいれば私は生
きられる　つっぱり少女の心の風景

405 　おじいちゃんの海 劇 小学生 50分
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ってしまう・・・

406 　おこりじぞう 平和 小学生 27分 わらいじぞうはおこりつづける　核兵器がなくなり、戦争がなくなる日まで

407 　おかあちゃんごめんね 平和 小学生 26分
大空襲の日、炎の中に消えたお母ちゃん！昭和二十年、実話の空襲体
験

408 　トビウオのぼうやはびょうきです 平和 小学生 19分 ○
さんご礁の美しい静かな海を突然襲った水爆　空からふってきた白い灰
をかぶったトビウオのぼうやたちはびょうきになってしまいました

410 　天に焼かれる 平和 小学生 17分 ○
市街が復興され傷痕が消えても、ヒロシマ・ナガサキで人類史上最大の
惨劇があったという事実は決して消えることはありません

411 　煙突屋ペロー 平和 小学生 22分 ○ 汽車が大好きでハトを助けたやさしいペロー　ある日戦争がおこって・・・

412 　核戦争後の地球　－第一部　地球炎上－ 平和 一般 30分
原爆、水爆の膨大な実験データを駆使し、核の破壊力を現代の市民生
活の中で再現

413 　核戦争後の地球　－第二部　地球凍結－ 平和 一般 30分
核戦争後、２３億トンの煙が発生、一部が成層圏まで達し地球は煙に覆
われ太陽光が届かず気温が氷点下へと低下し核の冬が訪れる



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

414 　イキイキふなばし 歴史 一般 27分

415 　船橋だより　－笑顔が広がる「ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ の輪」－歴史 一般 15分

416 　船橋だより　－「ﾊﾛｰFUNABASHI」外国人のみた－歴史 一般 15分

417 　船橋だより　－WELLCOME HAYWARD－ 歴史 一般 15分

418 　船橋だより　－新春ビック対談－ 歴史 一般 15分

419 　船橋だより　－５０年のあゆみ５０万の歌声－ 歴史 一般 15分

420 　船橋だより　－未来を育てる総合教育ｾﾝﾀｰ.武道ｾﾝﾀｰ歴史 一般 15分

421 　船橋だより　－これがワンパク王国だ－ 歴史 一般 15分

422 　船橋だより　－さあ、甲子園！－ 歴史 一般 15分

423 　船橋だより　－広がる友好の和　船橋の国際交流－歴史 一般 15分

424 　スノーグースと少年 劇 幼児 11分 ○
野原で友達と凧揚げをしていた少年は偶然傷ついて仲間の群れから離
れてしまった１羽の白い雁を見つけ、やさしく傷の手当てをしてあげまし
た

425 　パラダイス 劇 小学生 16分 ○
昔ある国の宮殿に聖なる鳥とよばれる不思議な鳥がいました　毎日夕
方になると王様を楽しませるため不思議な色や姿に変化して舞うのでし
た・・・

426 　まぼろしの４番バッター 劇 小学生 49分
天真爛漫でユーモラスな父と息子の温かい心のふれあい　やぼったくと
も、野球がへたでも、父さんは僕の誇りだ

427 　ぼくは仔犬のわんぱく大事件 劇 小学生 52分
サイフを拾ったばっかりに大騒動に巻き込まれてしまいます　もし君が
拾ったらどうする？

430 　ミッキーマウスと魔法の帽子 劇 幼児 10分 ○
ミッキーは魔法を習おうと魔法使いの弟子になりました　しかしいつも水
汲みや雑用ばかりさせられてなかなか教えてもらえません・・・

431 　ミッキーマウスのお化け退治 劇 幼児 9分 ○
ミッキー、ドナルド、グーフィーは退屈なので何か面白いことはないかと
新聞広告に「どんなおばけでも追っ払います」と書いて出しました・・・

432 　わくわくえほん劇場
童話・昔

話
幼児 17分 ○

「ロージーのおさんぽ」「チェンジズチェンジズ」「ハロルドのふしぎなぼう
けん」の３話収録

436 　さよなら　カバくん 平和 小学生 25分 ○
大杉先生は毎年子供達と一緒に上野動物園にやってきます　そして４４
年前の大杉先生の友達だった「カバくん」の悲しいお話をします・・・

437 　夏服の少女たち 平和 小学生 30分 ○
原爆死した少女が残したものはボロボロに燃えつきたあこがれの女学
校の夏服だけだった

438 　樺太犬ゴン太　母をさがせ 平和 小学生 25分 ○
少年の父は戦死、幼い時に母と別れ樺太犬ゴン太だけが母を知ってい
る　少年はゴン太をつれ北海道にいる母をたずねて引き上げ船に乗り
込んだ・・・

439 　ひろしまのエノキ 平和 小学生 24分 ○
被爆したエノキを守り続ける子どもたち　平和と命の尊さを描く感動のア
ニメーション

440 　おかあさんの木 平和 小学生 22分 ○ 子を思う親の愛を感動的に描き、戦争の悲劇、平和の尊さを訴えます

441 　せんすい艦に恋いをしたクジラの話 平和 小学生 18分 ○
ボク恋人が欲しいんだ　ひとりぼっちのクジラはせんすい艦に恋をしまし
た　ところがせんすい艦は・・・戦争をしていたのです

447 　マグニチュード７の証言 防災 小学生 19分
日本海中部地震、宮城県沖地震、北海道浦河沖地震では実際に何が
起こったか？人々はいかに対応してきたか？

448 　父ちゃんと僕たちのスクラム 劇 小学生 48分
他人の痛みが分かる子供に育ってほしい！波乱万丈、父親が背中で教
える愛と感動の物語

449 　しあわせ色の小さなステージ 劇 小学生 45分
みどりあふれる山の村で小さなしあわせをかぞえながら成長する一人の
少女の物語

450 　はばたけ明日への瞳 劇 小学生 51分
どうしてよわい子を「いじめ」るの　子供達の心の優しさと友情の美しさを
綴る心あたたまる感動の物語

451 　路（ＭＩＣＨＩ） 劇 中学生 32分
安易に人の自転車を乗り回している子どもの罪悪感の欠落に対して親
が自ら生きる路を示す物語

452 　三年寝太郎
童話・昔

話
幼児 43分 ○

昔々あるところに年がら年じゅう寝てばかりいるお百姓の若者がいまし
た　村の子供達は寝太郎と呼んではやしたてますが寝太郎は目をさまし
ません

453 　がんばれ！盲導犬サーブ 人権 小学生 27分 ○
目の不自由な主人をかばって前足を失った盲導犬サーブ　これは本当
にあった人間と犬との愛の物語です

454 　おばけうんどうかい 劇 幼児 25分 ○
今日は、おばけうんどうかい　白組にスカウトされたしんちゃんは優勝め
ざして大活躍！

455 　おにがわら 劇 幼児 10分 ○
おにへいさんは鬼の面が大好きでたくさんのお面を持っています　そこ
へ薬売りがきてくろかみ山のお堂で日本一立派な鬼瓦を見たと言うの
で・・・
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456 　アンパンマンまじょのくにへ 劇 幼児 10分 ○
ある時おなかをすかして泣く声を聞いたアンパンマンは助けに行くため
に夜明けの空に飛び立ちましたが途中でほうきに乗った魔女に・・・

457 　ミッキーマウスのゆかいな船長さん 劇 幼児 8分 ○
タグボートの船長であるミッキーはマストを塗り替えるため、ドナルドと
グーフィーに手伝わせペンキを持ってマストに登りました

458 　ドナルドダックの朝ごはん 劇 幼児 7分 ○
ドナルドが朝ごはんのパンケーキを焼いています　リスのチップとデール
がそれを見つけました

459 　ドナルドダックと魔法使い 劇 幼児 10分 ○
ハロウィンの祭りの夜、３人の甥っ子たちはドナルド叔父さんの家を訪ね
ました

460 　ミッキーマウスとプルート 劇 幼児 10分 ○
ミッキーが可愛がっている子猫が深い井戸に落ちてしまった　勇敢なプ
ルートは奮闘の末子猫を助け出す

461 　ありがとう　ハーナ 劇 小学生 45分
障害を乗り越えて立ち上がる犬のハーナ　その精神力と生命力が教え
てくれた命の尊さ　今少女は明日に向かって一歩一歩あゆみだした

462 　いたずらっ子　トム 劇 小学生 26分 ○
トムは煙突掃除の小僧　親方にこき使われていつも煤だらけ　令嬢エ
リィに会い恥ずかしくなってしまいます

463 　吉四六どん
童話・昔

話
幼児 19分 ○

昔々、吉四六という、おとな顔負けの気転のきく、知恵ものの子どもがい
ました

464 　やさしいライオン
童話・昔

話
幼児 27分 ○

母親をなくした赤児のライオンのブルブルは、子どもをなくした犬のムク
ムクの甘い乳とやさしい子守歌でスクスクと育ちます

465 　発掘　吉野ヶ里遺跡 歴史 中学生 45分
豊かな水田の広がる筑紫平野の一画、工業団地になる予定だった佐賀
県吉野ヶ里が平成元年３月邪馬台国ゆかりの地として全国の注目を浴
びる

466 　高瀬舟 文学 一般 45分
弟は死んだ　罪科は殺しである　しかし喜助は弟の頼みを叶えてやっ
た、弟の望むとおり死なせてやっただけではないのか・・・

468 　繍いの美　－ある刺繍工房の記録－ 職業 一般 38分
日本の伝統をどう守り伝えるかそれは言葉でいうほど簡単ではない　千
六百年の歴史を持つ日本刺繍は名もない繍い人達の技と心で伝えられ
てきた

469 　そこに、愛 劇 小学生 32分
今日はおじいちゃんの誕生日　誠一がお祝いのケーキを買って帰ってく
ると祖父の哲平は脳溢血で倒れていた・・・

470 　がんばったね　お母さん 劇 小学生 39分
真由美と友紀の姉妹はタイピストとして働く母の「会社勤め１０周年」を
祝って家でパーティを開こうと計画したが、当日母は残業となってしま
い・・・

473 　風の色が見えた 劇 一般 32分
定年後退屈な日々を送っていた信彦は、公園でシルバー人材センター
で働く幼なじみの大滝たちと出会う

474 　きつねのかんちがい 人権 小学生 28分 ○
昔々「そうごろう」という貧しいけれども働きものでたいそう心の優しい若
者がいました　彼は井戸の中で死んでいる子狐を見つけ懇ろに弔いま
すが・・・

475 　われら健康市民　スポーツ健康都市宣言のすべて歴史 一般 14分

476 　ふなばしこの１年 歴史 一般 14分

477 　市長と語る（鈴木大地、佐藤寿治） 歴史 一般 29分

478 　コンピュータと童話の縁組　ｵｰﾃﾞﾝｾ市と姉妹都市に歴史 一般 14分

479 　住みよい街を目指して　「船橋ゴミ処理事情」 歴史 一般 14分

480 　市長と語る（山崎芳久船橋医師会会長） 歴史 一般 29分

481 　開かれた地域医療　船橋市医療センターの２４時間歴史 一般 14分

482 　船橋横町の仕事人たち 歴史 一般 14分

484 　テンプルちゃんの小公女 劇 小学生 80分
小さな王女さまとみんなからかわいがられていたセーラはパパが戦争に
行くために有名な寄宿学校にあずけられました

485 　ヒロシマのうた 平和 小学生 11分 ○
被爆した少女ヒロ子が１７歳の８月６日に初めて自分の生い立ちを聞か
される　「君のお母さんは・・」

486 　ガキ大将行進曲 劇 小学生 75分
オレたちのクラスに凄い大物が入ってきた！さあガキ大将も真っ青　何
が起きるか　危機一髪！

487 　トムソーヤの冒険 文学 小学生 27分 ○
あらけずりだが茶目っ気があり、それでいて美しい心の持ち主でもあるト
ム少年の夢と冒険に満ちた物語

489 　田舎のネズミと都会のネズミ
童話・昔

話
幼児 25分 ○

田舎に住むチュー助は毎日の生活にあきあきしていた　街に住むいとこ
から遊びにこないかといわれチュー助は街に出かけていったが・・・

490 　金のがちょう
童話・昔

話
幼児 25分 ○

森の妖精に親切にした若者は、お礼に「金のがちょう」をもらいます　欲
張りな人たちはそのがちょうを盗もうとします・・・

491 　虫ばになった王様
保健・健

康
小学生 13分 ○

動物村のライオンの王様は甘い物が大好きです　そこである日、王様は
ケーキのコンクールを行うことを思いつきます

492 　稲むらの火 防災 小学生 21分 ○
安政元年、紀州有田郡広村で激しい地震がおき津波の前兆に気づいた
五兵衛は村人に危険を知らせるため自分の稲むらに火をつける
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493 　お母さんのつうしんぼ 劇 小学生 95分
ひとりでがんばってるお母さん　いつまでも笑顔を忘れないでね！母と
子のあり方を涙と笑いで綴る爽やかな愛の感動作！

494 　オール阪神巨人のお年寄りの交通安全 交通安全 高齢者 25分
舞台やテレビで大人気のオール阪神・巨人の出演と解説で笑いの中か
らお年寄り自らが安全を考え行動することの大切さを訴える

495 　山に輝くガイド犬平治号 劇 小学生 28分 ○
九州の屋根、くじゅう連山で雨の日も雪の日も登山客を案内し長年多く
の人々の命を守ったガイド犬「平治号」　実話に基づくアニメーション

496 　ムーミン 劇 小学生 60分 ○
春にはホルンを吹きスナフキンの友情を知ったりおさびし山で二頭のペ
ガサスの美しい愛情を目にし、またムーミン谷に冬が訪れて・・・

497 　牛女
童話・昔

話
小学生 23分 ○

昔々、ある村に大女がいました　彼女は口が不自由ですがとても力が強
く優しくてたった一人の子供の為に働いていました

498 　手ぶくろを買いに
童話・昔

話
小学生 15分 ○

寒い冬が北の方からまっ白な雪をつれて、きつねの親子の住んでいる
森にもやってきました

501 　イーハトーブの赤い屋根 劇 小学生 108分
赤い屋根とちっぽけな運動場　まるで童話の学校といえる花森分校は岩
手県北部の山奥にある　生徒数２０名、１年生はいない・・・

502 　王様と猫 劇 小学生 20分
粉屋が死んで３人の息子に遺産を残した　末っ子には遺産として一匹の
猫しか与えられなかったが、その猫が大変な働きを・・・

503 　黒潮の流れる島で 劇 小学生 21分
大自然の力の前で人間はいかに小さな存在であることか　それを知った
とき慎一の心は・・・

504 　野口英世 伝記 小学生 20分 ○
福島県の貧しい農家に生まれ、成長後細菌学者として世界的な名声を
博した野口英世の少年期に焦点を絞って描いた作品

505 　小さな家族 劇 小学生 55分
おばあちゃんがぼくに教えてくれたこと　それは勇気を持って生きること
だった・・・

506 　象のいない動物園 平和 幼児 81分 ○
昭和１８年太平洋戦争下の上野動物園で動物たちは危険だと次々に殺
されました　戦後、この事件を知った子供達がゾウを見たいと呼びか
け・・・

507 　交通安全だよドラえもん　パートⅡ－飛び出しはやめよう－交通安全 幼児 15分 ○
こどもたちの人気者「ドラえもん」が交通安全のきまりを正しく教えてくれ
ます

508 　マッチ売りの少女
童話・昔

話
小学生 21分 ○

今日はクリスマスイヴ、この楽しい夜に一人の少女が道ゆく人にマッチ
を買って下さいと声をかけますがマッチは売れません・・・

509 　アンデルセンの世界 伝記 小学生 27分
アンデルセンゆかりの地、デンマーク及びイタリアにおける現地ロケー
ションを通してその人となりをわかりやすく解説

511 　ガッツ親父とオサム 劇 小学生 56分 美しい浜辺の村でくり広げられる父と子の感動の物語

512 　ちいちゃんのかげおくり 平和 小学生 20分
悲惨な戦争のかげに、小さないのちをとじた女の子のすがたを静かに描
いた作品

513 　いたずらあまんじゃく
童話・昔

話
小学生 23分 ○

むかし、ある山のてっぺんにあまんじゃくといういたずら者の子鬼が棲ん
でいました・・・

514 　太郎のかがみ 人権 中学生 56分
鏡は太郎の心を映します　「僕の顔、笑ってる・・・僕の心も笑っていま
す」

515 　友子よ晴れない霧はない 人権 中学生 42分
中学２年生の山田友子が友達の美佳とゆく　美佳は小児マヒの後遺症
により松葉杖をついている・・・

516 　野菊の墓 劇 一般 80分
民子は野菊のような子であった　民子は全くの田舎風ではあったが決し
て粗野ではなかった

519 　こぶとりじいさん
童話・昔

話
幼児 12分 ○ 宴会好きのおじいさん、こぶがとれてニッコリ笑顔

520 　おむすびころりん
童話・昔

話
幼児 12分 ○

コロコロ、コロコロ、コロコロと、おむすびはどんどんころがっていきまし
た・・・

521 　リトルツインズ
童話・昔

話
小学生 30分 ○

コロックル島は不思議がいっぱい　小さな小さな双子の生命は萌えてい
ます

522 　サッツウのキジ 劇 小学生 54分
雪深い山村　優しかったおばあちゃんの突然の死　ショックで立つことも
口をきくことも出来なくなってしまった一人の少女・・・

524 　よっし僕がやる 劇 小学生 38分
少年は痴呆症になり始めた祖父の粗相を自分の手で片付け始めた　そ
の姿に少年の両親は驚き感動する

527 　ＮＯ！と言うのも親の愛 家庭 一般 30分
三遊亭円楽がエピソードを交えて語る辛口家庭教育論をベースに子供
の真の幸せとは何か、立派に育てるために親は何をすべきか等を問い
かける

528 　奥羽の鷹使い　－日本の狩猟民俗－ 民俗 一般 33分
東北の山中で滅びゆく珍しい狩猟習俗を記録し、タカの心理と行動をよ
く捉えた貴重なフィルムである

530 　君は素晴らしい 劇 中学生 30分
おちこんでいた俺・・自信のなかった俺・・その俺がこんなに幸せなのは
このオヤジがいたからだ・・・

531 　東洋のガラパゴス　－琉球列島の動物たち－ 理科 小学生 25分
世界でも有数な自然の宝庫の生物たち、なかでも夜の主役たちを中心
に西表島、奄美大島、沖縄本島の順に紹介

532 　おやゆびひめ
童話・昔

話
幼児 20分

花から生まれた小さな「おやゆびひめ」　ヒキガエルにさらわれ、魚たち
に助けられるもコガネムシにさらわれ捨てられて・・・

533 　みにくいアヒルの子
童話・昔

話
幼児 38分 ○

生まれた時からみにくい子だと「いじめ」られ「仲間はずれ」にされたアヒ
ルの子の物語



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

534 　心のふるさと童謡の世界 民俗 一般 43分
美しい四季、人々の営みと心を素朴で美しくうたい私達にやすらぎと希
望とそして思い出を甦らせてくれる歌、童謡

535 　黒い雨 平和 一般 123分
昭和２０年８月６日、二十歳の矢須子は広島に近い疎開先にいた　叔父
の重松を頼り市内に戻る矢須子の純白のブラウスを大粒の黒い雨が汚
した・・・

537 　木を植えた男 文学 小学生 30分 ○
自分の長年にわたる努力が将来大地とそこに住む人間にとって有益で
あると確信して何年も無償の行為を続けていく・・・

538 　はれときどきぶた 劇 幼児 38分 ○
小学３年生の畠山則安くん　彼のとりえは毎日欠かさず日記をつけてい
ること　ところがその日記が則安くんをとんでもないことに巻き込んでい
きます

539 　ミッキーマウスのキャンピングカー 劇 幼児 9分 ○
ヒャー大変だ　キャンピングカーはミッキー、ドナルドをのせて坂道を猛
スピード　ハラハラ、ドキドキの爆笑編

540 　ちきゅうたんじょう（地球誕生） 理科 小学生 20分 ○
私達の地球は何十億年も前は一体どんな様子だったのでしょうか
ウォルト・ディズニー作品

541 　ＮＨＫ地球大紀行　－地球誕生－ 理科 小学生 28分
その青い星の物語は４６億年前に始まった　「地球」と名が付く前の、遥
か昔の物語

543 　水色のハンカチーフ 人権 小学生 20分
つい出来心で犯してしまったあやまち（万引き）が引き起こす大きな波紋
反省と苦しみの中から少女は力強く立ち上がっていった・・・

544 　ミッキーマウスのメリークリスマス 劇 小学生 26分 ○
ウォルトディズニーが世界の子供達に「誰でも心の中に優しさを持ちあ
わせている」ことを自分の分身であるミッキー達を使って教えている名作

547 　しがらきから吹いてくる風 人権 一般 91分
信楽ここは狸の焼物で知られる窯業の里　知恵おくれと呼ばれる人たち
がおおらかに働き生きられる町　やわらかな人間の風が吹く町

548 　夜明け前 文学 一般 140分
原作：島崎藤村
明治維新を背景に描く本格的歴史劇

550 　ヘンゼルとグレーテル
童話・昔

話
幼児 25分 ○

ヘンゼルとグレーテルという兄妹がいました　父親と継母は生活が苦し
かったで仕事に行く時その兄妹を森の中に連れて行き捨てることにしま
した・・・

551 　クマのプーさん「プーさんと大あらし」 劇 幼児 30分 ○
森全体がゆれる程のすごい風が吹いている日、プーさんは仲良しのコブ
タ君に会いに行くとコブタ君は大風に飛ばされそうになっていて・・・

552 　あしたぶたの日ぶたじかん
童話・昔

話
幼児 40分 ○

ぼくは新聞記者になったつもりで「ほんとしんぶん」を書いて神社の掲示
板にはることにした　でもほんとのことは人をおこらせてしまうんだね・・・

553 　長靴をはいた猫
童話・昔

話
幼児 43分 ○

昔ある村に貧しい粉ひきの親子が住んでいました　一番小さい弟は働き
者でした　それにひきかえ上二人の兄さんは怠け者で毎日ごろごろして
いました

554 　釣りキチ三平「釣り場の子ギツネ」 劇 小学生 25分 ○
ある日川上で釣り糸をたれていると一匹の子ギツネが現れ茂みの方に
三平はそっと子ギツネの後を追うと釣り糸がからみつき動けない親キツ
ネが

555 　クリスマスキャロル 文学 小学生 29分 ○
冷酷なスクルージ老人がクリスマスの日、夢の中で幽霊達から過去、現
在、未来にわたる自分の姿を見せられてやさしい心を取り戻す

556 　わすれるもんか！ 人権 小学生 40分 ○
目の不自由な正彦がギターを演奏するようになったのは子供の頃の幼
稚園の先生とのある思い出からでした・・・

557 　サクラ日本 紀行 一般 28分
サクラは日本を代表する花です　サクラは日本の黎明期、神話の中に
登場し、何時しか国の花、民族の花となりました

558 　ガラスのうさぎ 平和 小学生 105分
戦争体験の風化が伝えられる今日、戦争を知らない世代にその実態を
伝え平和の尊さを次代にうけついでいく願いをこめて製作された

559 　お母さんの声が聞こえる 平和 小学生 31分
今こそ子供や孫に語り継いでいこう　戦争の恐ろしさ地獄のような惨状
を　今日から明日への永遠の平和への祈りをこめて

560 　よいこのたのしいクリスマス 劇 幼児 25分 ○
子供達に人気のある、クリスマスの唄を用いたミュージック・アニメーショ
ン

566 　いのり 民俗 一般 50分
日本人の精神世界は多くの面で中世やそれよりもはるかに古い原始の
時代に生まれた信仰によって支えられてきた

569 　諏訪の御柱　－氏子たちの祭典－ 民俗 一般 32分
７年目ごとの寅と申の年に諏訪地方一円、諏訪大社２０万人の氏子の
心を一つにして壮大に繰り広げられる御柱祭　その準備から本番まで克
明に記録

573 　ふなばし今．そして未来 民俗 一般 25分

574 　のどかな森のシンフォニー
童話・昔

話
小学生 10分 ○

１９３７年にアカデミー最優秀動画賞を受賞した、ウォルト・ディズニー作
品

576 　ネコクンと星クンのお話．他
童話・昔

話
幼児 15分 ○

夜空のお星が大好きなネコクン　ある夜、ほんものの星クンが空から落
ちてきました・・・

579 　はれときどきぶた　のりやすくんの交通安全 交通安全 幼児 15分 ○
子供達に人気の「はれぶた」シリーズの則安君とその仲間達が登場し飛
び出しの怖さや交通ルールを守ることの大切さなどを一緒に考えます

580 　六人姉妹 劇 小学生 47分
葛西家の子供達は女の子ばかりの六人姉妹　１８～８歳まで揃いも揃っ
て育ち盛りだからその騒々しさは尋常でない・・・

581 　せんせい 平和 小学生 103分 長崎から世界のともだちに伝えたい！平和の尊さ、いのちの大切さを

583 　ふるさと 劇 小学生 106分 自然は限りなく美しく、哀しみは限りなく深かった

584 　つるにのって 平和 小学生 30分 ○
ピカドンや戦争の犠牲になる子供達が世界中からなくなるように祈って
私はここに立ってるの



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

585 　ヤーサマネコは運痴のお話．満月の夜のお話
童話・昔

話
幼児 15分 ○

お気に入りの屋根を歩いてご機嫌なネコクン　ところが向こうからやって
きたのは恐ろしそうなヤーサマネコ・・・

591 　サンタのおくりもの
童話・昔

話
幼児 10分 ○

クリスマスイヴの夜、サンタクロースがトナカイのそりに乗って子供達の
眠っている家にやってきました・・・

592 　文福茶釜
童話・昔

話
幼児 10分 ○

山の和尚さんはお茶が好き、村の人々に毎日お茶をふるまうのが楽し
みでした　しかし貧乏で茶釜を売らなければならなくなって

593 　舌切りすずめ
童話・昔

話
幼児 12分 ○

「すずめのお宿はどこかいな？」おじいさんとおチョンすずめの心暖まる
お話

594 　かもとりごんべえ
童話・昔

話
幼児 15分

ある所にかもとりごんべえさんがいました　ごんべえさんは村のはずれ
の池で毎日１羽ずつ鴨をとっていました

595 　わらしべ長者
童話・昔

話
幼児 18分

色々と欲しい物を並べてお祈りするうちに眠くなった乙丸は夢で「しあわ
せは自分の手でおつかみ」という美しい声を聞きました・・・

596 　海ひこ山ひこ
童話・昔

話
幼児 18分

むかしむかし、人たちは山や海を駆けめぐってたくましく生きていました
海ひこは釣りの名人、山ひこは弓矢の名手です・・・

597 　柳川掘割物語　第一巻 環境 一般 27分
第一章＜掘割は生きている＞　　第二章＜吸水場と船とお濠端＞　製
作：宮崎駿　監督：高畑勲

598 　柳川掘割物語　第二巻 環境 一般 38分
第三章＜柳川三年肥後三月＞　　第四章＜福岡県令　飲用河川取締規
則＞　　第五章＜列島改造の時代＞　製作：宮崎駿　監督：高畑勲

599 　柳川掘割物語　第三巻 環境 一般 21分
第六章＜海のつくった平野＞　　第七章＜水を”もたせ”る＞　製作：宮
崎駿　監督：高畑勲

600 　柳川掘割物語　第四巻 環境 一般 29分
第八章＜水の一滴は血の一滴＞　　第九章＜直訴と英断＞　　第十章
＜自然を生かし共に生きること＞　製作：宮崎駿　監督：高畑勲

601 　柳川掘割物語　第五巻 環境 一般 53分 第十一章＜住民と行政の連帯＞　製作：宮崎駿　　監督：高畑勲

602 　ゆきおんな
童話・昔

話
幼児 12分 ○ さむい、さむい、ふぶきの夜、巳之吉が山小屋で見たものは・・・

603 　船橋だより　かんばれ！未来のナースさん　市立看護専門学校歴史 一般 14分

604 　船橋だより　見て聞いて楽しんで　ﾃﾞﾝﾏｰｸﾌｪｱ 歴史 一般 14分

605 　船橋市新春特別番組　市長と語る（伊藤薫．安藤まり子）歴史 一般 29分

606 　船橋だより　ふなばしのまちづくり 歴史 一般 14分

607 　船橋だより　We are in Funabashi 歴史 一般 14分

608 　船橋だより　24時間市民を守る　ﾄﾞｸﾀｰｶｰ発進（手話あり）歴史 一般 14分

609 　船橋市新春特別番組　市長と語る「居関金一．荒谷美枝子」（手話あり）歴史 一般 29分

610 　船橋だより　設備充実　魅力満載　船橋市総合体育館オープン歴史 一般 14分

611 　船橋だより　船橋駅１００年　宿場町から首都圏の中核都市へ歴史 一般 14分

612 　船橋だより　船橋の姉妹都市交流 歴史 一般 14分

613 　船橋だより　新春スペシャル
　21世紀に向かって豊かで住みよい国際都市船橋歴史 一般 29分

614 　船橋だより　災害に強い街づくり 歴史 一般 14分

615 　岸壁の母（ワイドレンズ使用） 劇 一般 93分
最後の引き揚げ船・興安丸にも新二の姿はなかった　それでもいせは今
も岸壁に立ち続ける　新二は必ず帰ると云ったのだ　私は必ず待つと約
束した

616 　カミーラと泥棒 劇 小学生 91分 ノルウェー南部（１９１３年）に繰りひろがる少女の旅立ち

620 　しまじろうの交通安全 交通安全 幼児 15分 ○
テレビで子供達に人気のあるしましまとらのしまじろうとその仲間達が登
場し、交通ルールを守ることの大切さを教えてくれます

621 　スーパーマリオの交通安全 交通安全 幼児 14分 ○
ファミコンで子供達に人気のあるスーパーマリオが登場し、正しい交通
安全について教えてくれます

622 　しんちゃんのさんりんしゃ 平和 幼児 24分 ○
広島原爆資料館の赤錆びた三輪車はあの日までこんなにもたのしい夢
をのせていた・・・

623 　忍たま乱太郎　パート３ 劇 小学生 25分 ○ 「ただのドケチじゃないの段」「学園長のワラ人形の段」の２話収録

624 　こぎつねのおくりもの
童話・昔

話
小学生 30分 ○ おばあさんと３匹の子狐のほのぼのとしたあたたかい感動の物語



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

625 　渡り鳥たちの干潟 理科 中学生 30分
一時期死滅寸前であった谷津干潟は地域の人々の努力によって野鳥た
ちの楽園として蘇った　１９９３年にはラムサール条約にも指定された

629 　日本の稲作 民俗 一般 42分
お米の一粒一粒に神様が宿っておられる、そういってお米を大切にして
きた日本人、その生活や文化にも数々の農耕儀礼が深く根をおろしてい
る

632 　野口英世の少年時代 伝記 小学生 49分
貧苦の中から身を起こし茨の道を突き進んでいった不屈の精神、それを
支えた先生の心と指導、彼の闘魂を燃えたぎらせた母親の生き様と愛
情を描く

633 　鬼がら
童話・昔

話
小学生 27分 ○

昔、日向は椎葉の村に与助という若者が住んでいた　ある日仕事を放り
だした与助はとうとう山に逃げてしまった・・・

634 　リネア　－モネの庭で－ 伝記 小学生 30分 ○
印象派の画家モネが後半生を過ごし、現在は美術館として復元されて
いるモネの家、庭をリネアという花好きの少女が訪ねていく旅物語

635 　白い馬 劇 小学生 21分 ○ モンゴルの羊飼いの少年スーホーと白い馬との美しい愛情物語

636 　タマ＆フレンズ　３丁目物語 劇 幼児 24分 ○ 「ぼくの大切なもの」「不思議なともだち」の２話収録

637 　母子星 文学 小学生 23分 ○
昔佐渡島に太郎助という少年が母と二人で住んでいました　父は太郎
助がまだ小さい時に死んでしまったのです・・・　　　　原作：北原白秋

638 　阪神大震災の教訓 防災 一般 20分
阪神大震災で被災した人たち　本作品はその貴重な体験から学んだ
「命を守る」ためのノウハウである

639 　蒼い記憶 平和 小学生 90分 ○
大地よこの真実を伝えてくれ！少年たちの命の慟哭！満蒙開拓とは何
だったのか

641 　忍たま乱太郎　パート２ 劇 小学生 25分 ○ 「武道大会の段」「麗しき友情の段」の２話収録

642 　さくら 劇 一般 100分
「太平洋と日本海を桜でつなごう」と唱えて二千本余りの桜の木を黙々と
植え続け４７年の短い生涯を桜の植樹に捧げた故佐藤良二氏の物語

645 　明日へ輝け 劇 小学生 39分 かけがえのない命の尊さを感動的なタッチで訴える

647 　南部杜氏 民俗 一般 34分
大正から昭和初期の南部酒造習俗を史実と往時を知る杜氏たちの協力
により再現し、記録した映像

648 　石を架ける 民俗 一般 40分 日本を代表する石橋を架けた種山石工の謎に迫る

649 　魔女の宅急便 劇 小学生 102分 ○
思春期の少女の自立を爽やかに描く　　　　　　　　原作：角野栄子　監
督：宮崎駿

650 　みいちゃんのてのひら 平和 小学生 24分 ○
戦争は人々の心に大きな傷痕を残すものです　そのことをみいちゃんの
あかぎれた、あたたかかった手のぬくもりと戦争で傷ついた手を通して
語ります

651 　忍たま乱太郎の地震用心火の用心 防災 小学生 11分 ○
乱太郎たち三人組は、土井先生に火遊びをみつけられ、おしおきとして
火の用心の補習を受けるが、そのとき突然地震が発生する・・・

652 　クリスマスのおくりもの 劇 幼児 18分 ○
クリスマスプレゼントに貰った新しい人形に魅せられたサッちゃんが、長
いこと仲良く遊んだ人形のジョーを投げ捨てるが・・・

653 　忍たま乱太郎　パート１ 劇 小学生 25分 ○ 「風林火山の段」　「ジュンコとジュンイチの段」の２話収録

654 　忍たま乱太郎の交通安全 交通安全 小学生 15分 ○
戦国の中世から現代へタイムスリップした乱太郎たち三人組は、親切な
婦警さんから交通ルールを教わります

655 　小人とくつや
童話・昔

話
幼児 10分 ○

むかしある国のある町にくつやさんがありました　うでのいいおじいさん
の作るくつは町中でも評判でした　しかしだんだんとくつは売れなくな
り・・・

656 　うしろの正面だあれ 平和 小学生 90分 ○
落語家の故林家三平師匠の夫人でエッセイストの海老名香葉子さんの
少女期の体験を児童向けに書き下ろした作品が原作

658 　狼森とざる森ぬすと森
童話・昔

話
幼児 19分 ○

岩手山麓に実在する森を舞台に昔の開拓農民の苦労と自然への畏敬
の念を描く　宮沢賢治原作

659 　こぎつねコンとこだぬきポン
童話・昔

話
幼児 21分 ○

親どうしは互いにきらいあっていても子ぎつねのコンと子だぬきのポンは
友達になってしまいます・・

660 　すばらしい私のおじいちゃん 劇 小学生 35分
祖父と孫娘との心の交流を通して生命の尊さ、人を思いやる心の大切さ
を描く感動の物語

661 　春を呼ぶ瀬戸の小島 劇 小学生 53分
瀬戸の小島に笑いと涙　子供達のほのぼのとした感動と故郷の素晴ら
しさが鮮やかに甦る珠玉の児童劇映画

662 　かえだま日曜日 劇 小学生 49分
ある日小学６年生のユミは同い年の従兄弟の勇介から「オンナと見込ん
でたのむ　オトコになってくれ」と小学校駅伝大会への出場を依頼され
た・・・

663 　わが心の朝 劇 一般 53分
この映画は女性が自分自身の羅針盤を持つための努力をはじめる過程
を今日的な視点でとらえています

664 　一つの花 平和 小学生 23分 ○
「ひとつだけちょうだい」これがゆみ子のはっきり覚えた最初の言葉でし
た　まだ戦争のはげしかったころのことです・・・

667 　水戸黄門のお年寄りの交通安全 交通安全 高齢者 25分
お年寄りの交通事故が増えている中、テレビで大人気の「水戸黄門」を
楽しむ感覚で交通安全を再度考えていただきます

669 　ちびまる子ちゃんの交通安全 交通安全 小学生 13分 ○
まるちゃんは友達との遊びや登校時など毎日の生活の中で一つずつ交
通安全の大切さに気が付いていきます



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

672 　和鋼風土記 民俗 一般 30分
たたら製鉄は古代から明治初期まで我が国で必要とした鉄鋼類のすべ
てを供給していた

673 　私たちの北方領土 歴史 一般 27分
北方四島は確かに「日本固有の領土」であることを国民が理解し認識し
てもらうことを目的として制作

674 　注文の多い料理店（文部大臣賞）
童話・昔

話
小学生 19分 ○

山奥に猟をしにやってきた２人のハンターが獲物を追ううち森の奥深くに
迷い込む　突然霧の中からあらわれた館「山猫軒」２人はいつしか幻想
の世界へ

676 　忍たま乱太郎　パート４ 劇 小学生 25分 ○ 「手裏剣コンクールの段」　「燃えるメニューの段」の２話収録

677 　南無一病息災
童話・昔

話
小学生 18分 ○

あわてん坊の赤鬼と肝っ玉の太い青鬼にとりつかれた五郎市と与茂平
の昔話

678 　おじいちゃんのトマト 劇 小学生 39分 ○
人は一人ひとり違っていることを認識した上で相手の気持ちを思いやり
共に悩み考え生きることを喜びあえる、そんな「共に生きる」ことの大切
さを学ぶ

680 　２１世紀のまちづくり
生き生きとしたふれあいの都市・船橋
社会連帯

意識
一般 29分 船橋市の広報映画

681 　忍たま乱太郎　パート５ 劇 小学生 25分 ○ 「ヘムヘムがいない！の段」　「ヘムヘムを返せ！の段」の２話収録

682 　走れ!白いオオカミ 劇 小学生 84分 ○
雄大な自然をバックに描く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

684 　赤ずきんちゃん　ちゃんとチェック！ 交通安全 幼児 13分 ○
「赤ずきん」のお話をベースに犯罪者の接触に対しどう対処すれば危険
を最小に押さえ込めるのかをポイントに整理した

685 　ちびまる子ちゃんのこんな乗りかたあぶないよ 交通安全 小学生 13分 ○
自転車の正しい乗り方知ってる？まる子と一緒に自転車の安全運転の
ポイントと自転車の点検ポイントを覚えよう！

686 　いじわる狐ランボー
童話・昔

話
幼児 15分 ○

狐のランボーは口笛が上手ですがいじわるばかりするのでみんなから
「いじわるランボー」とよばれています

687 　一心太助と彦左のお年寄りの交通安全 交通安全 高齢者 30分
毎年交通事故で亡くなる人のうち３割はお年寄りが占めている　お年寄
りの方々に交通安全を楽しみながら認識してもらえるよう制作された作
品

688 　忍たま乱太郎　パート６ 劇 小学生 25分 ○ 「第三協栄丸の船の段」　「ひえた八方斉の段」の２話収録

689 　泣いて笑って涙してポコアポコ 人権 小学生 53分
車いすの女性が空き缶を集めお年寄りに車いすを１００台も送った心あ
たたまる実話を映画化

690 　ぼくのお姉さん 人権 小学生 36分
障害を乗り越え自立して生きようとする姉　姉を疎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く

693 　眠れぬ夜の小さなお話　シリーズ３
童話・昔

話
幼児 18分 ○ 「クジラさんに乗ってのお話」　「ゴマタンのお話」の２話収録

694 　眠れぬ夜の小さなお話　シリーズ４
童話・昔

話
幼児 18分 ○

「アイスクリームのおみやげのお話」　「お月さまに唄をのお話」の２話収
録

695 　きつねとぶどう
童話・昔

話
幼児 11分 ○

ある年の秋、林のはずれで以前母狐と来た時にはなかったブドウが実っ
ているのを子狐は発見する・・・

696 　いじわる狐ランボーのなみだ
童話・昔

話
幼児 15分 ○

悪さばかりする子狐のランボーは森の仲間達からやっかいものの扱い
にされています　でもそんなランボーにも本当はやさしい心があるのです

698 　薩摩義士　－木曽川にいどむ－ 歴史 小学生 24分 ○
異郷の地で多くの犠牲を払いながら木曽川治水という難工事を成し遂げ
た「薩摩義士」の様子を描く

699 　船橋だより　船橋駅の素顔 歴史 一般 14分

700 　船橋新春特番　市長と語る 歴史 一般 29分

701 　船橋だより　音楽教育にかける熱血先生 歴史 一般 14分

702 　船橋だより　オシャレに衣がえ 歴史 一般 14分

703 　船橋だより　「ふるさとに夢をかける」 歴史 一般 14分

704 　船橋だより　北図書館 歴史 一般 14分

705 　船橋市新春特別番組　市長と語る（松ヶ根親方夫妻）歴史 一般 29分

706 　船橋だより　飯山満あたりを訪ねて 歴史 一般 14分

707 　船橋だより　夏のふなばしわくわくスポット 歴史 一般 14分

708 　船橋だより　古式ゆかしく勇壮に 歴史 一般 14分

709 　船橋新春特番　市民参加のまちづくり 歴史 一般 29分



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

710 　船橋だより　船橋市・西安市友好学校調印　 歴史 一般 14分

711 　船橋だより　温もりのあるまちを目指して 歴史 一般 14分

712 　船橋新春特番　東葉高速の開通と環境共生まちづくり歴史 一般 29分

713 　船橋だより　市民の夢をのせて　東葉高速鉄道開通歴史 一般 14分

714 　船橋だより　都心へ一直線　東葉高速線の一日 歴史 一般 14分

715 　船橋だより　太平洋に架けた友情の橋 歴史 一般 14分

716 　船橋だより　千人の音楽祭 歴史 一般 14分

717 　友好の大地を駆ける　西安城壁国際マラソン大会 歴史 一般 29分

718 　きみが輝くとき 人権 小学生 90分
片腕のない少年とサッカーの出逢いがすべての始まりだった・・・日本中
の胸を揺さぶる実話がいま感動の映画化

719 　おじいちゃん元気になってね！ 人権 中学生 47分
動物好きの心やさしい少年と頑固じいさんの心のふれあいを明るい笑い
と涙で綴った感動の劇映画

720 　だんじり囃子 人権 小学生 54分
地域に伝わる伝統文化を通じて人と人とのふれあう姿を描くことによって
今日の人権、同和問題について考える手がかりを提供しようと制作され
た

721 　トイレの花子さん 劇 小学生 30分 ○
桜町小学校のトイレで３年３組の大介君は鏡の中の女の子から「あそ
ぼ」と話しかけられびっくり！やっぱり花子さんは３階のトイレにいたん
だ・・・

722 　まじめで悪いか！ 人権 中学生 32分
「みんな違って、みんないい　誰かがきっと見てくれている」中学生自身
のことばと心で描いた感動的な実話

724 　わが心の銀河鉄道・宮沢賢治 劇 一般 111分 宮沢賢治生誕１００年記念作品　賢治３７年の生涯を描く

730 　みんなでつくるまち船橋 歴史 一般 30分

731 　２１世紀のまちづくり 歴史 一般 27分

732 　悠々散歩道　～中山あたりを訪ねて～ 紀行 一般 14分

733 　きもちも体もハツラツと　～応援しますスポーツ心～民俗 一般 14分

734 　しなやかにたくましく　～がんばれ女性消防団～ 民俗 一般 14分

735 　「住みよいまちへ」立花地区再開発事業 民俗 一般 27分

736 　明日への出発　～船橋駅北口再開発事業～第１部歴史 一般 30分

737 　明日への出発　～船橋駅北口再開発事業～第１部歴史 一般 29分

739 　カブタックの交通安全 交通安全 小学生 15分
テレビで大人気のビーロボカブタックとその仲間達が登場し、正しい交通
ルールとその大切さを学んでいく

741 　故郷は心の中に 人権 小学生 50分
家を飛び出したおじいちゃん　老人と少年の心のふれあいを描く感動の
物語

742 　学校へ行けない子どもたち 人権 一般 30分
登校拒否の初期段階ともいえる小学生にスポットを当て保護者がこのこ
とについて正しい知識と理解を持つことを訴える

743 　いじめ　１４歳のMessage 人権 小学生 25分 ○
１４歳の女の子が学校で実際に「イジメ」にあい、それを乗り越えて書い
た小説が原作

744 　がばれまあちゃん 人権 小学生 48分
うまれつき耳が聞こえなく話もできない５歳のまあちゃんが障害にぶつ
かりながら温かな家庭に見守られ成長していく姿を姉・かよの目を通し
て描く

745 　ドラゴンクエスト列伝　ロトの紋章 劇 小学生 45分 ○
まだ幼く弱々しかったアルス少年が妖精たちの頼みにより勇気をふりし
ぼり邪悪の花マンイーターを倒し妖精の里に平和な生活を甦らせた物
語

746 　船橋だより　おすすめレジャースポット 歴史 一般 14分

747 　船橋だより　２１世紀へ 歴史 一般 14分

748 　船橋だより　今日もみんなでファイト 歴史 一般 14分

751 　おじゃる丸～約束の夏（おじゃるとせみら） 劇 小学生 47分 ○
夏が大嫌いのおじゃる丸の前に、夏が大好きな少年せみらが現れ、お
じゃる丸を巻き込んで遊んでいくうちにおじゃる丸もだんだん引き込まれ
ていく



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

752 　泥棒と殿様 劇 一般 60分
「また会おう伝九郎、お前がお前らしく生きるように俺も俺らしく生きてみ
せるよ」　身分を越えた男の友情、無償の行為の美しさを描く

753 　猫の事務所
童話・昔

話
小学生 22分 ○

「君たちはかま猫君につらくあたりすぎじゃないかね」　心に届け猫の涙
宮沢賢治原作

754 　わかりあえる季節（とき） 人権 小学生 54分
「自分は差別していない」と思っている人たちの心の中にある差別性を
気づかせる感動のドラマ

756 　かあちゃん 劇 一般 60分
お勝の金を狙って強盗に入った勇吉は、お勝から金の亡者と言われて
まで銭を貯める訳を聞くと金箱を返し、お勝たちと一緒に暮らすこと
に・・・

757 　夢ものがたり 劇 小学生 20分
古典落語の名作人情ばなし「芝浜」をもとに江戸の裏長屋の魚屋夫婦に
子犬をからませ「働くことの尊さ」「夫婦愛の大切さ」を描く

759 　一枚の絵てがみ 人権 小学生 43分 ○
一人暮らしの高齢者とその家族や地域の人達の心のふれあいや支えあ
いを通してこれから訪れる超高齢化社会に向けての問題を投げかける

760 　眠れぬ夜の小さなお話　シリーズ５
童話・昔

話
幼児 20分 ○ 「すてきなイヴのお話」「雪の日　雪の精のお話」の２話

761 　眠れぬ夜の小さなお話　シリーズ６
童話・昔

話
幼児 13分 ○ 「キャットマンのお話」「なぜネコクンはネコ舌かのお話」の２話

762 　氷河ねずみの毛皮
童話・昔

話
小学生 24分 ○

「生きていくためには着物を着なきゃいけないんだ」生かし生かされる生
命の大切さを詩う宮沢賢治の世界

764 　鉄道員（ぽっぽや） 劇 一般 110分
北の果ての小さな終着駅で不器用なまでにまっすぐに鉄道員一筋の人
生を送ってきた一人の男・・・　　主演：高倉健

765 　チェスターのメリークリスマス 劇 幼児 25分 ○
ニューヨークの人々が本当に暖かい心でクリスマスを迎えることができる
ようにネズミのタッカーとネコのハリーはコオロギのチェスターを捜しに行
く

766 　船橋だより　悠々散歩道～本町あたり 歴史 一般 14分

767 　船橋だより　学校帰りがぼくらの楽しみ 歴史 一般 14分

768 　船橋だより　英語で遊ぼう 歴史 一般 14分

769 　船橋だより　時速150㎞の熱き戦い　船橋ｵｰﾄﾚｰｽ 歴史 一般 14分

770 　船橋だより　24時間いつでも安心　救急医療 歴史 一般 14分

771 　船橋だより　全国に誇る船橋の海苔 歴史 小学生 14分

772 　映画　忍たま乱太郎（劇場版） 劇 小学生 45分 ○
一流の忍者を目指して忍術学園に入学した「忍たま」（忍者のタマゴ）た
ちのドジだが元気な忍術修行を描く

773 　船橋だより　船橋自然探検 歴史 一般 14分

774 　船橋だより　子育て支援センター 歴史 一般 14分

775 　船橋だより　１０周年記念　千人の音楽祭 歴史 一般 14分

776 　おじゃる丸の交通安全 交通安全 幼児 15分 ○
本田先生の指導のもと交通ルールを学ぶ羽目になったおじゃる丸たち
は無事にトミーお爺ちゃんの所まで行き着けるのか

778 　字のないはがき　向田邦子原作 劇 小学生 18分 ○
「家族はいつもあたたかい」　家族の絆を温かいまなざしで描いた向田
邦子の名エッセイを映像化

779 　ムーミン　～スナフキンが帰ってきた～ 劇 小学生 25分 ○
ムーミンはミーのホルンがなかなか上手にならないので自分も挑戦して
いるうちにホルンをこわしてしまいます・・・

780 　金色の足あと
童話・昔

話
小学生 28分 ○

子ギツネを救い出そうとあの手この手を駆使して挑戦する親ギツネの限
りない愛　少年の目にどのように映ったか

781 　良寛さん 伝記 小学生 70分 ○
子供達と一緒に遊び、自然を愛し、命あるもの全てを愛した良寛さんを
描きます

782 　次郎物語 劇 小学生 115分 現代が忘れた愛と感動を描いて　いま日本中の親と子に贈る名作・・・

783 　夢の約束 人権 中学生 53分
飛び出そうとしているのに立ちすくむ若者たち　そんな彼らにも出会いが
あり愛が芽生える　自分らしく誇りをもって生きるには・・・

784 　陽だまりの家 人権 中学生 42分 ○
人は皆人として尊重され幸せに生活する権利があります　そして誰もが
幸せになりたいと願っています

785 　火垂るの墓 平和 一般 88分 ○
昭和２０年６月～９月の日本の敗戦をはさんだ約３か月間に１４歳の清
太と４歳の節子の兄妹がどう生きたかを描いた作品　　原作：野坂昭如

787 　サヨナラみどりが池
童話・昔

話
幼児 30分 ○

太陽がいっぱいのみどりが池はケロ吉くんたちの楽しい遊び場でしたが
ある日突然ショベルカーがやって来てみどりが池を埋め立てていきまし
た・・・

788 　新ムーミン　おじさんは手品師 劇 小学生 25分 ○ ・おじさんは手品師　・ゆめ、ゆめ、ゆめ　の２作品



整理番号 作品名 分類 世代 時間 アニメ 内容

789 　ぼくがおじいちゃんで　おじいちゃんがぼく 人権 小学生 32分 ○
いたずら好きな小学５年生の健児とがんこなおじいさんが、お地蔵さん
の超能力でお互いが入れかわり・・・

790 　かっぱの三平 劇 小学生 90分 ○
ようこそ、とっても不思議なカッパの国へ　日本の妖怪大集合！！　　原
作：水木しげる

791 　チョコレート工場の秘密 劇 一般 90分 奇想天外なミュージカル風ファンタジー

792 　船橋だより　秋だ！本を読もう 歴史 一般 14分

793 　船橋だより　再開発ビル「フェイス誕生」 歴史 一般 14分

794 　船橋だより　レッツ！リサイクル 歴史 一般 14分

795 　大いなる旅路（ワイドレンズ使用） 劇 一般 95分
信ずる道を生き抜く！一鉄道員の三十年に及ぶ歴史を謳う人間賛歌！
出演：三国連太郎、高倉健ほか

796 　童謡物語　さとるとゆう子 劇 小学生 58分
それぞれの愛・・・なつかしい童謡の調べに乗せて少年と少女の出会い
と別れ・・・

797 　むくはとじゅうの名犬物語 劇 小学生 20分 ○
「太郎、いつまでも一緒だ」山犬太郎と三吉少年の心のつながりを涙と
感動で描く愛情物語

798 　ワシントンポスト・マーチ 劇 小学生 40分
からだは不自由だけどぼくは一生懸命に生きている　悔しいとき悲しいと
きぼくはこの曲を口ずさむと元気になれる

799 　星空のバイオリン 平和 小学生 88分 ○
長野県中野市で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を原作にした物語

800 　アイ・ラブ・ユー 人権 一般 111分
世界で初めて、ろう者と聴者の監督二人が共同演出した笑いと涙の感
動作

801 　グリーンバレー物語　ポウさんのカヌー
童話・昔

話
幼児 8分 ○

モグラのポウさんを中心にしたモグラ家族のやさしさと勇気と楽しさで綴
られた物語

802 　はだしのゲン　涙の爆発 平和 一般 123分 ○
終戦直後の広島市を中心に少年ゲンと原爆孤児たちのバイタリティあふ
れる生きざまを感動的に描くとともに差別を生み出す被爆の残酷さを告
発

803 　世界名作アニメ　３匹の子ブタ
童話・昔

話
幼児 13分 ○

３匹の子ブタがそれぞれ自分の家を建てました　兄さんブタは藁の家、
二番目の子ブタは木の家、弟ブタはレンガの家　ある日腹ペコ狼がやっ
てきて・・

804 　ちびまる子ちゃん　まるちゃん文通をはじめる　他１話劇 小学生 24分 ○
他県の子供と文通をするのがはやっているまる子のクラス　ハヤリもの
にはビンカンなまる子も早速ペンフレンドを作るが・・・

805 　ちびまる子ちゃん　まる子花輪君に英会話を習う 劇 小学生 24分 ○
下校途中に出会った外国人と気軽に話をしてしまう花輪君　それを見て
いたまる子は国際人をめざして？花輪君に英会話を習おうと決心す
る・・・

806 　ちびまる子ちゃん　ツバメよ来い来い　他１話 劇 小学生 24分 ○
ツバメの巣づくりの季節　はまじの家の玄関の上に作った台にツバメの
巣があるのを見たまる子は・・・

807 　ちびまる子ちゃん　まる子たち１年生の世話をやく 劇 小学生 24分 ○
幼い１年生の世話をすることになったまる子たち３年生　しかし「責任重
大」と気合の入るまる子たちを待っていたのは・・・

808 　ちびまる子ちゃん　先生の家に遊びに行こう 劇 小学生 24分 ○
「今度の日曜日に先生の家に遊びに行ってみようか」とまる子が提案
はまじもたまちゃんもブー太郎も大賛成・・・

809 　リカちゃん　不思議なユーニア物語 劇 小学生 60分 ○
不思議の国「ユーニア」に迷い込んでしまったリカちゃん　謎の少女に案
内されたのは泥んこ沼の竜のところでした・・・

810 　雪渡り
童話・昔

話
小学生 23分 ○

小狐の紺三郎がヒゲをピンとひねって四郎とかん子に「今度幻燈会に来
てくれ」といいました・・・　　　　　宮沢賢治原作

811 　マヤの一生 劇 小学生 75分 ○
飼い犬マヤと少年次郎との絶ち難い愛情と絆を通して愛と平和、そして
命の大切さをあらためて私達に語りかけてくれる感動の物語

812 　小さなバイキングビッケ
童話・昔

話
幼児 23分 ○

ビッケはバイキングの王子さま！ちっちゃな体に知恵と勇気がいっぱ
い！


