
DVD教材リスト
整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-001 栗林慧わくわくビデオ図鑑　カブトムシ 小学生 理科 25分
カブトムシのおしっこやクワガタムシの対決などおもしろい場面がいっぱ
い。①カブトムシのからだ②交尾と産卵③卵とふ化④幼虫の成長と脱皮
⑤幼虫からさなぎへ⑥羽化

D-002 栗林慧わくわくビデオ図鑑　アメリカザリガニ 小学生 理科 25分
水中の産卵シーンもあれば，エラ呼吸の実験もあるもりだくさんの内容。
①アメリカザリガニのからだ②すあなと食事③呼吸と実験④交尾⑤卵か
ら赤ちゃんへ⑥脱皮

D-003 栗林慧わくわくビデオ図鑑　チョウ 小学生 理科 25分
上品なみつの吸い方やりん粉の秘密など身近なチョウの意外な一面が
わかる。①チョウのからだ②ふ化と幼虫の脱皮③アゲハのさなぎ④アゲ
ハの羽化⑤オオムラサキの羽化⑥交尾

D-004 栗林慧わくわくビデオ図鑑　カタツムリ 小学生 理科 25分
カタツムリって昆虫なの？冬の間はどうしてる？など様々な疑問に答え
る。①カタツムリのからだ②カタツムリの食事③カタツムリのあしとから④
交尾⑤産卵⑥赤ちゃんの誕生

D-005 三国志① 小学生 劇 88分 ○
「桃園の誓い」「激闘！義勇軍」「死闘！鉄門峡」「勅使の罠」の４話収
録。

D-006 三国志② 小学生 劇 88分 ○
「十常尋の陰謀」「名馬・赤免馬」「暴虐将軍・薫卓」「乱世の奸雄」の４話
収録。

D-007 三国志③ 小学生 劇 88分 ○ 「豪傑大合戦」「蘇る野望」「王璽の魔力」「白馬の若者」の４話収録。

D-008 三国志④ 小学生 劇 88分 ○
「激動の獅子たち」「乱世の美女（前篇）」「乱世の美女（後編）」「宿敵！
二人の英雄」の４話収録。

D-009 三国志⑤ 小学生 劇 88分 ○ 「二つの計略」「酔虎・号泣」「幻の和睦」「陳親子の陰謀」の４話収録。

D-010 三国志⑥ 小学生 劇 88分 ○
「月夜の同士討ち」「呂布雪原に散る」「放たれた虎」「張飛の兵法」の４
話収録。

D-011 三国志⑦ 小学生 劇 88分 ○
「孤立の猛将」「乱世の伏竜・孔明」「引き裂かれた主従」「決死の千里
行」の４話収録

D-012 三国志⑧ 小学生 劇 88分 ○
「玄徳軍・大集結」「官渡の戦い」「凶馬・決死の渡河」「浪士・単福」の４
話収録。

D-013 三国志⑨ 小学生 劇 88分 ○ 「徐庶の母」「三顧の礼」「孔明・初陣」「孔明大勝利」の４話収録。

D-014 三国志⑩ 小学生 劇 88分 ○
「曹操怒りの逆襲」「大暴れ！子守り剣士」「孔明・大舌戦」「美丈夫・周
瑜」の４話収録。

D-015 三国志⑪ 小学生 劇 88分 ○
「周瑜の殺意」「秘策！水上大要塞」「十万本の矢」「黄蓋・苦肉の策」の
４話収録。

D-016 三国志⑫ 小学生 劇 66分 ○
「風雛連環の計」「赤壁の戦い（前編）」「赤壁の戦い（後編）」の３話収
録。

D-017 郡上一揆 一般 劇 112分

江戸時代の農民一揆の中でも岐阜の「郡上一揆」は「江戸時代三大一
揆」の一つといわれ、幕府を巻き込んだこの一揆は、郡上農民の死闘の
末、藩主更迭という農民の勝利となり、これは江戸時代他に例を見ない
唯一のものである。それを映画化した作品。

D-018 千葉の道・道路進化物語 一般 環境 56分
１．海を渡る道　２．内房の道　３．徳川家にまつわる道　４．遊山の道
５．鮮魚街道　６．千葉の発展への道

D-019 食と農の未来を拓く研究開発 一般 環境 57分

１．麦の高品質化を目指して　２．イノゲノム情報を読む　３．循環する資
源としての家畜排せつ物　４．機能性食品の開発　５．バイオマスエネル
ギー利用技術の開発　６．新たな用途をめざした稲の研究開発　７．昆
虫テクノロジー研究　８．地球温暖化の防止に関わる森林の機能

D-020 みすゞ 中学生 文学 105分
若き詩人中の巨星と西條八十に絶賛を受けながらも２６歳で夭折した童
謡詩人金子みすゞ。死後半世紀を経て遺稿集が発掘されたのを契機に
その人物にも注目が集まるようになる。

D-021 アンデスの少年ペペロの大冒険第１巻 小学生 童話・昔話 100分 ○
１．「エルドラドへの旅立ち」　２．「さらばインディオの村」　３．「サーカス
の少年チュッチュ」　４．「魔の湖を超えて」

D-022 アンデスの少年ペペロの大冒険第２巻 小学生 童話・昔話 75分 ○ ５．「霧の中のケーナ」　６．「命のつり橋」　７．「コンドルのいる白い峰」



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-023 アンデスの少年ペペロの大冒険第３巻 小学生 童話・昔話 75分 ○
８．「ピューマの子守唄」　９．「消えたカピタ神殿」　１０．「幻の白馬ジュピ
ター」

D-024 アンデスの少年ペペロの大冒険第４巻 小学生 童話・昔話 75分 ○
１１．「謎のナルーアの宝」　１２．「黄金のコンドルの歌」　１３．「さよなら
チチカカ」

D-025 アンデスの少年ペペロの大冒険第５巻 小学生 童話・昔話 75分 ○
１４．「対決！黒わし団」　１５．「急げペペロ！オオカミ谷へ」　１６．「人喰
い大蛇アナコンダ」

D-026 アンデスの少年ペペロの大冒険第６巻 小学生 童話・昔話 75分 ○
１７．「ワシにさらわれた赤ちゃん」　１８．「水晶の宮殿の女王」　１９．「よ
みがえれ太陽の都」

D-027 アンデスの少年ペペロの大冒険第７巻 小学生 童話・昔話 75分 ○
２０．「チュッチュのお姉さん」　２１．「女だけのアマゾン族」　２２．「湖底
の黄金神殿」

D-028 アンデスの少年ペペロの大冒険第８巻 小学生 童話・昔話 100分 ○
２３．「ふしぎな地底王国」　２４．「鬼隊長の娘」　２５．「黄金の都エルドラ
ド」　２６．「エルドラドの秘密の宝」

D-029 千葉県の民俗芸能（１）獅子神楽 小学生 民俗 20分

千葉県には数多くの民俗芸能が伝承されています。この巻では２人で一
匹の獅子を演じる「二人立ちの獅子舞」を取り上げます。千葉県の場
合、北部・東部で「獅子舞」、中部・南東部で「神楽」、南部で「獅子神楽」
などと呼ばれています。

D-030 食と農の将来を拓く研究開発　Ｖｏｌ．２ 一般 環境 22分
９．海洋生態系と水産資源　１０．食品の品質保証のための研究開発
１１．食料・環境問題の解決を目指した国際農林水産業研究　１２．化学
農薬だけに依存しない病害虫防除

D-031 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ① 一般 劇 108分
「ノーベルとチャップリン」「ノックアウト」「恋の２０分間」「酔いどれ２人組」
「ノーベルの結婚生活」「チャップリンの失恋」「タンゴがもつれる」「チャッ
プリンの番頭」　全８タイトルを収録

D-032 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ② 一般 劇 81分
「逢い引きの場所」「チャップリンの役者」「男か女か」「チャックリンの消
防夫」「にわか雨」「チャップリンの駆け落ち」　全６タイトルを収録。

D-033 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ③ 一般 劇 81分
「メーベルの奇妙な苦境」「仕事」「幻燈会」「チャップリンの伯爵」「笑いガ
ス」「チャップリンの移民」　全６タイトルを収録。

D-034 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ④ 一般 劇 81分
「夕立」「チャップリンの掃除夫」「好みの娯楽」「チャップリンの霊泉」「新
米雑役夫」「チャップリンの冒険」　全６タイトルを収録。

D-035 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ⑤ 一般 劇 81分
「アルコール先生海水浴の巻」「チャップリンのスケート」「恋の痛手」
「チャップリンの船乗り生活」「成功争い」「その日暮らし」「アルコール先
生公園の巻」　全７タイトルを収録。

D-036 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ⑥ 一般 劇 81分
「忙しい生活」「ベニスの子供自転車競走」「チャップリンの放浪者」「メー
ベルの忙しい生活」「チャップリンの勇敢」「チャップリンの画工」「レクリ
エーション」「チャップリンの小道具係」　全８タイトルを収録。

D-037 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ⑦ 一般 劇 81分
「新米活動屋」「アルコール先生原始時代の巻」「チャップリンの総理大
臣」「午前１時」「チャップリンのパン屋」「二人の夫婦」「チャップリンの拳
闘」　全７タイトルを収録。

D-038 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ⑧ 一般 劇 108分

「チャップリンの寄席見物」「チャップリンの女装」「チャップリンの看護人」
「チャップリンの改心」「アルコール先生自動車競走の巻」「チャップリン
の替え玉」「三つどもえ事件」「メーベルの身代わり運転」　全８タイトルを
収録。

D-039 ＨＡＺＡＮ 一般 劇 108分
土と火と自然と向き合い、美を追求した陶芸家、板谷波山の生涯を綴
る、映像美溢れる作品。

D-040 ホーム・スイートホーム 一般 人権 110分
現代社会の問題の一つとなっている高齢者社会福祉をテーマとして製
作された。痴呆症になってしまった元オペラ歌手・山下宏と、彼を取り巻
く家族の苦悩と愛を描いた作品。

D-041 千葉県の民俗芸能（２）念仏踊り・万作踊り 小学生 民俗 20分

千葉県には数多くの民俗芸能が伝承されています。「念仏踊り」は仏教
から発した踊りで念仏を唱えながら極楽往生を願います。「万作踊り」は
「念仏踊り」や旅芸人の踊りなどの要素を取り入れ関東で流行した踊り
です。

D-042 食と農の未来を拓く研究開発　Ｖｏｌ．３ 一般 環境 20分
１３．大豆の安定・多収を目指して　１４．進化する施設栽培　１５．イネで
牛を育てる　１６．魚と貝のバイオテクノロジー

D-043 はじめよう食育　～「食」見直しませんか？～ 一般 保健・健康 23分

食育とは何かをわかりやすく解説。食育基本法の内容にも触れながら
全国で展開される食育活動を紹介。さらに「何を」「どれだけ」食べれば
よいかをイラストで示した「食事バランスガイド」の紹介とともに、その活
用方法も解説している。

D-044 裁判員制度　～もしもあなたが選ばれたなら～ 一般 社会連帯意識 58分

それは一通の封筒から始まった。平凡なサラリーマン・小林のもとに一
通の手紙が届けられた。「あなたは裁判員候補に選ばれました」・・・裁
判員制度の概略をたどりながらそこに参加するごく普通の人々をドラマ
で描く。
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D-045 きもだめしのばん 小学生 童話・昔話 15分 ○
冬も近いある夜のこと、村の若者たちが集まって、わら仕事をしていまし
た。すると退屈になってきた一人の若者が「きもだめし」を思いつきまし
た。裏山の墓の大きな木の上で一晩過ごすというのです・・・

D-046 のっぺらぼう 小学生 童話・昔話 15分 ○
大工の正八は、町外れのお寺の修理をしていました。仕事を終えて縁側
でお茶をいただいていると和尚さんが妙なことを言いました。「こよいは
満月。帰りはじゅうじゅう気をつけなされ・・・」

D-047 百目のあずきとぎ 小学生 童話・昔話 15分 ○
旅人が提灯の明かりを頼りに暗い山道を歩いていると、どこからともなく
ショキショキとあずきをとぐような音が聞えてきた・・・。

D-048 絵から飛び出したねこ 小学生 童話・昔話 15分 ○

猫の絵を描くのが大好きな小坊主がいました。猫の絵ばかり描いている
ので和尚さんに追い出された小坊主は旅に出かけます。ある晩、荒れ
寺でちょっと不安になった小坊主は猫の絵をいっぱい壁に貼って眠りま
した・・・。

D-049-01 楽しいムーミン一家①　ムーミン谷の春 幼児 童話・昔話 25分 ○
春が来てムーミン谷の住人が冬の眠りから目覚めました。ムーミンはみ
んなを誘って山に登り帽子を見つけました。しかしその帽子はとても不
思議な帽子だったのです。

D-049-02
楽しいムーミン一家①
バリアフリー版（副音声・字幕有）

幼児 童話・昔話 25分 ○
春が来てムーミン谷の住人が冬の眠りから目覚めました。ムーミンはみ
んなを誘って山に登り帽子を見つけました。しかしその帽子はとても不
思議な帽子だったのです。副音声・字幕スーパー付。

D-050-01 楽しいムーミン一家②　魔法の帽子 幼児 童話・昔話 25分 ○

山で見つけた帽子は中に何か入っていると別の物に変えてしまう不思
議な帽子です。危険な帽子なので川に捨ててしまいましたがムーミンと
スナフキンが川で見つけ誰にも見つからないようにムーミンの家の地下
室に隠しました。ところが大変！誰かが帽子に何かを入れてしまったよう
です・・・。

D-050-02
楽しいムーミン一家②
バリアフリー版（副音声・字幕有）

幼児 童話・昔話 25分 ○

山で見つけた帽子は中に何か入っていると別の物に変えてしまう不思
議な帽子です。危険な帽子なので川に捨ててしまいましたがムーミンと
スナフキンが川で見つけ誰にも見つからないようにムーミンの家の地下
室に隠しました。ところが大変！誰かが帽子に何かを入れてしまったよう
です・・・。

D-051-01 楽しいムーミン一家③　浜で見つけた難破船 幼児 童話・昔話 25分 ○
なぜか大人たちは自信をなくし、落ち込んでいます。ムーミンたちは探検
に出かけ、浜で難破船をみつけました。みんなで船を修理しているうち
に大人は自信を取り戻したようです。

D-051-02
楽しいムーミン一家③
バリアフリー版（副音声・字幕有）

幼児 童話・昔話 25分 ○
なぜか大人たちは自信をなくし、落ち込んでいます。ムーミンたちは探検
に出かけ、浜で難破船をみつけました。みんなで船を修理しているうち
に大人は自信を取り戻したようです。

D-052-01 楽しいムーミン一家④　おばけ島へようこそ 幼児 童話・昔話 25分 ○
今日は海に出る日です。船に帆をはって大海原へ漕ぎ出しました。航海
は順調に進み、小さな無人島に上陸しました。しかしそこにはとても不思
議な事件が待ち受けていたのです。

D-052-02
楽しいムーミン一家④
バリアフリー版（副音声・字幕有）

幼児 童話・昔話 25分 ○
今日は海に出る日です。船に帆をはって大海原へ漕ぎ出しました。航海
は順調に進み、小さな無人島に上陸しました。しかしそこにはとても不思
議な事件が待ち受けていたのです。

D-053-01 楽しいムーミン一家⑤　にょろにょろの秘密 幼児 童話・昔話 25分 ○
嵐が去ったにょろにょろ島に青白い光が差し込み、ヘムレンさんが盗ん
だ気圧計を取り戻すためにものすごい数のにょろにょろがやってきまし
た。ムーミンたちはどうなるのでしょう。

D-053-02
楽しいムーミン一家⑤
バリアフリー版（副音声・字幕有）

幼児 童話・昔話 25分 ○
嵐が去ったにょろにょろ島に青白い光が差し込み、ヘムレンさんが盗ん
だ気圧計を取り戻すためにものすごい数のにょろにょろがやってきまし
た。ムーミンたちはどうなるのでしょう。

D-054 ファンタジア 幼児 童話・昔話 117分 ○
クラシックの華麗な旋律に乗って、ミッキーをはじめ妖精、天使、ユニ
コーン、ケンタウロス、悪魔などが幻想的な世界を繰り広げます。

D-055 バンビ 幼児 童話・昔話 70分 ○
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ゆ
く。バンビは母の死、人間による狩り、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。

D-056 ダンボ 幼児 童話・昔話 62分 ○
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・・・。

D-057 シンデレラ 幼児 童話・昔話 72分 ○
いじわるな継母や姉達に召使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。

D-058 白雪姫 幼児 童話・昔話 81分 ○
雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。継母の女王に殺されそうに
なった白雪姫は森の奥に逃げ込み、７人の小人に助けられる。

D-059 ピノキオ 幼児 童話・昔話 86分 ○

心をこめて作った木の人形「ピノキオ」が人間の子供になってほしいと願
うゼペット爺さん。妖精はピノキオを自由に動き回り話せるようにしまし
た。正直で勇気ある優しい心を持てば人間になれると教えられたピノキ
オは・・・。

D-060 ピーターパン 幼児 童話・昔話 75分 ○
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、彼らを子供たちの夢
の国、ネバーランドへと連れて行く。

D-061 ふしぎの国のアリス 幼児 童話・昔話 73分 ○
好奇心旺盛なアリス。森の中で奇妙なウサギを追いかけているうちに、
深い穴に落ちてしまいます。そこはまさに不思議な世界。
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D-062 ガリバー旅行記 幼児 童話・昔話 74分 ○
ガリバーの乗った船が難破し、奇跡的に小人の島、リリパットに辿り着
く。ふたつの王国が対立する島でガリバーはさまざまな障害を乗越え、
両国の架け橋となっていく。

D-063 山下清物語　裸の大将放浪記 一般 劇 117分
放浪の天才画家、山下清の生涯を限りない感動と溢れるユーモアで描
く。

D-064 森に生きる　～森の名手・名人～ 一般 職業 32分
日本人と森の歴史の中で培われた独自の林業技術を見つめ、現代に受
け継ぐ森の名手・名人の姿を紹介します。

D-065 食と農の未来を拓く研究開発 一般 環境 68分
・新しい性質を持つ品種の育成　・生産性の向上とコスト削減　・安全、
安心を確保する　・環境問題への取り組み　・未来を切り拓く先端研究

D-066 裁判員　～選ばれ、そして見えてきたもの～ 一般 社会連帯意識 69分

ある夜、建設会社の宿舎放火事件が起きた。この裁判の裁判員として６
名が選任された。裁判が開始され被告人が有罪であることは裁判員と
裁判官の意見が一致しているが、実刑か執行猶予かで意見が分かれ
る。評議の場面を中心に、その行方をドラマで描く。

D-067 ぼくらの裁判員物語 中学生 社会連帯意識 23分
高校生の恋愛を軸にした親しみやすいストーリーをベースに、刑事裁判
及び裁判員制度のポイントを分かりやすく説明したアニメーション。

D-068
世界豪華鉄道の旅　①ﾍﾞﾆｽ･ｼﾝﾌﾟﾛﾝ･ｵﾘｴﾝﾄ急
行

一般 紀行 65分
ロンドンを起点にドーバー海峡をこえ、パリ、チューリッヒ、インスブルック
を経由しベニスへと至る豪華寝台列車「ベニス・シンプロン・オリエントエ
クスプレス」の魅力に迫る。

D-069 世界豪華鉄道の旅　②ザ・ブルートレイン 一般 紀行 64分
南アフリカが誇る世界一の豪華列車「ザ・ブルートレイン」の魅力を追っ
たDVD。プレトリアからケープタウンまで、１６００キロに及ぶ１泊２日の贅
沢な旅を徹底紹介。

D-070 世界豪華鉄道の旅　③ｲｰｽﾀﾝ＆ｵﾘｴﾝﾀﾙ急行 一般 紀行 65分
バンコクからマレーシアを経由してシンガポールへと至る「マレー半島縦
断鉄道」を紹介するDVD.気候も文化も違う３つの国を走り抜ける、世界
でも人気の鉄道旅。

D-071 世界豪華鉄道の旅　④ザ・ガン 一般 紀行 63分
シドニーからアデレードを経て、アリススプリングズに至る「ザ・ガン」の旅
を収録したDVD。オーストラリアの壮大な自然と優雅な鉄道の良さを満
喫できる。

D-072 世界豪華鉄道の旅　⑤ｱﾒﾘｶﾝ･ｵﾘｴﾝﾄ急行 一般 紀行 64分
広大なアメリカ大陸を走る、アメリカン・オリエント急行のロサンゼルスか
らシアトルの旅を紹介。

D-073 世界豪華鉄道の旅　⑥ロイヤル・スコッツマン 一般 紀行 66分
首都エディバラを起点に、スコットランド各地を最長７日間のペースで周
遊する寝台列車ロイヤル・スコッツマンを紹介。

D-074 世界豪華鉄道の旅　⑦ロボスレイル 一般 紀行 65分
世界有数の美しさを誇る街・ケープタウンから、風光明媚な海岸線を走
る１泊２日の旅を紹介。

D-075 世界豪華鉄道の旅　⑧ハイラムビンガム 一般 紀行 57分
南米ペルーを代表する世界遺産マチュピチュとクスコをおよそ３時間半
で結ぶ豪華列車「ハイラムビンガム」号の旅を紹介。

D-076 世界豪華鉄道の旅　⑨ノーザン・ベル 一般 紀行 63分 イングランド北部を中心に運行される「ノーザン・ベル」での旅を紹介。

D-077 世界豪華鉄道の旅　⑩ロッキー・マウンテニア 一般 紀行 66分
北アメリカ大陸西海岸のバンクーバーとカナディアンロッキーのリゾー
ト、バンフとの間を結ぶ列車「ロッキー・マウンテニア」での旅を紹介。

D-078 イタリア農園民宿の旅　Ｖｏｌ．１ 一般 紀行 56分

イタリア北部の湖水地方はアルプスの豊かな水に恵まれた風光明媚な
地。貴族の別荘もある高級リゾート地として有名なコモ湖、パダナ平原
から大学都市パヴィアへ、湖水地方を中心にロンバルディアの田園をめ
ぐる。

D-079 イタリア農園民宿の旅　Ｖｏｌ．2 一般 紀行 56分
世界遺産に登録された古都モデナ、生ハムで世界に知られるパルマ、
芸術を庇護した貴族ゴンザーガ家ゆかりのマントヴァ。中世以来、味わ
い深い芸術文化を育ててきた北イタリアの街々をめぐる。

D-080 イタリア農園民宿の旅　Ｖｏｌ．3 一般 紀行 56分
ルネッサンスの都、イタリア中部に広がるトスカーナ地方。緩やかな丘陵
が広がるこの地は肥沃な大地の恵みを受けた食の宝庫。フィレンツェ、
キャンティ、シエナ、ピエンツア等晩秋のトスカーナをめぐる。

D-081 イタリア農園民宿の旅　Ｖｏｌ．4 一般 紀行 58分
スペインはじめ異民族との交わりから独特の文化を築き上げてきた南イ
タリアとシチリア島。ナポリから出発しサンマルツアーノ、サレルノ海岸を
経てカルタジローネをめぐる。

D-082 未来に残したい日本の自然１００選　① 一般 環境 113分
知床半島、釧路湿原、富良野、函館山、屏風山湿原、蔦温泉、櫃取湿
原、五葉山、白神山地、能代海岸、今神山、寒河江川、伊豆沼・内沼、
広瀬川、信夫山、新舞子浜

D-083 未来に残したい日本の自然１００選　② 一般 環境 112分
奥久慈渓谷、涸沼、丸沼・菅沼、赤城山・荒山高原、鷲子山、西ノ湖、小
櫃川、清澄山、平林寺、狭山丘陵、名栗川渓谷、多摩川、高尾山、秋川
渓谷、高麗山、箱根旧街道
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D-084 未来に残したい日本の自然１００選　③ 一般 環境 112分
福島潟、天水越、呉羽丘陵、縄ヶ池、鉢伏山、内灘砂丘、冠山、気比の
松原、柿田川、寸又峡、西沢渓谷、青木ヶ原樹海、奥据花渓谷、木曽・
赤沢、葦毛湿原、汐川干潟

D-085 未来に残したい日本の自然１００選　④ 一般 環境 111分
宇津江四十八滝、金華山、御在所岳・江野高原、七里御浜、余呉湖、御
池岳、芦生、京都・北山杉、串本・大島、天神崎、大和三山、玉置山、千
里丘陵、淀川、再度山、氷ノ山

D-086 未来に残したい日本の自然１００選　⑤ 一般 環境 113分
臥牛山、百閒川、帝釈峡、八幡湿原、十種ヶ峰、長門峡、宍道湖、日御
碕、久松山、諸鹿川渓谷、四万十川、魚梁瀬千本山、岩屋寺、面河渓、
津田の松原、寒霞渓、眉山、吉野川

D-087 未来に残したい日本の自然１００選　⑥ 一般 環境 119分
宝満山、英彦山、豊前海岸、虹の松原、黒髪山、多良岳、千々石海岸、
市房山、江津湖、文殊仙寺、黒岳、綾渓谷、祝子川渓谷、高隈山、屋久
島、八重岳、石垣島・川平湾、西表島

D-088 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀①ﾘｿﾞｰﾄ再生請負人 一般 職業 90分

不況が続くリゾート業界で次々と破綻リゾートの再建に乗り出し注目を集
める経営者、星野リゾート社長星野佳路。リストラせず、残った社員を財
産と考えやる気を出させるためにあらゆる手を尽くす。破綻した旅館の
再生現場に密着。

D-089 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀②小児心臓外科医 一般 職業 81分
手術は難しいといわれた子供を助けてきた小児心臓外科医の佐野俊二
に迫る。「１％の可能性があればそれに賭ける」という彼の仕事に密着。

D-090 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀③パティシエ 一般 職業 81分
人気パティシエ（菓子職人）杉野英実の感動と喜びを与える仕事ぶりに
密着。彼の人気の裏側には日々の地道な作業と努力を惜しまない姿が
垣間見える。

D-091 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀④ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 一般 職業 81分
ヒットデザインを次々に生み出すアートディレクター佐藤可士和に迫る。
広告デザインの世界でトップランナーである彼の仕事の流儀を紹介。

D-092 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑤弁護士 一般 職業 81分
多重債務問題のパイオニア、弁護士・宇都宮健児に密着。年間１００件
以上の多重債務者の相談を受け、悪徳業者に立ち向かう彼の姿を収
録。

D-093 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑥量子物理学者 一般 職業 81分
「科学は最高のスポーツだ」といい、最も大切なものは「根性」という量子
物理学者・古澤明。失敗を楽しみ、振り出しに戻る勇気を説く彼の仕事
に迫る。

D-094 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑦ＷＨＯ医師 一般 職業 77分
WHOの感染症の専門家・進藤奈那子に密着。全世界を不安に陥れる鳥
インフルエンザの感染拡大を食い止めるために奔走する彼女の姿を収
録。

D-095 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑧左官 一般 職業 77分
左官・挟土秀平に密着。「職人は臆病であれ」「納得いかないものは引き
渡さない」という、１００％の仕事を最後までやる彼の仕事ぶりを収録。

D-096 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑨英語講師 一般 職業 83分
受験生を中心に人気を博したマンガ「ドラゴン桜」のモデルとなった英語
講師・竹岡広信に密着。生徒ひとりひとりと真剣に向き合う熱血英語講
師の仕事を追う。

D-097 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑩スタジオジブリ 一般 職業 82分
盟友・宮崎駿とともにヒット作を次々と生み出してきたスタジオジブリプロ
デューサー鈴木敏夫に密着。仕事をみんなで楽しむ「祭り」に変えるとい
う彼の仕事の流儀を追求する。

D-098 あした元気になーれ！ 小学生 平和 90分 ○

空襲で家族を失ったかよ子は世話になっている伯母の手伝いをしながら
残された兄の行方を探し続けていました。ついに浅草で兄との再会を果
たしますが・・・。命の尊さを伝え、強く生きる子供達を描く長編アニメー
ション映画。

D-099 二つの崩れた家族 一般 教育 30分
飲酒運転に対する甘い意識が引き金となって死亡事故を起こし、幸せ
だった加害者・被害者の家族が崩れていく姿を描いたもの。

D-100 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ①商品企画部長 一般 職業 95分

キリンビバレッジのヒットメーカー・佐藤章の商品開発のポイントは「チー
ム」。会社の枠を超えてメンバーを集め商品のコンセプトからパッケー
ジ、広告まで手掛ける彼の情熱と揺るぎない姿勢が現場の人間を奮い
立たせる。

D-101 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ②樹木医 一般 職業 84分
物言わぬ樹木の病気の予兆を見つけ迅速に治療を行う樹木医・塚本こ
なみ。自然を相手にさまざまな問題を解決していく彼女の技術に迫る。

D-102 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ③高校教師 一般 職業 90分

清水商業高校サッカー部監督・大瀧雅良はサッカーの技術だけでなく、
服装や挨拶など人として当たり前のことを大切にする。ルール違反で
勝っても意味はない、勝つことより大事なことがたくさんあるという彼の
流儀に迫る。

D-103 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ④ｹﾞｰﾑ開発部長 一般 職業 94分
大ヒットゲーム「甲虫王者ムシキング」をプロデュースしたセガの植村比
呂志。現場で発想することが成功の秘訣と語る彼の仕事ぶりや、人材育
成の為部下に成功体験を積ませたいという彼の思いを収録。

D-104 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑤棋士 一般 職業 90分
常に将棋界のトップを走り続ける棋士・羽生善治。２５歳の若さにして７
冠達成という偉業をなしとげた彼の足跡、成功の秘訣を追う。

D-105
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑥ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業経営
者

一般 職業 80分
１日で２億のページビューがある携帯サイトを仕掛けたのは、２００人の
社員を率いるベンチャー企業経営者・南場智子。キャリアウーマンから
転身し、一躍業界のトップに躍り出た彼女の仕事ぶりに迫る。
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D-106 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑦中学英語教師 一般 職業 95分
中学生を相手に英語を教える田尻悟郎。生徒たちに英語を「楽しませ
る」ことが大切だという田尻の授業や、授業に対する姿勢を紹介。

D-107 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑧編集者 一般 職業 80分

作家にとって作品は子供であり命。その作品を世に出す助産師の役目
をするのが編集者であるという幻冬舎の石原正康。原稿を読み言葉を
尽くしてほめるという独自の編集術を持つ彼がヒット作を生み出す上で
のポイントを語る。

D-108
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑨ｺﾝﾋﾞﾆ･ﾁｪｰﾝ経営
者

一般 職業 82分

大手コンビニエンスチェーン・ローソンを率いる経営者・新浪剛史。長らく
トップダウンでやってきた社員の意識を変え一人一人が納得した上で行
動するプロセスが大切だと新浪は考える。「社員を鼓舞するのが自分の
仕事」という彼が社員に求めるものとは。

D-109 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑩玩具企画開発者 一般 職業 90分
「トゲ」とは普通とは違うぞという「違和感」。無数のモノがあふれる現代
では「トゲ」こそ商品の生命線だと、玩具企画開発者・横井昭裕は考え
る。そんな彼が仕事に懸ける思いを語る。

D-110 死者の書 一般 劇 84分

８世紀の奈良を舞台に、己の運命に向き合いひたむきに生きる藤原南
家の姫・郎女と歴史のうねりの中で翻弄され非業の死を遂げた大津皇
子の彷徨う霊が時空を超えて出会い二人の数奇な運命の糸が紡がれ
てゆく。人形アニメーション。

D-111 昭和３０年代の日本・家族の幸福　夫婦編 一般 家庭 146分 「今どきの嫁」「妻と夫がけんかした話」「愛情屋台」の３作品収録。

D-112 昭和３０年代の日本・家族の幸福　親子編 一般 家庭 154分 「小さな町の小さな物語」「風光る日に」「現代家族」の３作品収録。

D-113 昭和３０年代の日本・家族の幸福　家族編 一般 家庭 144分 「お母さんの幸福」「おじいさんはがんこ者」「長男」の３作品収録。

D-114 スーパーマン 小学生 劇 42分 ○
「謎の現金強奪ロボット」「偽スーパーマン現る」「金塊輸送車を守れ」
「火山島危機一髪」「テロリストは誰だ」の５話収録。

D-115 ポパイ 小学生 劇 43分 ○
「ポパイがシンデレラ」「どっちのお客？」「ポパイは乱暴者」「ポパイの畑
に手を出すな」「ポパイは大統領」「「ポパイのオバケ退治」「気まぐれオ
リーブ」の７話収録。

D-116 船橋だより　平成１６年度４・６・８月 一般 民俗 45分
「ふなばしのアサリ」「守り育む　地域の伝統」「味が自慢！ふなばしのな
し」

D-117 船橋だより　平成１６年度１０・１・２月 一般 民俗 45分
「みんなで作る！安全安心なまち」「次世代に残そう美しい街並み」「春
はすぐそこに　ふなばしであそぼ！」

D-118 船橋だより　平成１７年度４・６・８月 一般 民俗 45分
「わがまち散策　船橋の自然を訪ねて」「おとぎの国のお姫さま　アンデ
ルセンスタジオ」「子ども記者探訪記　船橋の畜産農家を訪ねて」

D-119 船橋だより　平成１７年度１０・１・２月 一般 民俗 45分
「シルバーパワーを発揮　能力と経験を生かした健康な人生」「冬を彩る
シクラメン　船橋の花竎栽培」「巨木・名木を訪ねて　船橋を見守る木々」

D-120 築こう！安全・安心なまちを 一般 防犯 34分
身近な場所で子供が犯罪に巻き込まれる事件があとを絶ちません。子
供達を守り、安心して生活できる環境を築くにはどうすればよいのでしょ
うか。

D-121 もうひとつのウサギとカメ 一般 教育 73分
放送される映像は作られたものであり、さまざまなメッセージが含まれて
いることを理解するとともに、具体的な映像の表現技法に触れることを
目指しています。総務省メディア・リテラシー教材

D-122 海神小学校　えいごあそび 一般 教育 6分

D-123 ホームタウン　朴英美（パクヨンミ）のまち 一般 人権 54分

在日外国人が学校や社会で経験するさまざまな葛藤を描きながら、本
名を名乗り看護師として生きようとする在日韓国人３世の姿を通してそ
れぞれの生き方・考え方を大切にして相互に理解しあうことの必要性を
学び、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現について考え
るドラマ。

D-124 ケータイ・パソコン　その使い方で大丈夫？ 中学生 防犯 22分

・掲示板を利用する際のルールとマナー　・メールでやりとりする際の注
意事項　・個人情報の取扱いについて　・携帯やパソコンを通して知り
合った相手と会うことについて　・有害サイトについて　・架空請求につい
て　・ネットに流出した写真、メールアドレス等個人情報について　・困っ
たときの連絡先は

D-125 アニメ古典文学館①　竹取物語 小学生 文学 20分 ○
「竹取物語」をアニメーションで映像化。「冒頭」「五人の貴公子の求婚」
「帝の執心」「かぐや姫の昇天」を中心に物語の劇的な展開を興味深く描
きます。

D-126 　アニメ古典文学館②　枕草子 小学生 文学 17分 ○
「枕草子」をアニメーションで映像化。清少納言の見た宮中の出来事や
自然への想いをわかりやすく紹介し、作者の生涯や性格、その時代など
についても触れます。

D-127 アニメ古典文学館③　平家物語 小学生 文学 17分 ○
「平家物語」をアニメーションで映像化。数々ある名場面のうち、「敦盛の
最期」「扇の的」を中心に主人公の心情を劇的に哀れ深く描写します。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-128 アニメ古典文学館④　徒然草 小学生 文学 20分 ○
「徒然草」をアニメーションで映像化。様々な話の中から「つれづれなる
ままに」「神無月の心」「丹波に出雲といふ所あり」などをわかりやすく描
きます。

D-129 アニメ古典文学館⑤　おくのほそ道 小学生 文学 20分 ○
「おくのほそ道」をアニメーションで映像化。芭蕉が出会った各地の人々
と風景、中世の歴史と人物への想いなどを味わい深い朗読と美しいアニ
メーションで興味深く描きます。

D-130 アニメ古典文学館⑥　万葉集 小学生 文学 20分 ○
「万葉集」の世界をアニメーションで映像化。柿本人麻呂、山上憶良、大
伴旅人、大伴家持、額田王など広く知られた親しみやすい作品を取り上
げ、詠まれた背景や作者の心情を詩情豊かに描きます。

D-131 道徳ドキュメント①　キミならどうする？ 小学生 教育 45分
選択や判断の難しい事態に直面したら・・・　①「サルも人も愛した写真
家」②「みんなの本をどう守る？」③「ポイ捨てをどうなくす？」

D-132 道徳ドキュメント②　人生はチャレンジだ 小学生 教育 45分
挑戦を続ける人の生き方を描く・・・①「巨樹にもらった希望」②「思い出
修復します」③「使いやすさを広めたい」

D-133 道徳ドキュメント③　人とつながる 小学生 教育 45分
コミュニケーションの大切さ・・・①「おばあちゃんの小さな秘密」②「あい
さつの力」③「命の大切さを伝えて」

D-134 日本の食文化①　日本料理ともてなしの心 一般 民俗 35分
日本の粋といわれる茶の湯の料理の魅力を生涯をかけて探究しもてな
し料理の極意を創造した吉兆主人・湯木貞一の生涯を振り返りながら、
彼が考案した「世界の名物・日本料理」の神髄とは何かを検証する。

D-135 日本の食文化②　懐石、しつらう 一般 民俗 25分
わが国では昔から「料理とはしつらうこと」と言われてきた。日本人にとっ
て食卓とは季節を呼びよせる舞台である。季節感を料理に託し、自然と
人間生活の調和を一つの境地に推し進めた日本人の知恵といえる。

D-136 日本の食文化③　おばんざい歳時記 一般 民俗 27分

京都では古くから一般家庭の日常のお惣菜を「おばんざい」と呼んでき
た。息災を念じながらの食文化「おばんざい」の時代と健康をめざしてい
る現代の食生活に変わるところはない。おばんざいの中に息づいている
庶民の深い知恵を探る。

D-137 日本の食文化④　食は江戸 一般 民俗 29分

徳川家康が居を構え幕府の所在地となった江戸は長い平和が続き食文
化を成熟させた。そば、蒲焼、寿司などは江戸後期に誕生したものであ
る。江戸をひもとくと今日の食文化のルーツが江戸の街角で花開いたも
のであることがわかる。

D-138 日本の食文化⑤　舶来の日本料理 一般 民俗 29分
日本の食文化はそのルーツを探ると海外にいきつくものが多い。輸入さ
れた食文化は日本の風土や文化に対応できるように知恵を働かせてき
た。それは見事な食文化の翻訳術である。

D-139 中国の食文化①　北京～庶民の味・宮廷の味～ 一般 民俗 31分

中国料理の代表といわれる北京料理。それは中国各地の料理の集大
成であり又庶民の味から宮廷料理まで伝統を継承し改良を重ねて質の
高い食文化を形成してきた結果ともいえる。本編では北京料理の日常
食から北京の著名な料理店の厨房まで徹底取材し魅力を探る。

D-140 中国の食文化②　広東～食は広州にあり～ 一般 民俗 30分

自由市場の多彩な食品の紹介に始まり、広州最大の料理店・渓酒家で
は飲茶の風景に子豚の丸焼きの全プロセスを撮影。南国酒家ではとう
がんの蒸し物に代表される「蒸す」という東アジア独特の調理文化にス
ポットをあてる。

D-141 中国の食文化③　江南～魚米之里の名菜譜～ 一般 民俗 30分

とれたての魚と豊富な穀類の並ぶ鎮江の自由市場、楼外楼の伝統的な
魚料理、上海の小龍包やカニにカメラを向ける一方、紹興酒、鎮江香
醋、金華ハムなど中国随一と称されるものも取材し江南全体の豊かな
食文化の世界を紹介する。

D-142
中国の食文化④　四川～天府之国の百菜百味
～

一般 民俗 30分
冬は温暖、夏は酷暑という四川は香辛料や大豆食品をうまく複合させた
充実した食文化を形成した。これら独特の四川料理の魅力を取材する
ほか、四川の生活、風土を詳しく紹介する。

D-143 中国の食文化⑤　調理と医食同源 一般 民俗 33分

中国の料理界を代表する北京飯店の厨房に入り込み調理を様々なアン
グルから活写。刀工、乾物類の調理法、スープの取り方の秘訣、芸術的
とも思える火工の紹介と続き漢方薬を取り入れた滋養料理や精進料理
に至るまで、いずれも臨場感あふれるドラマとなっている。

D-144
ヨーロッパの食文化①　黄金時代のフランス料
理

一般 民俗 41分
天才シェフ・エスコフィエによって進められた料理の近代化。食文化史上
華麗さでは空前絶後といえるベルエポックのフランス料理を再現しなが
ら、その美食神話が世界を駆け巡った背景を検証する。

D-145
ヨーロッパの食文化②　クリストフ・マルガンの伝
統料理

一般 民俗 31分

1968年の通称「パリの5月」事件は食の分野にも新たな潮流を引き起こ
す。世界的な健康志向の中で大食や美食が避けられフランスの食文化
の後退を嘆く声が聞かれた。しかしリヨンの若いシェフ、クリストフ・マル
ガンは伝統と創造性に満ちた料理で評判をとっていく。

D-146
ヨーロッパの食文化③　ペルゴールの秋のはな
むけ

一般 民俗 31分

世界三大珍味のうちの２つ、フォアグラとトリュフを算出して有名なフラン
ス南西部ぺルゴール地方。収穫の季節にはドルドーニュ河に沿って「か
ぐわしい魂たち」といわれる農作物が勢ぞろい。しかし今日の美し国の
食材生産には様々な問題がつきまとっている。これを解決する生産者の
想像力とは・・・

D-147
ヨーロッパの食文化④　主役はいつも大きな
テーブル

一般 民俗 32分

西洋では家族団欒は昔からあったのではなく宗教改革以後のこととされ
ている。このことを如実に語っているのが食卓画である。食卓画はその
時代の世界像だとも言われている。ポンペイのフレスコ画から１８世紀イ
ギリスの家族の肖像画まで食卓の図像を読む。

D-148
ヨーロッパの食文化⑤　木村尚三郎のシチリア
食紀行

一般 民俗 32分

1950年代、欧米で動物性脂肪の過度の摂取が原因の疾病が問題と
なった。そこで注目されはじめたのが地中海沿岸諸国の食事である。木
村氏は地中海式食事法の本家本元であるシチリアを訪れヨーロッパの
料理の流れが千年昔の地中海に回帰している姿を検証。

D-149
狙われる子どもたち　子どもの危機回避マニュア
ル

小学生 防犯 46分

このＤＶＤでは、「自分の子供は狙われやすいのか？」「狙われやすい時
間・場所は？」「見知らぬ大人への接し方は？」「家庭でできる防犯
は？」など、子どもを守るための具体策を全１３章をとおして学ぶことが
できます。
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D-150 中学・高校生のための中国ガイド 中学生 紀行 30分
北京・西安・上海それぞれの有名な歴史遺産等について映像でつづりま
した。

D-151 ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ社会の落とし穴①ﾈｯﾄ社会の道しるべ 中学生 防犯 25分
小中学生がはまりやすい罠とその対処法を映像でわかりやすく紹介。
・架空請求と個人情報　・メール交換と友人関係　・掲示板となりすまし

D-152
ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ社会の落とし穴②ｹｰﾀｲ社会の落とし
穴

中学生 防犯 25分
小中学生がはまりやすい罠とその対処法を映像でわかりやすく紹介。
・メールと依存症　・ケータイサイトと不正請求

D-153
ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ社会の落とし穴③ﾌﾞﾛｸﾞ社会の落とし
穴

中学生 防犯 30分
小中学生がはまりやすい罠とその対処法を映像でわかりやすく紹介。
・ブログと個人情報　・ブログと権利侵害

D-154 なかよしおばけ①　おばけパーティ 小学生 劇 42分 ○
「おばけパーティ」「おばけとカミナリの夜」「いたずらっこスタンリー」「お
ばけ砂漠へ行く」「アンリとお風呂のアワ」「おばけの時間旅行」の６話収
録。

D-155 なかよしおばけ②　おばけの地下室たんけん 小学生 劇 42分 ○
「おばけの地下室たんけん」「いなくなったワンちゃん」「おばけのミステ
リー」「おばけのハロウィン」「おばけと雪の日の朝」「おばけの子ガモ騒
動」の６話収録。

D-156 なかよしおばけ③　おばけネス湖に行く 小学生 劇 42分 ○
「おばけネス湖へ行く」「おばけとあたらしい友達」「エドワールの腹話術」
「おばけと落っこちたお星さま」「おばけといやな天気」「おばけの洗濯」の
６話収録。

D-157 なかよしおばけ④　おばけ遊園地に行く 小学生 劇 49分 ○
「おばけ遊園地に行く」「おばけとけがをしたこうもり」「おばけの水中たん
けん」「おばけの山登り」「おばけの宝さがし」「おばけのコンサート」「スタ
ンリーのペット」の７話収録。

D-158 なかよしおばけ⑤　おばけ空を飛ぶ 小学生 劇 49分 ○
「おばけ空をとぶ」「ジョルジュ　ヒーローになる」「雲につかまったアンリ」
「リュシーの温室」「グリグリおばちゃんのバイク戦争」「おばけとおおきな
虹」「おばけ島へ行く」の７話収録。

D-159 なかよしおばけ⑥　おばけのキャンプ旅行 小学生 劇 49分 ○
「おばけのキャンプ旅行」「リュシー　星に願いを」「おばけ氷の国へ行く」
「おばけと大きなあしあと」「おばけの大捜査」「おばけと不思議な穴」
「ジョルジュ　宇宙へ行く」の７話収録。

D-160 アニメ落語館⑤　たらちね・つる 小学生 民俗 18分 ○

たらちね：大家さんが八っつあんにお嫁さんを世話してくれました。ところ
がこのお嫁さん、ちょっと変わった癖が・・・　　　つる：「鶴はどうして「つ
る」っていうのか？」ご隠居から聞いて、たつ公に受け売りしようとするが
うまくいなかい・・・

D-161 アニメ落語館⑥　一目上がり・替り目 小学生 民俗 18分 ○
一目上がり：絵なんてさっぱりの八っつあんは「ちゃんと絵をほめればお
株があがる」というご隠居の話に関心して・・・　　　替り目：酒飲みには、
酒飲みの理屈ってものがあるようです。

D-162 火遊びは火事のもと 幼児 防災 13分 ○
火の扱い方・恐ろしさを知ってもらうため、ケンタとニャンタの主人公にワ
ンコ消防隊が活躍するアニメーション「子供の留守番で危ない火遊び」と
「楽しい花火遊びも危険がいっぱい」などの内容となっている。

D-163 アイムヒア　僕はここにいる 中学生 人権 54分
発達がアンバランスなために生きにくさを感じ、苦しんでいる発達障害の
人たちのことを理解し、すべての人権が尊重される社会の実現について
考えるドラマ。

D-164 日本昔ばなし　三ねん寝太郎 小学生 童話・昔話 40分 ○

三年と三月も寝てばかりいた若者が、水の乏しい村に幾山も越えた湖か
ら水を引く決意をします。はじめは誰もが眺めるばかりでしたが、やがて
一人二人が手伝い、ついには村中の人々が総出で水路をきり開きま
す。

D-165 イルカと少年 小学生 劇 45分
美しく青い海を背景に一人の少年と迷い子のイルカとの愛情を描いた珠
玉の児童劇。

D-166 かあちゃんの海 小学生 劇 51分
失われつつある親と子のふれあいをテーマに、家族の絆等を描いた教
育劇映画。

D-167 ふるさと－ＪＡＰＡＮ 一般 劇 98分 ○
昭和３０年代前半、経済成長前夜の東京下町、深川の木場の小学校を
舞台に、童謡に強い情熱をもつ新任女性教師と子供達の魂の絆を描く。

D-168 名探偵コナン　防犯ガイド 小学生 防犯 26分 ○
子供たちを犯罪から守るために、コナンと仲間たちがクイズ形式で身近
に潜む７項目の危険をわかりやすく解説します。

D-169 銀河鉄道の夜 一般 劇 48分
宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」　そこに描かれた風景を、世界で初めてデ
ジタル映像化しました。

D-170 若草物語 一般 劇 122分
１９世紀のアメリカを舞台に、マーチ家の４人姉妹の日常を描く。ルイザ・
メイ・オルコットの小説を映画化

D-171 三十四丁目の奇跡 一般 劇 96分

ニューヨークのメイシー百貨店は毎年感謝祭の日にクリスマスパレード
を催している。酔っぱらってしまったサンタクロース役の男の代役として
雇われたクリングル老人のサンタは評判となるが、彼は自分が本物の
サンタだと言い張り・・・。
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D-172 ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽを知っていますか？ 一般 職業 27分

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っていますか？それは「仕事」と
「生活」を調和させるライフスタイルのこと。このDVDではワーク・ライフ・
バランス社会の実現を目指す企業や仕事と家庭の理想的なバランスを
実践する人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介します。

D-173 世界遺産シリーズ　知床 一般 環境 31分
世界遺産に登録された知床を科学的に見つめ、具体的な特徴を解説し
ながら大自然の不思議と魅力に迫ります。

D-174 みんなでおどろう！ﾚｯﾂ ﾋｯﾌﾟ ﾎｯﾌﾟ 小学生 教育 55分
子どもたちに人気のあるヒップポップダンスの踊り方をわかりやすく紹介
しています。

D-175 審理 一般 教育 60分
一般の市民が裁判員候補者名簿に掲載され通知を受け取ってから、殺
人事件の裁判員裁判で判決を評議し、裁判が終了するまでの過程を描
いたもので、裁判員制度の理解を深めてもらうための内容となっている。

D-176 ちょっと待って、　ｹｰﾀｲ 中学生 防犯 60分

子供向け　①メールの落とし穴②ケータイに忍び寄る罠③プロフの危険
な誘惑④学校裏サイトの闇　保護者向け　①ケータイに振り回される子
供達②個人情報を狙う悪質サイト③巧みに忍び寄る犯罪者たち④加害
者になる子供達

D-177 幸せ運ぼう～阪神・淡路大地震から学ぶ～ 一般 防災 130分

阪神・淡路大震災の記憶と記録、中越沖地震や能登半島地震などの災
害のほか東南海・南海地震など将来への備えに役立つ内容。ＤＶＤには
読売新聞などが取材した震災関連映像、ＣＤ－ＲＯＭには震災関連記
事・写真など。

D-178 障害のある人とのふれあいと人権 一般 人権 23分

安心して暮らせる社会を築いていくためには、健常者と障がい者が助け
合うことが重要です。街で障害者に出会った時、どのように行動したらよ
いのか、関わり方・サポートの仕方を障がい者自身の言葉で伝える作
品。

D-179 親愛なる、あなたへ 一般 人権 37分
一人一人の「気づき」が、互いに支えあう力が低下した地域の再生につ
ながる。無関心・無理解という冷たい壁を破って温かい見守りと相互支
援を進めることの大切さを語りかけます。

D-180 ストップ！　自転車の危険運転 中学生 交通安全 20分
交通違反しない、事故に遭わないために、自転車の交通ルールとマ
ナー、正しい乗り方や安全な運転の方法を身近な交通シーンの中で解
説し、安全で安心できる交通社会をつくることを中学生たちに訴えます。

D-181 万引きは、ぜったい悪い！ 小学生 防犯 14分

小学生の万引きは、まだ幼いからということで見過ごされることがありま
すが、繰り返し万引きをすることで罪悪感がなくなり心のブレーキが効か
なくなります。早い時期に万引きは犯罪であるということを自覚させなけ
ればなりません。

D-182 素敵で小さなお話　１ 幼児 童話・昔話 35分 ○
「赤い鼻をなくしたピエロ」「利口なジャッカルにだまされたトラ」「暖かい
手袋はだれのもの？」「海がにが手な海賊の子ども」「お花やさんになり
たい狼のマキシム」

D-183 素敵で小さなお話　２ 幼児 童話・昔話 35分 ○
「ボクの味方は強いワニ」「夢の中のあなたとわたし」「本に棲むこわい魔
物たち」「お花畑が、どうして？」「ほんとうにオバケはいるの？」

D-184 素敵で小さなお話　３ 幼児 童話・昔話 35分 ○
「キズついたオオカミと少女」「フランスのモグラとイギリスのモグラ」「素
敵な贈り物の輪」「見つかった！大好きなクマのぬいぐるみ」「気球に
乗った腹ぺこワニとカエル」

D-185 わらびのこう　蕨野行 一般 劇 124分
江戸中期のある村では、６０歳を迎えた者は村を出て人里離れた蕨野
の丘に移り住まなければならないという風習があった。数年に一度の凶
作に備えるための知恵だったが・・・。

D-186 いわたくんのおばあちゃん 一般 平和 20分 ○
広島の原爆にまつわる実話をもとにした絵本が原作のアニメーション作
品。

D-187 危険な場所から逃げろ！ 一般 防災 19分
山では地形的に危険な場所・はぐれたら、川では河口・中流・上流での
危険、海では岸辺など危険がどのような所に潜んでいるのか、どんな時
にどこに逃げればよいのかを考える内容となっています。

D-188 セロひきのゴーシュ 一般 童話・昔話 40分 ○
ゴーシュは町の活動写真館でセロを弾く係でした。けれども仲間の楽手
の中では一番下手だという評判でいつも楽長からおこられていまし
た・・・。

D-189 どんぐりと山猫 一般 童話・昔話 40分 ○
ある晩、一郎の家に山猫から「面倒な裁判があるので来てほしい」という
ハガキが届いた。面倒な裁判とは、どんぐりの中で誰が一番偉いか決め
ることだった・・・。宮沢賢治原作

D-190 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　１ 一般 劇 77分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「姿なき殺人」「黄金の鍵」「事件は飛ぶ」の３話収録。

D-191 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　２ 一般 劇 76分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「女神と魔女」「正義の逆襲」「花と拳銃」の３話収録。

D-192 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　３ 一般 劇 75分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「二つの顔」「黄金の鬼」「悪魔の正体」の３話収録。

D-193 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　４ 一般 劇 74分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「舞台は廻る」「地獄の奇跡」「決戦近し」の３話収録。
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D-194 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　５ 一般 劇 81分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「アジトは何処だ」「罪の償い」「正義は死なず」の３話収録。

D-195 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　６ 一般 劇 79分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「情報来る」「金は魔物」「嵐は近い」の３話収録。

D-196 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　７ 一般 劇 77分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「尊き犠牲者」「バラダイの月」「悪魔の敗北」の３話収録。

D-197 司馬遼太郎と城を歩く　１ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　大阪城、小田原城、備中松山城、熊本城

D-198 司馬遼太郎と城を歩く　２ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　弘前城、名古屋城、高知城、彦根城

D-199 司馬遼太郎と城を歩く　３ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　松山城、宇和島城、首里城、姫路城

D-200 司馬遼太郎と城を歩く　４ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　上田城、高取城、洲本城、丸亀城

D-201 司馬遼太郎と城を歩く　５ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　岡崎城、岐阜城、島原城、松前城

D-202 司馬遼太郎と城を歩く　６ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　　仙台城、長浜城、郡山城、中津城

D-203 司馬遼太郎と城を歩く　７ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　清州城、浜松城、丸岡城、佐賀城

D-204 司馬遼太郎と城を歩く　８ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　五稜郭、平戸城、会津若松城、江戸城

D-205 新型インフルエンザの予防と対策 一般 保健・健康 25分
発生する可能性があるといわれる新型インフルエンザのパンデミック。し
かしその正確な実態は誰にも予測ができません。個人が知っておきたい
新型インフルエンザの知識と予防策を解説します。

D-206 おくりびと 一般 劇 131分
遺体を棺に納める「納棺師」という職業を通して、様々な死と向き合い、
人生を見つめていくヒューマンドラマ。

D-207 青葉学園物語 一般 劇 100分
太平洋戦争後の戦災孤児収容施設・青葉学園を舞台に、身寄りを亡くし
た子供達が異なる年齢の集団環境の中で人間としてたくましく成長して
いく姿を描いたもの。

D-208 蟹工船 一般 劇 109分
戦前のプロレタリア作家、小林多喜二の代表作を映画化。蟹漁や缶詰
加工を行う蟹工船内で、過酷な環境で酷使される労働者と資本家との
間で対立が・・・。

D-209 おむすびころりん 幼児 童話・昔話 15分 ○
昔々、おじいさんが山へ出かけました。お昼になったのでおむすびを食
べようとしたら、ポトンと穴に落としてしまいました。するとどうしたことで
しょう。穴の中から美しい音楽が聞こえてきました。

D-210 ありったけの勇気 小学生 人権 27分
友達との関わりや相手の気持ちを考えることの大切さ。いじめをなくすた
めにお互いに認め合い、本音で話せる関係づくりなど、いじめに立ち向
かう勇気の大切さを訴えかける作品。

D-211 できたかな？あんぜんかくにん 幼児 交通安全 13分 ○
ケンタと愛猫ニャンタや猫の仲間達の一挙一動にハラハラしながら、自
然と交通ルールを学べる工夫がされた内容。

D-212 マザー・テレサ 中学生 人権 15分
人間にとって最も悲しむべきことは、病気でも貧乏でもない、自分はこの
世に不要な人間なのだと思い込むことだ。現世の最大の敵はそういう人
に対する愛が足りないことだ。マザーテレサはそう確信している。

D-213 最後のひと葉 中学生 教育 16分

病気のため、生きようとする力を失いかけている貧しい画家のジョン
シー。病床の彼女は窓から見える向かいの家の蔦の葉の最後の一葉
が落ちるとき、自分の命も尽きると思い込む。老画家ベアマンは彼女の
ために命をかけて、壁に蔦の葉の絵を書いた。

D-214 青の洞門 中学生 教育 29分

原作は菊池寛「恩讐の彼方に」　大絶壁に道を通すため、独り黙々とつ
ちをふるう僧、了海。親の仇として彼を狙う実之助はその姿をみて仇討
ちをためらい、共に働くようになる。洞門が完成した朝、了海は両手を合
わせて実之助の前に座った・・・。

D-215 日本の青空 一般 平和 123分 日本国憲法誕生の真相。６０年の時を経ていま明らかに。
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D-216 ヘルメットはかぶってね 幼児 交通安全 15分 ○
自転車をプレゼントされたサル太郎と姫子が、ヘルメットをきちんとか
ぶって街へ出て、色々な子供達と出会い、様々な場所で自転車走行の
交通ルールを学んでいく。

D-217 クルマ大好き！ 幼児 交通安全 15分 ○

ケンタと愛猫ニャンタを主人公に、チャイルドシートを着用しない恐ろしさ
や車のそばで遊んだり車の陰から飛び出したりすると交通事故に遭う危
険があることを描き、正しい交通ルールを学んでいくことの大切さを子供
たちに訴えていきます。

D-218 火災！逃げ遅れを防げ！ 一般 防災 21分

最近火災が発生した６５歳以上の高齢者宅の事例を取り上げ、何故高
齢者は逃げ遅れるのか？天ぷら油発火、着衣着火、一酸化炭素中毒な
ど様々な火災実験を通して検証し、住宅用火災警報器の普及と火災を
未然に防ぐ方法を考える内容となっています。

D-219 今すぐ防げ！大麻汚染 一般 防犯 25分
若者たちが興味本位で大麻に手を出し、人生を棒に振らないように、大
麻にはどんな害があるのか、その危険性と違法性を強く訴えていく。

D-220 毎日がつらい気持ちわかりますか 小学生 人権 18分 ○

最近インターネットや携帯電話を使った「ネットいじめ」が問題になってい
ます。本作品は「ネットいじめは絶対にしてはいけない」ということを描
き、いじめの対策、「心が通じるコミュニケーション」はどうすれば身につく
のかを考えさせる内容となっています。

D-221 おじいさんと不思議なおくりもの 幼児 童話・昔話 16分
昔々、小さな村でやさしいおじいさんが親切にしてあげた三人の旅人か
ら風と雪と春の精の不思議なおくりものをもらいました・・・美しい色彩と
音楽で綴られた人形劇の最高傑作です。

D-222 勇気あるホタルととべないホタル 小学生 人権 17分 ○
ぼくどうしてとべないんだろう？勇気あるホタルとやさしい子供たちの物
語。ホタルと子供たちとのふれあいを通して、やさしさと思いやりの大切
さを描きました。

D-223 小学生のための人権　１　思いこみに気づく 小学生 人権 14分 テーマ１：思い込みってなんだろう？　　　テーマ２：ちがいを受け入れる

D-224
小学生のための人権　２　大切なわたし・大切な
あなた

小学生 人権 15分
テーマ１：きずつくこと　きずつけること　　テーマ２：大切な自分　大切な
みんな

D-225 わが谷は緑なりき 一般 劇 118分
１９世紀末のイギリスのある炭坑町を舞台に、ある少年の目を通して時
の流れと家族の絆を描いた作品。

D-226 ジェーン・エア 一般 劇 96分
孤児という逆境に負けずに成長したジェーンは、家庭教師先のロチェス
ター家で運命の出会いを果たす。

D-227 カサブランカ 一般 劇 102分
第二次世界大戦時、親ドイツのヴィシー政権の支配下にあったフランス
領モロッコのカサブランカを舞台にしたラブロマンス。

D-228 アラバマ物語 一般 劇 129分
１９３０年代のアラバマ州を舞台に、人種差別と闘いながら正義を貫こう
とする白人弁護士の姿を描く。

D-229 山河遙かなり 一般 劇 105分
ナチスによって母と生き別れになった少年が、人々との出会いによって
少しずつ笑顔を取り戻してゆく。

D-230 わが家の楽園 一般 劇 127分
工業用地買収に奔走する大富豪とそれに反対する一家が繰り広げる騒
動を通して人生に大切なものとは何かを訴える作品。

D-231 風と共に去りぬ 一般 劇 231分
富豪の令嬢が愛や戦争に翻弄されながらも力強く生き抜く姿を描く不朽
の名作。

D-232 我等の生涯の最良の年 一般 劇 170分
第二次世界大戦から同じ故郷に帰還した３人の復員兵たちの人生を描
いたドラマ。

D-233 サハラ戦車隊 一般 劇 97分
灼熱のサハラ砂漠を舞台に男たちの激闘と友情を描いた戦争アクショ
ン。

D-234 緑園の天使 一般 劇 128分
馬を愛する少女とその愛馬を通して友情、家族、動物との交流が描かれ
た作品。

D-235 ローマの休日 一般 劇 118分 オードリー・ヘップバーン主演の珠玉のラブストーリー。

D-236 真昼の決闘 一般 劇 84分
教会で結婚式を挙げ町を去ろうとしていた元保安官ケインと新妻エミー。
そのときケインに恨みを抱く４人のならず者達が彼を殺しにやってくると
いう知らせが届く・・・。西部劇の名作。

D-237 仔鹿物語 一般 劇 128分
フロリダ北部の森林地帯で暮らす一家を主人公に、ひとり息子の少年と
子鹿の触れ合いを描く。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-238 バルカン特急 一般 劇 98分
列車内で貴婦人が消えた。富豪の令嬢アイリスは貴婦人を探そうとする
が・・・。アルフレッド・ヒッチコック監督作品。

D-239 駅馬車 一般 劇 99分
1880年代のアメリカ西部。９人の男女を乗せアリゾナからニューメキシコ
へ向かう１台の駅馬車。長旅が続く中、駅馬車はインディアンの襲撃を
受け・・・。

D-240
素晴らしいサイエンスの世界　６　エンジンと逆エ
ンジン

中学生 理科 31分

人間は熱エネルギーの利用すなわち熱機関の開発により現代文明を築
いてきました。しかし熱エネルギーを100%動力に交換することは不可能
で、もし可能なら一度動かしたら永久に動き続ける「永久機関」になりま
す。熱から動力を取り出す仕組みを「水飲み鳥」等を実際に使って研究
します。

D-241
素晴らしいサイエンスの世界　８　静電気の不思
議

中学生 理科 30分
すべての物質は電気をもっています。静電気は異なった物質同士を擦り
合わせることで起こります。摩擦によって飛び出した電子が静電気の正
体です。様々な「静電気マジック」を通して静電気の正体に迫ります。

D-242 素晴らしいサイエンスの世界　９　磁気の世界 中学生 理科 30分
ミクロの世界で起こる磁気の世界からリニアモーターカーまで色々な例
を通して磁気の謎を探ります。手軽に磁石を作ってみたり、スピーカー、
マイク、リニアモーターの手作りに挑戦します。

D-243
素晴らしいサイエンスの世界　10　生活の中の
電磁波

中学生 理科 30分

電磁波は、電界と磁界が作る、空間に押し出された電磁界エネルギー
の波のことで、紫外線や赤外線、可視光線をはじめX線や電波なども周
波数の違いで呼び方が変わるだけですべて電磁波の仲間です。身の回
りにあふれている電磁波をヘルツの実験などを通して探究します。

D-244 素晴らしいサイエンスの世界　11　身近な半導体 中学生 理科 29分

半導体は２０世紀科学文明のチャンピオンであり半導体なくして先端技
術は存在しません。半導体の優れた能力（整流作用、発光作用、発電
作用など）を身のまわりの素材を利用した実験を通して実体験できるよ
うに構成しました。

D-245 素晴らしいサイエンスの世界　14　原子に触る 中学生 理科 27分

現代の科学技術をもってすれば原子を見ることも触ることもできます。そ
れを実現したのが走査型トンネル顕微鏡（STM)や原子間顕微鏡で、原
子の微小なトンネル電流を利用し表面形状を観察するものです。STMを
徹底的に取材し、原子・電子の世界に迫ります。

D-246 ジャングル大帝　４　友達 小学生 劇 24分 ○
アフリカの大地をひた走るレオに大自然は容赦なく牙をむく。襲撃してき
た黒ヒョウのトットから逃れたレオは罠にかかったガゼルのトニーとオウ
ムのココを救う。アフリカへ来て初めて得た友人たちであった。

D-247 ジャングル大帝　４　友達（バリアフリー） 小学生 劇 24分 ○
アフリカの大地をひた走るレオに大自然は容赦なく牙をむく。襲撃してき
た黒ヒョウのトットから逃れたレオは罠にかかったガゼルのトニーとオウ
ムのココを救う。アフリカへ来て初めて得た友人たちであった。

D-248 ジャングル大帝　５　故郷 小学生 劇 24分 ○
トニーとココの案内でパンジャの森に入ったレオ。その平和な森に突如
ジェット機が墜落、あたりは火の海になる。火災の中でレオは薬草を探し
に来ていた若い娘ライオンのライヤと出会う。

D-249 ジャングル大帝　５　故郷（バリアフリー） 小学生 劇 24分 ○
トニーとココの案内でパンジャの森に入ったレオ。その平和な森に突如
ジェット機が墜落、あたりは火の海になる。火災の中でレオは薬草を探し
に来ていた若い娘ライオンのライヤと出会う。

D-250 黄色いリボン 一般 劇 103分
ジョン・フォード監督とジョン・ウェインが組む「騎兵隊西部劇」３部作の第
２作。

D-251 アパッチ砦 一般 劇 127分
ジョン・フォード監督とジョン・ウェインが組む「騎兵隊西部劇」３部作の第
1作。

D-252 バグダッドの盗賊 一般 劇 106分
陰謀により捕われの身となったバグダッド王と、それを助ける盗賊の少
年の数奇な運命を描いたスペクタクル。

D-253 ショウ・ボート 一般 劇 108分
ミシシッピ沿岸を巡業する劇場船を舞台に、座長の娘と賭博師との恋、
南部で労働に精を出す黒人の姿などが描かれた作品。

D-254 リオ・グランデの砦 一般 劇 105分
「アパッチ砦」「黄色いリボン」に続く、ジョン・フォード監督の騎兵隊西部
劇三部作の最終作。ジョン・ウェイン主演。

D-255 みんなでおどろう！　よさポップ 小学生 保健・健康 53分
「よさこい」をモチーフに楽しい振付と音楽で、幅広い年代の子供達が楽
しめるように構成されている。心地よい動きとリズムを共有し、踊りを通し
て表現力と創造性を身に着ける。

D-256 暖温帯の森　生命をつなぐ知恵 中学生 環境 34分
暖温帯を代表する森、照葉樹林を中心に解説します。多種多様な生物
が生きる厳しい環境の中、どのように世代交代が行われ、どのように生
命をつないでいくのか、そのしくみを探ります。

D-257 にんじゃになってホップ！ステップ！ジャンプ！ 小学生 保健・健康 37分
子供たちの運動能力を高めるために人気のある「忍者」に着目し、「忍者
の動き」を参考にして楽しみながら体力づくりができる教材となっている。

D-258 はだしのゲン（1部） 小学生 平和 107分
わんぱく少年ゲンの姿を生き生きと描きながら、戦争のむごさと原爆の
恐ろしさをまざまざと刻み付けて大きな反響を呼び起こした、中沢啓治
原作の「はだしのゲン」の映画化。

D-259 ねずみくんのチョッキ（１） 幼児 童話・昔話 38分 ○
お母さんが編んでくれた赤いチョッキが自慢のねずみくん。ところがお友
達の動物たちが次々と試着したため、小さいチョッキはぐんぐん伸びて
いき・・・。全６話を収録。
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D-260 アニメ　ハチ公物語 小学生 劇 18分 ○
心と心のふれあい、それは人間だけではありません。渋谷のハチ公は、
話すことが出来なくても人間との心と心は、しっかりと通いあっていたの
です。

D-261 鬼の子とゆきうさぎ 小学生 童話・昔話 22分 ○
鬼の子と人間の女の子ユキとの不思議な友情の中から、私たちが忘れ
ている、やさしさや思いやりの心、家族のぬくもりが、あたたかい感動と
して伝わってくる物語です。

D-262 りゅうの目のなみだ 小学生 童話・昔話 25分 ○
みなみのほうに、ひとつの国がありました。その国のやまのどこかに、お
おきなりゅうがかくれていると、ひとたちはむかしからはなしてきました。

D-263 アニメでわかる！インフルエンザ 小学生 保健・健康 15分 ○

同じ場所に長い時間、集団で生活する学校は感染症の集団発生の起
点になります。どうすればインフルエンザから自分を守ることができるの
か、その仕組みをわかりやすく楽しいアニメーションで理解し、簡単に実
践できる予防法を伝えます。

D-264 いのち耕す人々 一般 民俗 100分
３０年以上にわたって有機農業に取り組んできた山形県高畠町の人た
ちの軌跡を描きながら、「お金でははかれない豊かさ」を伝える長編ド
キュメンタリー。

D-265-01 ジャングル大帝　１　誕生 小学生 劇 24分 ○

ところはアフリカ奥地の秘境。ここではパンジャという名の白いライオン
が出没し魔神として人間たちに恐れられていた。古代エジプト王朝で神
と崇められていた白いライオンの子が盗まれてから4000年後の出来事
である。

D-265-02 ジャングル大帝　１　誕生（バリアフリー） 小学生 劇 24分 ○

ところはアフリカ奥地の秘境。ここではパンジャという名の白いライオン
が出没し魔神として人間たちに恐れられていた。古代エジプト王朝で神
と崇められていた白いライオンの子が盗まれてから4000年後の出来事
である。

D-266-01 ジャングル大帝　２　約束 小学生 劇 24分 ○
エライザを残して船を脱出したレオは海上を漂流していた。そのレオを
発見したのは、エライザを捕えた張本人の密漁業者クッター。彼もまた
船の遭難により漂流者となっていた。

D-266-02 ジャングル大帝　２　約束（バリアフリー） 小学生 劇 24分 ○
エライザを残して船を脱出したレオは海上を漂流していた。そのレオを
発見したのは、エライザを捕えた張本人の密漁業者クッター。彼もまた
船の遭難により漂流者となっていた。

D-267-01 ジャングル大帝　３　旅立ち 小学生 劇 24分 ○

レオとケン一が出会ってから１年。レオはアフリカに送還されることに
なった。レオはついにたどり着いたアフリカの暑さや広さに目を見張る。
しかしレオが送り込まれた場所は、人の管理下に置かれたサファリパー
クだった。

D-267-02 ジャングル大帝　３　旅立ち（バリアフリー） 小学生 劇 24分 ○

レオとケン一が出会ってから１年。レオはアフリカに送還されることに
なった。レオはついにたどり着いたアフリカの暑さや広さに目を見張る。
しかしレオが送り込まれた場所は、人の管理下に置かれたサファリパー
クだった。

D-268 地震に備えて今、やるべきこと 一般 防災 23分

中越沖地震、岩手・宮城内陸地震や中国四川大地震の被害の様子など
から直下型地震の恐ろしさを伝え、そのメカニズムを分かり易く説明しま
す。そして安全に避難する方法、情報収集・安否確認の手段を分かり易
く解説します。

D-269 地震への備えが命を守る 一般 防災 21分

近年起きた中越沖地震、岩手・宮城内陸地震や中国四川大地震の被害
の様子を検証し、崖崩れ・津波・火災など二次災害の恐ろしさを捉えて
いきます。地震が起こるメカニズムをＣＧで再現しアニメキャラクターの
「ナマズ君」によるクイズ形式での地震発生時の対応を学んでいきます。

D-270 ヘレンと共に～アニー・サリバン～ 小学生 伝記 25分 ○
ヘレンケラーを支えたアニー・サリバンの生涯を、サリバンがヘレンに光
明をもたらそうと言葉を教えるために悪戦苦闘を続けた生涯を描いた。

D-271 年間の保育記録　３歳児前半・後半①② 一般 教育 73分
入園から卒園まで、一人のこどもを通して幼児の発達と保育の実際を描
きます。　①よりどころを求めて②やりたい、でもできない

D-272 年間の保育記録　４・５歳児編③④ 一般 教育 103分
入園から卒園まで、一人のこどもを通して幼児の発達と保育の実際を描
きます。③先生とともに④育ちあい学びあう生活の中で

D-273 ヒヤリ・ハットに学ぶ高齢者の交通安全 高齢者 交通安全 19分

加齢からの判断能力の減退、若い時分と同じ感覚で無理をするせっか
ちな行動、考え事など注意散漫な時にヒヤリハットした経験。それらを振
り返り、歩行・自転車・ドライバーそれぞれの立場での交通事故予防を
心がけます。

D-274-01 カワウソ親子の冒険 小学生 劇 19分 ○
大自然を背景に、襲いかかる大フクロウ、狩人と猟犬、罠から必死に子
供を守る母カワウソの愛と知恵、命の尊さを描いた心温まる感動と冒険
の物語。

D-274-02 カワウソ親子の冒険（バリアフリー） 小学生 劇 19分 ○
大自然を背景に、襲いかかる大フクロウ、狩人と猟犬、罠から必死に子
供を守る母カワウソの愛と知恵、命の尊さを描いた心温まる感動と冒険
の物語。

D-275-01 すてきなコンサート 小学生 劇 23分 ○

人気歌手のエリザベッツさんが幼い頃、川に落ちて溺れそうになった
時、激流に飛び込んで助けてくれたくまのお医者さんをクリスマスコン
サートに招待しました。ところが赤ちゃんがタバコを口に入れて苦しんで
いるという知らせが入り、くまのお医者さんは急いで診療に向かいます。

D-275-02 すてきなコンサート（バリアフリー） 小学生 劇 23分 ○

人気歌手のエリザベッツさんが幼い頃、川に落ちて溺れそうになった
時、激流に飛び込んで助けてくれたくまのお医者さんをクリスマスコン
サートに招待しました。ところが赤ちゃんがタバコを口に入れて苦しんで
いるという知らせが入り、くまのお医者さんは急いで診療に向かいます。

D-276 リトルモンスター１ 幼児 劇 33分 ○
「ゴリラのペルミット」「ナンシーと恐竜」「くすぐったがりなティミー」「聞か
ない、出来ない、やる気ない」「食べ物大好き」「不満がいっぱい」「またま
た」
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D-277 リトルモンスター２ 幼児 劇 30分 ○
「一体誰の誕生日」「クリスマスは中止」「告げ口や、タルーラ」「ほじくり
魔」「困り果てたよ」「お邪魔もの」

D-278 リトルモンスター３ 幼児 劇 33分 ○
「ふざけないでよ」「月曜病」「おませな悩み」「どうにも止まらない」「おっ
とっと」「いつ？なに？どこ？」「なんでもかんでもパーフェクト」

D-279 リトルモンスター４ 幼児 劇 30分 ○
「デイブの冒険」「人前はイヤ」「ゴミと罰」「みんな、さあ行くぜ」「わるふざ
け大好き」「どうしよう？どうしよう？」

D-280 リトルモンスター２　１ 幼児 劇 33分 ○
「アミーゴ・アミーゴ」「生兵法はけがのもと」「ナメクジやカタツムリでみん
なにいたずら」「しかめっ面も役に立つ」「助けて」「いろんな思い出」「変
身」

D-281 リトルモンスター２　２ 幼児 劇 30分 ○
「伝言ゲーム」「墓穴を掘った先生」「サッカーを観に行こう」「笑いが止ま
らない」「大事な宿題」「お腹いっぱい食べさせて」

D-282 リトルモンスター２　３ 幼児 劇 33分 ○
「大人になっても同じこと」「早すぎたんだよ」「ガッシャーン、ドターン、グ
シャーン」「ＺＺＺ（クークークー）」「パーフェクトワールド」「病気の気配」
「隠れるところは」

D-283 リトルモンスター２　４ 幼児 劇 30分 ○
「鼻とんがっちゃうよ」「私がボスよ」「どんだどばっちり」「何でも気にしす
ぎ」「吐き気がする」「プライムタイム」

D-284 ムーミン谷の彗星 小学生 劇 62分 ○
怖い星の噂を聞いたムーミンたちは、おさびし山の天文台へ向かうこと
に。冒険の途中に出会ったスナフキンに励まされながら、ようやく天文台
に辿り着くのだが・・・。

D-285 ヘレンケラーをしってますか 一般 人権 105分
盲聾の老女と生きる意味を見失った少年の偶然の出会いから始まる、
感動の物語。金子みすヾの詩「私と小鳥と鈴と」の一節、「みんなちがっ
て、みんないい」をテーマに、生命の根源である「愛」を問う作品。

D-286 アニメ落語館　馬の田楽・お血脈 小学生 民俗 32分 ○
劇場での生の落語の様子と後半はその落語にアニメをかぶせて、子供
から大人まで楽しめる作品。　「馬の田楽」落語：桂文生　「お血脈」落
語：古今亭志ん輔

D-287 アニメ落語館　かぼちゃ屋・転失気 小学生 民俗 42分 ○
劇場での生の落語の様子と後半はその落語にアニメをかぶせて、子供
から大人まで楽しめる作品。　「かぼちゃ屋」落語：古今亭志ん五　「転失
気」落語：昔々亭桃太郎

D-288 もったいない 幼児 環境 22分 ○
一人一人の「もったいない」の心が世界中に大きな輪を広げます。不思
議な生き物と動物達との物語。

D-289 みんな友だち 幼児 人権 15分 ○
悩み疲れたペンギンが気付いた自分の可能性。いじけ、いじめ、そして
友情。ペンギン、カモメ、カラス、海亀＆神様がおりなす生きるチカラの
物語。

D-290 障害者と補助犬の生活から学ぶ　盲導犬編
小学生
中学生

人権 20分
目に障害のある人の盲導犬との生活や盲導犬訓練の様子を紹介。盲
導犬の必要性、健常者ができる手助けなど、盲導犬を使っている人の
言葉を交えて訴える。

D-291 障害者と補助犬の生活から学ぶ　介助犬編
小学生
中学生

人権 20分
手や足に障害のある人を助ける介助犬。共に暮らす様子や、より自立で
きるようになったという声を紹介。障害のある人にどのように接したらよ
いか、考えるヒントを与えてくれる。

D-292 障害者と補助犬の生活から学ぶ　聴導犬編
小学生
中学生

人権 20分
耳に障害のある人の生活を助ける聴導犬の役割を紹介。聴導犬と暮ら
す人が生活の変化について語る。「補助犬同伴可ステッカー」など社会
全体での取り組みの必要性も指摘している。

D-293 障害者と補助犬の生活から学ぶ　総合編
小学生
中学生

人権 20分
目や手足、耳に障害のある人たちの補助犬との生活の様子を紹介。補
助犬の必要性や見かけた時の接し方など、知ってほしいことを挙げてい
る。

D-294
地球温暖化と異常気象　エネルギーに活用を考
える

一般 環境 20分
地球温暖化がどうして起こるのか、そのメカニズムをわかりやすく解説し
た上で温暖化防止と効果的なエネルギー獲得のための様々な方法を紹
介します。

D-295 子ども動物劇場１　フクロウ・カエル 幼児 理科 30分
「夜の狩人フクロウ～マイホームは大木の洞」「あつまれ！カエル唄合
戦～モリアオガエル　白い泡がゆりかご」の２話。ナレーションを大人と
子供の対話形式にしている。

D-296 子ども動物劇場２　トンボ・チョウ・エゾシマリス 幼児 理科 30分
「トンボ・チョウ舞う里山探検～生きものたちを探そう」「大雪山エゾシマリ
スの短い夏～ほお袋いっぱい冬支度」の２話。ナレーションを大人と子
供の対話形式にしている。

D-297
子ども動物劇場３　ニホンサル・オカガニ・ウミガ
メ

幼児 理科 30分
「グルメなニホンザル！？イモ洗いから生魚まで」「オカガニ・ウミガメ赤
ちゃん誕生～生命はぐくむ海辺」の２話。ナレーションを大人と子供の対
話形式にしている。

D-298 子ども動物劇場４　キツネ・カッコウ 幼児 理科 28分
「カッコウの托卵～子育ては他人まかせ」「キツネ　親子は河原暮らし～
お宿はどこ？」の２話。ナレーションを大人と子供の対話形式にしてい
る。
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D-299 子ども動物劇場５　サンゴ礁・アオリイカ 幼児 理科 30分
「海の楽園　サンゴ礁～生きものたちの助け合い」「アオリイカ～がんば
れ赤ちゃん」の２話。ナレーションを大人と子供の対話形式にしている。

D-300 子ども動物劇場６　イノシシ・ニホンジカ 幼児 理科 28分
「イノシシ～遊びとケンカで育つウリ坊たち」「ニホンジカ～隠れろ！バン
ビ」の２話。ナレーションを大人と子供の対話形式にしている。

D-301 大地の母　きくゑ 一般 人権 32分

差別を乗越え、人々の温かい心に支えられながら生き抜いてきたきく
ゑ。生活苦から考え出されたうどん作りが思わぬところで地域社会に役
立つこととなる。80歳を過ぎた今でもきくゑの地域交流活動はとどまると
ころを知らない。

D-302 鉢かづき姫 小学生 童話・昔話 34分 ○
いじめと差別の中で、苦境にも負けず力強く生きた日本の民話「鉢かづ
き姫」の物語。

D-303 あの空の向こうに 一般 人権 38分
普段何気なく使っている携帯電話やインターネットによる人権侵害にス
ポットをあてた作品。誰もが被害者又は加害者になり得ることから、ここ
ろ豊かなコミュニケーション社会の在り方を考える。

D-304 新ちゃんがないた！ 小学生 人権 38分 ○

四肢性マヒという障害のため、病院の設備が整った浜なす学園に行って
いた新ちゃんが四年ぶりに家に帰ってきた。幼なじみのツヨシはこの日
を一日千秋の思いで待っていたのだ。田上小学校５年生になった新ちゃ
んは、ツヨシと同じ２組に編入されたが彼の行く手には様々な困難が待
ち受けていた・・

D-305 走れメロス 中学生 文学 20分 ○
牧人のメロスは、近く結婚する妹の花嫁衣裳を買うために町へ来た。買
い物が済んだら親友のセリヌンティウスに会うのを楽しみにしてい
た・・・。

D-306 杜子春 中学生 文学 20分 ○
贅沢と貧乏を繰り返し、人間不信になった杜子春は安易に仙人になろう
とするが、試練の末に人間らしさに目覚める。

D-307 こむぎいろの天使 小学生 劇 75分
ガキ大将のサブは病弱な健一と共に親をなくした五羽のスズメの雛を育
てることにしたがサブの与えるエサを食べようとしない。必死の努力にも
かかわらず、次々と死んでしまった・・・。

D-308 雨月物語 一般 劇 97分
戦国の世、貧しい陶工・源十郎は若狭姫という女性と知り合い、一緒に
生活するようになる。だが若狭姫の正体は死霊だった。それを知った源
十郎は若狭姫を捨て故郷に逃げるが・・・。

D-309 祇園囃子 一般 劇 85分
京都の花街・祇園を舞台に、芸妓とそれを取り巻く人々の生態を細部ま
で描き出した人間ドラマの傑作

D-310 東京物語 一般 劇 136分
尾道から２０年ぶりに上京した夫婦が子供たちの家を訪ねる。しかし彼
らはそれぞれの生活を守るのに精一杯だった。ただ戦死した次男の嫁
だけが義理の両親に優しさを示す・・・小津安二郎監督作品。

D-311 お茶漬の味 一般 劇 115分
良家出身の妻と田舎出身の夫との間には倦怠期が訪れていた。ある時
夫は出張が決まり、妻にそのことが告げられずに出発する・・・。小津安
二郎監督作品。

D-312 日本名作映画集２５　武蔵野婦人 一般 劇 88分
良家出身の妻に劣等感を持つ夫を軸に、妻の義理の弟、親戚の男とそ
の妻の人間模様が描かれた作品。

D-313 日本名作映画集２６　お遊さま 一般 劇 95分
見合いの席で男が一目ぼれしたのは、その相手ではなく、付添いの姉
だった・・・。

D-314 日本名作映画集１８　父ありき 一般 劇 94分
東京で教師をしながら一人息子を男手ひとつで育てた父親。教師を辞
め、故郷に戻った父親はやがて子供を残して上京する・・・小津安二郎
監督作品。

D-315 日本名作映画集１９　長屋紳士録 一般 劇 72分
戦後、焼け跡に家が建ち始めたころ、戦災孤児のうちの一人の少年を
育てることになった女は、次第にその少年にわが子の面影を重ねはじめ
るが・・・　　小津安二郎監督作品。

D-316 日本名作映画集２１　晩春 一般 劇 108分 結婚をめぐる父と娘を題材にした感動作。小津安二郎監督作品。

D-317 日本名作映画集２２　麦秋 一般 劇 124分
「晩春」に続き、父と娘の関係や、娘の結婚問題を主なテーマにしてい
る。小津安二郎監督作品。

D-318 日本名作映画集１３　青い山脈ー前後編ー 一般 劇 183分
東北地方の港町を舞台に若者の男女交際をめぐる騒動を描いた青春
物語。石坂洋二郎原作作品。

D-319 日本名作映画集１５　地獄門 一般 劇 89分
平清盛の留守を狙い都で反乱が起こる。平康忠は上皇とその妹を逃が
すため身代わりとなった袈裟を牛車に乗せ護衛を盛遠に任せる。盛遠
は任務を果たすが、袈裟に惚れ、彼女の夫との間に確執が・・・

D-320 野生の王国　富士山嶺野鳥たちの詩 小学生 環境 44分
富士山麓は多様な自然環境を持ち野鳥たちの宝庫となっている。ここで
見られるおよそ１５０種のうち約６０種を紹介、野鳥たちの生態を通し富
士山麓の生態系の特長と豊かさを克明に描く。
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D-321
野生の王国　オオタカ～那須野ヶ原からの旅立
ち～

小学生 環境 35分

オオタカは里山の豊かな自然の象徴であるが開発などによって生息環
境が失われやすいことから保護が必要な猛禽でもある。オオタカの生態
を克明に描くとともに里山に生きるその姿を通して人と自然の共存を考
える。

D-322 野生の王国　ニホンザルモズ　２６年の生涯 小学生 環境 52分
生まれながらに四肢に重度の障害を持ったニホンザル・モズが７歳では
じめて子供を産んでから２６歳で命を閉じるまでの生涯を追ったドキュメ
ンタリー。

D-323
野生の王国　クロウサギの島～奄美の希少動物
たち

小学生 環境 45分
奄美大島には国の特別天然記念物アマミノクロウサギをはじめ「種の保
存法」による国内希少種が生息している。そんな奄美大島の多種多様な
生物相を克明に描き出す。

D-324 野生の王国　平成熊あらし～異常出没を追う 小学生 環境 61分
日本列島各地で熊が出没しているが今なぜ人里に出没するようになっ
たのか。ツキノワグマの生態をはじめ狩猟文化、保護活動などを多面的
に描き「クマ問題」の解決の糸口を探る。

D-325 野生の王国　サシバ～海を渡るタカ 小学生 環境 35分
サシバは本州北部以南の各地の低山や丘陵地に夏鳥として渡来する。
サシバの渡りのコースはいくつかあるが最もポピュラーなコースである
伊良湖岬・紀伊半島などを紹介。

D-326 野生の王国　クマタカ～森の精 小学生 環境 40分
日本に生息する猛禽類の中でイヌワシと双璧をなす最強の猛禽類「クマ
タカ」。森で食し、子孫を繁殖させてきた日本最大の鷹がいかにして森の
生態系の中で生きてきたのか。

D-327
野生の王国　ニホンザル　母の愛～モズの子育
て日記

小学生 環境 30分
地獄谷野猿公苑で重度四肢障害のニホンザルが初めて赤ん坊を生ん
だ。そのサルは「モズ」といい、ハンディを負ったモズの子育ての逞しさを
四季を通じて追う。

D-328 野生の王国　街で子育て　小さな猛きんツミ 小学生 環境 40分
ハトより小さいタカで、日本の平地から低地の林で繁殖するが、近年は
都市近郊でも繁殖。

D-329 野生の王国　イヌワシ　風の砦 小学生 環境 70分
日本各地のイヌワシの生息地を７年間にわたり追い続け、ハンティング
や兄弟殺しなど、謎とされるイヌワシの生態を捉えた記録。

D-330 野生の王国　トキよ舞いあがれ～巣立ちの記録 小学生 環境 23分 地球上、その数４０羽となってしまった国際保護鳥トキの記録。

D-331 野生の王国　雪豹～Snow　Leopard 小学生 環境 80分
三度のヒマラヤ探索行の末、遂に幻のユキヒョウの姿をカメラが捉えた
貴重な記録。

D-332 盲目の名馬タカラコスモス 中学生 劇 47分 女子高生と盲目の馬との心の交流を描いた感動のドキュメンタリー。

D-333 私にできること 中学生 環境 19分 ○
地球温暖化という地球全体の大きな問題をひとりひとりの小さな私たち
が・・・。自分自身の心に、静かに問いかけたくなる物語。

D-334 祭囃子 一般 民俗 20分 千葉県の民俗芸能を紹介。

D-335 チアロビクス 小学生 保健・健康 58分
体力づくりに効果の高い有酸素運動「エアロビクス」とスポーツ大会やイ
ベントなどでなじみのある「チアリーディング」をミックスした新しいコミュ
ニケーションスポーツの紹介。

D-336
日本の森シリーズ　四季が育む
生命の山々　東北・冷温帯の山

一般 環境 31分
東北の山々を中心に、四季それぞれに豊かな表情を見せる冷温帯の森
の具体的な特徴を解説、またそこに生きる多様な動植物たちを紹介し、
自然の不思議とその魅力に迫ります。

D-337 大地震発生！ー大切な命を守るためー 一般 防災 22分

最新の研究データや能登半島地震、新潟中越地震の映像や体験談、
東海地震と東南海地震が同時に発生した場合のシミュレーション、在来
木造住宅振動台実験、転倒防止器具の注意点、情報収集、緊急地震速
報などを紹介し、迫りくる大地震に備える内容。

D-338 津波襲来　その一瞬が生死を分ける 一般 防災 22分
三陸大津波の体験者による案内、アニメーションや実験映像を交えた津
波にまつわる誤解の解説、実査に尾鷲市で行われている避難訓練の様
子などを紹介。

D-339 自転車も車両ですー交通安全への意識改革ー 小学生 交通安全 21分
自転車に乗る人・ドライバー・歩行者に「自転車も車両」という意識と責任
感を持たせ、自転車安全利用５則に加え、「かもしれない運転」「車の特
性の理解」「思いやり運転」を具体的に紹介して事故防止を目指します。

D-340
誰もがいずれは高齢者ー高齢者の交通事故を
なくすためにー

高齢者 交通安全 24分
高齢者になると運転にどんな変化が現れるのか？高齢者と非高齢者が
それぞれ注意することは？などを事故映像・CG・実験・専門家の説明・
インタビューを使い解説する。

D-341-01 Ｍａｙｕ　まゆ　ーココロの星ー 一般 人権 123分
２１歳のまゆが、ある日突然直面した現実。乳がんという病気を主軸にし
ながら、本作で描かれるのは「生きる」こと。まゆの凛とした生き方は観
る者すべてに勇気と希望と強さを与えるだろう。

D-341-02 Ｍａｙｕ　まゆ　ーココロの星ー（バリアフリー） 一般 人権 123分
２１歳のまゆが、ある日突然直面した現実。乳がんという病気を主軸にし
ながら、本作で描かれるのは「生きる」こと。まゆの凛とした生き方は観
る者すべてに勇気と希望と強さを与えるだろう。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-342-01 ゼロからの風 一般 人権 111分
飲酒運転事故で息子を亡くした女性が街頭に立ち署名を集め、やがて
危険運転致死傷罪の新設につながるまでを描いたもの。

D-342-02 ゼロからの風（バリアフリー） 一般 人権 111分
飲酒運転事故で息子を亡くした女性が街頭に立ち署名を集め、やがて
危険運転致死傷罪の新設につながるまでを描いたもの。

D-343 紙屋悦子の青春 一般 平和 111分
主人公悦子の縁談相手は、ひそかに想っていた明石の親友・永与だっ
た。明石を想う悦子、出撃を控え永与に悦子を託す明石、２人の想いを
受け止める永与、戦火に芽生えた恋物語。

D-344 ヒロシマ　ナガサキ 一般 平和 46分
科学者たちの報告を集大成した書物「広島・長崎の原爆災害」に基づ
き、科学的な視点から被爆者の証言を交え、被爆の総合像を描いた記
録映画。

D-345 ミッキーマウス　ミッキーの消防隊 幼児 劇 62分 ○
「ミッキーの消防隊」「ミッキーのダンスパーティー」「ミッキーのライバル
大騒動」「ミッキーとあざらし」「ミッキーの猟は楽し」「ミッキーの移動住
宅」「ミッキーのポロゲーム」「ミッキーのドキドキ汽車旅行」

D-346 ミッキーマウス　ミッキーのがんばれサーカス 幼児 劇 66分 ○
「ミッキーのアイス・スケート」「ミッキーの巨人退治」「いたずら子象」「ミッ
キーの魚つり」「ミッキーの害虫退治」「ミッキーの山登り」「ミッキーの船
長さん」「ミッキーのがんばれサーカス」

D-347 ミッキーマウス　ミッキーのお化け退治 幼児 劇 69分 ○
「ミッキーのお化け退治」「ミッキーの造船技師」「ミッキーの猛獣狩り」
「ミッキーとはらぺこオウム」「ミッキーの大演奏会」「ミッキーの引越し大
騒動」「ミッキーの夢物語」「ミッキーの芝居見物」

D-348 ミッキーマウス　ミッキーのハワイ旅行 幼児 劇 65分 ○
「ミッキーのハワイ旅行」「ミッキーの青春手帳」「ミッキーのつむじ風」
「ミッキーのグランドオペラ」「ミッキーの捕鯨船」「プルートの化け猫裁
判」「ミッキーのアマチュア合戦」「ミッキーの大時計」

D-349 ミッキーマウス　ミッキーの誕生日 幼児 劇 60分 ○
「ミッキーの誕生日」「ミッキーのオーケストラ」「ミッキーの魔術師」「ミッ
キーのあらいぐまをさがせ」「ドナルドダックの遠足騒動」「ミッキーの不
思議な薬」「ミッキーの愛犬」「ミッキーの大探検」

D-350 地球白書第１巻　巨大都市・未来への選択肢 中学生 環境 118分
「大量消費との決別」　消費・浪費型社会システムから循環型社会シス
テムへ　「巨大都市　未来への選択」　２１世紀の都市型生活とは

D-351 地球白書第２巻　大いなる自然の恵み等 中学生 環境 118分
「９０億人をどう養うか」　飽食が招いた地球の危機をどう乗り越えるか
「大いなる自然の恵み」　自然保護と経済を両立させるための政策転換

D-352 地球白書第３巻　私たちの惑星等 中学生 環境 118分
「新エネルギー革命」　石油から新しいクリーンエネルギーへ　　「私たち
の惑星　２１世紀市民の力」　環境を守るために個人が実践できることは

D-353 無事故の法則 一般 交通安全 22分
人が自ら招く危険をドラマと事故映像（ドライブレコーダー）で構成。そし
て交通事故を防ぐための安全運転の４つの法則「交通ルール・危険予
測・平常心・体調」をわかりやすく解説します。

D-354 やめて！ライターあそび 幼児 防災 14分 ○

どうぶつ村の火事は、街の子供達の火遊びで起こることが多い。サル太
郎の機転で消防隊が駆けつけ無事消火、火事の恐ろしさを教える。保
護者にも、子供にライターを触らせない、ライターで遊んでいたらすぐ止
めさせる等を訴えるアニメーション。

D-355 あっ危ない！必ずとまってみぎひだり 小学生 交通安全 16分

少年サッカークラブで活躍する小学生が見通しの悪い路地から飛び出し
車と接触、足を骨折する事故に遭う。今まであまりに無関心だった大人
達、サッカークラブの父兄達が中心となって地域の交通安全教育に取り
組み始める。

D-356 ひとみ輝くとき 小学生 人権 35分
子どもの世界で起こっているいじめや虐待の問題を大人が自分のことと
して考え、子供を家庭・学校・地域が協力しあって支えていく社会の形成
ができることを願い制作された作品。

D-357-01 昭和二十年　第一巻、第二巻 一般 歴史 115分
第一巻：敗残の兵　海外にいた邦人を本土に送還する帰国事業の様子
を収録　第二巻：焦土の国土　東京・大阪等の焼け跡と復興に向けて逞
しく生きる庶民の姿を収録。

D-357-02 昭和二十年　第三巻、第四巻 一般 歴史 136分
第三巻：焦土の町/戦禍の郷土　各都市の焼け跡と復興に向けて逞しく
生きる庶民の姿を収録。　第四巻：戦災を免れた京都　数々の名所・旧
跡を持つ古都「京都」は空襲を免れ街並みも人々の生活も残った。

D-357-03 昭和二十年　第五巻 一般 歴史 54分

第五巻：伝統とGHQ　1200年以上の歴史を誇る京都では戦禍を乗越え
連綿と続く伝統の技を後世に伝えていく。一方では人々が新しい社会を
建設するために動き出す。新たな戦後体制構築のため国政選挙が行わ
れ、拡大する闇経済を食い止めるため横流しは摘発された。

D-357-04 昭和二十年　第六巻 一般 歴史 59分

第六巻：復興への道　戦争のために動員されていた工業は一転して復
興のために向けられることとなった。戦車は鉄屑となり溶鉱炉へ送られ
大きなプレス機で鍬や皿を作り、余った石炭を練って練炭を作る人々が
映し出されている。

D-357-05 昭和二十年　第七巻 一般 歴史 57分

第七巻：民衆の鼓動　戦争により閉鎖されていた宝塚大劇場は進駐軍
の接収を経て返還され1946年に講演を再開し人々の心を癒した。また
GHQに許可を仰がなければならないなど様々な問題を抱えながらも大
相撲の復興が始まった。

D-358 もし今、地震が起きたら 一般 防災 19分
地震時の行動を起震装置の実験で検証する。地震時にいる場所の危
険、緊急地震速報時の行動、事前の備えなどを紹介する。
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D-359 津波・命を守る心構え 一般 防災 20分

２０１１年３月に発生した東日本大震災を取材し、津波から命を守るため
にはどのようんな意識を持ち、どのような行動を取るべきか考える。小中
学生６００人が津波から逃げ切った釜石町の防災教育、津波の基礎知
識などを紹介。

D-360 こころに咲く花 小学生 人権 35分

学校や地域でのいじめ、職場でのパワハラ、セクハラが人権侵害として
大きな社会問題になっています。いじめの構造の中で多数を占める傍
観者、観衆たちが一歩を踏み出して勇気をもって声を発すれば、必ずい
じめの解決につながることを訴える作品。

D-361 みんなで跳んだ 小学生 人権 28分 ○
城北中学校の運動会。クラス対抗の大縄跳びを練習する２年１組には
軽い障害をもつ矢部ちゃんがいた。矢部ちゃんを外して勝つことを選ぶ
か、それともクラスの和か。みんなの選択とは・・・

D-362-01 グスコーブドリの伝記 小学生 文学 85分 ○

きこりの子供グスコーブドリと妹ネリは森の中で幸せな生活を送っていま
す。しかしある年冷害が襲い飢饉にみまわれます。父と母は家を出て
行ってしまい、妹のネリも見知らぬ人につれさられていきます。ブドリは
一人で生きていかなければなりません・・・。

D-362-02 グスコーブドリの伝記（バリアフリー） 小学生 文学 85分 ○

きこりの子供グスコーブドリと妹ネリは森の中で幸せな生活を送っていま
す。しかしある年冷害が襲い飢饉にみまわれます。父と母は家を出て
行ってしまい、妹のネリも見知らぬ人につれさられていきます。ブドリは
一人で生きていかなければなりません・・・。

D-363 宮沢賢治の生涯 一般 伝記 60分
宮沢賢治の生涯を映像で綴りました。詩人、作家、教育者としての賢治
の全仕事を紹介するとともに賢治の生きた足跡、賢治の名作ゆかりの
地をたずねます。

D-364 ウッディ・ウッドペッカー　全８話 幼児 劇 53分 ○
「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」
「サーカスで大はしゃぎ」「誰が誰を料理するのか」「明日は明日の風が
吹く」「手品師ペッカー」

D-365 トゥイーティー　全８話 幼児 劇 53分 ○
「ネコたちの大作戦」「食うか食われるか」「公園は楽しいわが家」「子ネコ
とバトル」「悪知恵合戦」「雪の日の出来事」「迷惑なコンサート」「ネコとネ
ズミの赤ずきん」

D-366 バックス・バニー　全８話 幼児 劇 60分 ○
「イタズラなウサギ」「カメウサギに勝つ」「スーパーウサギ」「バニーは大
どろぼう」「バニーの宇宙旅行」「南極への旅」「赤頭巾ウサギに気をつけ
ろ」「夢は音楽隊」

D-367 ルーニー・テューンズ　全８話 幼児 劇 55分 ○
「猫は負け犬」「いとしのバニー」「バッグスの大脱走」「命がけのクイズ・
ショー」「オレがスターだ」「料理の達人」「恐怖のティータイム」「ゴー！
ゴー！ドカン！」

D-368 月の輪グマ 小学生 文学 22分 ○
椋鳩十の同名原作をアニメ化。子を思う親グマの愛情あふれる行動に、
強く心をゆさぶられた作者の心情をアニメーションでわかりやすく描く。

D-369 いたちのこもりうた 小学生 童話・昔話 19分 ○
いつも一人で遊んでいる女の子の歌う子守唄に聞き惚れたいたちは女
の子とすっかり仲良くなっていつも一緒に遊んでいた。ところがある日、
女の子は急な病にかかって・・・。

D-370 がんばれ五色桜 小学生 童話・昔話 20分 ○

樹齢500年の五色桜は村人達の自慢の種。体の弱い健吉（小学生）も強
くたくましい五色桜のようになりたいと毎日頑張っていた。しかし少しずつ
元気になっていく健吉に比べ五色桜はどんどん枯れていく。村人みんな
で五色桜の根継ぎをすることになった・・・。

D-371 湯の里ひじおりー学校のある最後の１年ー 中学生 紀行 76分
人と人のつながりが残る山形県の肘折温泉。真っ白い湯気に溶け込ん
で、故郷への想いと希望があふれる再生ものがたり。

D-372 トムとトーマス 一般 劇 110分
お互いを知らずに育った双子のトムとトーマスは、９歳の誕生日に遂に
出会い二度と離れないと誓うが・・・。クリスマスのロンドンを舞台に繰り
広げられる冒険ストーリー。

D-373 ゆかいなどうぶつたち　ライオン・トラ・チーター 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-374
ゆかいなどうぶつたち　ゴリラ・サル・チンパン
ジー

幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-375 ゆかいなどうぶつたち　パンダ・クマ・シロクマ 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-376 ゆかいなどうぶつたち　オオカミ・キツネ・タヌキ 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-377 ゆかいなどうぶつたち　モルモット・ウサギ・リス 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-378
ゆかいなどうぶつたち　コアラ・カンガルー・ワラ
ビ

幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-379 ゆかいなどうぶつたち　ゾウ・サイ・カバ 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。
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D-380 ゆかいなどうぶつたち　キリン・オカピ・ラクダ 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-381
ゆかいなどうぶつたち　アライグマ・ビーバー・
ラッコ

幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-382 ゆかいなどうぶつたち　ウマ・シマウマ・ポニー 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-383
ゆかいなどうぶつたち　アルマジロ・アリクイ・ナ
マケモノ

幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-384 ゆかいなどうぶつたち　ウシ・ヤギ・ヒツジ 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-385 ゆかいなどうぶつたち　ワニ・カメ・ヘビ 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-386
ゆかいなどうぶつたち　ツル・ハクチョウ・ペリカ
ン

幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-387
ゆかいなどうぶつたち　ダチョウ・フラミンゴ・イン
コ

幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-388 ゆかいなどうぶつたち　イルカ・シャチ・ペンギン 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-389
ゆかいなどうぶつたち　マグロ・マンボウ・ねった
いぎょ

幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-390 ゆかいなどうぶつたち　サメ・エイ・カニ 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-391 ゆかいなどうぶつたち　セイウチ・アシカ・トド 幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-392
ゆかいなどうぶつたち　エビ・クラゲ・イソギン
チャク

幼児 理科 28分
どうぶつたちの生態を（１）種類（２）住んでいるところ（３）体の大きさ（４）
好きな食べ物（５）クイズ形式による英語での呼び方等、ナレーターのや
さしい解説と実際の映像で紹介します。

D-393 ねぎぼうずのあさたろう　　巻之一 小学生 劇 51分 ○ 「旅立ちのとうげ」「出会いの宿場町」

D-394 ねぎぼうずのあさたろう　　巻之二 小学生 劇 102分 ○
「謎のゆうれい屋敷」「おまんじゅうは恋の味」「弁天様のくれた赤ん坊」
「きゅうべえと磯菊の花」

D-395 ねぎぼうずのあさたろう　　巻之三 小学生 劇 102分 ○
「嘘つき小僧すず吉」「村を守った秘密箱」「くノ一の隠れ里」「人情渡し
船」

D-396 ねぎぼうずのあさたろう　　巻之四 小学生 劇 102分 ○
「鉄火肌火の玉おてつ」「はらぺこ侍必殺剣」「大笑い一番勝負！」「もろ
こし天狗党あらわる」

D-397 化けくらべ 小学生 童話・昔話 21分 ○
松谷みよ子原作「化けくらべ」をアニメ化。　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・・・。

D-398 とうきちとむじな 小学生 童話・昔話 18分 ○
むじなを捕まえることに夢中な猟師のとうきちと鉄砲から逃れようと知恵
をはたらかす、むじなのお話です。

D-399 よっちゃんの不思議なクレヨン 小学生 教育 22分 ○

よっちゃんは、おばあちゃんから不思議なクレヨンをもらいました。そのク
レヨンで絵を書くと次々と描いたものが飛びだしてきます。心のやさしい
よっちゃんは絵に描いた果物を小鳥や動物達に与えます。自分のほし
い物を全部動物たちに取られ、悲しくなったよっちゃんは最後に残った黒
と白と茶色のクレヨンで描いたものは・・・

D-400 えっ！これも人権？４コマ劇場より 中学生 人権 30分
日常生活のふとした出来事などを例に挙げ、「なるほどこれも人権問題
なんだ」とその大切さに気付く４コママンガと実写でわかりやすく構成さ
れた作品。

D-401 １００ばんめのサル 幼児 平和 17分 ○
戦争は絶対にしてはいけない。私たちの小さな力でも地球を救うことが
できるという事を「１００ばんめのサル」が教えてくれます。
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D-402 折って・切って・広げてびっくり！切り紙遊び 小学生 芸術 40分
子どもたちと様々な世代の方たちが、一緒に切り紙の知識を教えあい、
楽しみながらお互いに刺激しあって交流を深めることを目的としていま
す。

D-403 みんなが主役！人形劇で遊んじゃおう 小学生 芸術 46分
子供達自身が人形劇を上演することにより、感情の表現力を養い、人と
のコミュニケーションが円滑にできるようになることを目的として制作され
ました。

D-404
防災の備えと意識１０カ条　東日本大震災が残
した教訓

一般 防災 22分

地震対策や津波対策でまず大切なことは自分の命は自分で守る「自
助」について１０項目にまとめて紹介。建物や塀の耐震補強、家電・家具
の固定、初期消火、怪我の防止、非常持ち出し等の具体的な方法を説
明する。

D-405
放射性物質の光と影　人体の影響は？生活の
影響は？

一般 理科 26分

放射性物質、放射能、放射線などの意味の違い、放射線の種類やその
性質についてさらに生活の身の回りで役に立っている放射線、自然放射
線など広く紹介、解説している。正しい知識を身につけることにより風評
に流されない的確な判断力を養う一助を目指す。

D-406 もったいないばあさんと考えよう世界のこと 小学生 環境 71分
地球の問題と厳しい環境で暮らす世界の子供たちの現状、そしてそれら
の問題が私たちの暮らしとどのようにつながっているのかをわかりやすく
伝えます。

D-407 星の王子さま 小学生 文学 30分

6年前のこと、パイロットの乗った飛行機のエンジンが故障してサハラ砂
漠に不時着しました。最初の晩パイロットが誰もいない砂漠で寝ていると
小さな男の子の声が聞こえてきました。その男の子は、よその星から
やってきた「星の王子さま」だったのです・・・。

D-408 ボクとガク 小学生 平和 42分 ○

小学5年生の希望(のぞみ)と岳(がく)は近所の美代おばあさんと親しくな
り、かつての友達や地域、八幡大空襲のことを教わります。2人の子供と
おばあさんの交流を描きながら、子供の人権や地域で育む人権文化に
目を向け、次代に語り継ぐものとして「戦争と平和」についても描いてい
ます。

D-409 消えさらぬ傷あと　火の海・大阪 小学生 平和 20分 ○
昭和２０年、大阪に住んでいた人々も無差別の空襲によって多くの尊い
命を失いました。二度とこのような不幸な戦争を繰り返さないよう、平和
の尊さを訴えるアニメーション作品。

D-410 老いを生きる 高齢者 人権 35分
誰もが通らなければならない老いの問題を自分のこととして捉え、日常
生活の中で高齢者に対するやさしさや思いやりの心が、態度や行動に
表れるような人権感覚を身につける作品。

D-411 がんばれスイミー 幼児 文学 26分 ○
広い広い海の中、サザエさんごの周りで小さな魚の兄弟たちが楽しく暮
らしていました。みんな赤いのに１匹だけ真黒、でも誰にも負けないほど
速く泳げました。その名は「スイミー」。

D-412 ヒロシマの記憶 一般 平和 35分
被爆から２か月後に撮影された映像と、同じ場所の現在の映像を対比さ
せながら、広島の原爆の記憶をたどるドキュメンタリー。

D-413 長崎の記憶 一般 平和 37分
長崎に原爆が投下されて2か月後。焦土の風景と苦しむ被爆者、治療を
受ける人々や医師と看護師、焼き尽くされた建物、瓦礫に埋まる町の様
子が映しだされている。

D-414-1 おおきなかぶ 小学生 童話・昔話 21分 ○
おじいさんが畑を耕すわきに、孫娘のマーシャが小さな畑を作り、おじい
さんとていねいに、心をこめてかぶを植えました・・・。

D-414-2 おおきなかぶ　バリアフリー版 小学生 童話・昔話 21分 ○
おじいさんが畑を耕すわきに、孫娘のマーシャが小さな畑を作り、おじい
さんとていねいに、心をこめてかぶを植えました・・・。

D-415 サンタクロースになった少年 一般 劇 80分
事故で独りぼっちになった幼いニコラスを、村人たちは１年交代で世話を
することに。クリスマスはニコラスが新しい家族に移る日。だが６年後、
村は飢饉にみまわれる・・・。悲しくも心温まるサンタクロース誕生秘話。

D-416 ウィンキーの白い馬 一般 劇 96分
中国からオランダにやってきた６歳の少女ウィンキーはセント・ニコラス
の日のプレゼントに馬が欲しい、とお祈りをしていた。だがそれはかなわ
ず、学校から飛び出したウィンキーの目の前に現れたのは・・・

D-417 クリスマスに雪はふるの？ 一般 劇 90分

滅多に雪の降らない南仏プロヴァンスの片田舎に暮らす父母と７人の子
供達。一見幸せそうに見えるが父は夜になるともう一つの家庭に帰って
いく。身勝手な父親に耐える母と子供達。季節は夏から秋へそして冬が
訪れ、クリスマスに母親はある決心をする・・・。

D-418
桂福団治　心の手話落語　大阪冬物語・しじみ
売り

一般 民俗 25分
手話落語を考案し、手話落語の第一人者として幅広く活動している桂福
団治による手話落語。

D-419
桂福団治　心の手話落語　手話で楽しむニッポ
ンの民話

一般 民俗 26分 ツルの恩返し、どっこいしょの豆腐、鶴亀さんの三話

D-420
若者の契約トラブル　～ネットトラブル・マルチ商
法～

一般 防犯 55分
若者の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ます。

D-421 まさととめぐみの　おこづかいを考えよう 小学生 家庭 16分

「おこづかいで物を購入する」という子供たちの日常生活を描くことで無
計画な消費行動や友達につられて必要のないものを購入するといった
衝動買いに子供たちが気付き、正しい金銭感覚を身につけてもらうこと
を目的としています。

D-422 トムとジェリー1　上には上がある　他6話 幼児 劇 52分 ○
「上には上がある」「可愛い花嫁さん」「海のバカンス」「台所戦争」「海の
底はすばらしい」「お家はバラバラ」「おかしなアヒルの子」
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D-423 トムとジェリー2　夜中のつまみ食い　他6話 幼児 劇 52分 ○
「夜中のつまみ食い」「ただいまお昼寝中」「土曜の夜は」「なかよし」「強
敵あらわる」「復讐もほどほどに」「インディアンごっこ」

D-424 トムとジェリー3　メリークリスマス　他6話 幼児 劇 52分 ○
「メリークリスマス」「勝利は我に」「夢と消えた百万ドル」「トムのガールフ
レンド」「テニスなんて楽だね」「変な魚釣り」「恐怖の白ネズミ」

D-425 トムとジェリー4　お化け騒動　他6話 幼児 劇 52分 ○
「お化け騒動」「にわとりのおばさん」「星空の音楽会」「仲間割れ」「恋の
とりこ」「ブルおじさん」「人造ネコ」

D-426 トムとジェリー5　ジェリー街へ行く　他6話 幼児 劇 51分 ○
「ジェリー街へ行く」「やんちゃな生徒」「天国と地獄」「花火はすごいぞ」
「パーティ荒し」「トムさんと悪友」「ショックで直せ」

D-427 トムとジェリー6　バラ色の人生　他6話 幼児 劇 51分 ○
「バラ色の人生」「寂しがりや」「猫はやっぱり猫でした」「ネズミ取り必勝
法」「ジェリーの日記」「春はいたずらもの」「玉突きゲームは楽しいね」

D-428 トムとジェリー7　楽しいボーリング　他6話 幼児 劇 51分 ○
「楽しいボーリング」「悪魔のささやき」「命の恩人」「お掃除はこうするの」
「逃げて来たライオン」「捨てネズミ」「夢と消えたバカンス」

D-429 トムとジェリー8　赤ちゃんはいいな　他6話 幼児 劇 52分 ○
「赤ちゃんはいいな」「透明ネズミ」「仲良し同盟」「あべこべ物語」「おしゃ
べり子ガモ」「トム君空を飛ぶ」「可愛い逃亡者」

D-430 トムとジェリー9　こわいお手伝いさん　他6話 幼児 劇 52分 ○
「こわいお手伝いさん」「ピアノコンサート」「トラになったトム」「計算違い」
「南の島」「ジェリーとジャンボ」「トム氏の優雅な生活」

D-431 トムとジェリー10　滅茶苦茶ゴルフ　他6話 幼児 劇 51分 ○
「目茶苦茶ゴルフ」「いたずらきつつき」「ここまでおいで」「母をたずねて」
「ごきげんないとこ」「ジェリーと金魚」「ワルツの王様」

D-432 子どもの非行と親の接し方 一般 家庭 24分

このドラマは親が子供の事に無関心、無責任な接し方の例と、期待して
いた子供がそれに応えられないと見るや見捨てようとする親の例を取り
あげました。親子の対話の大切さ、子供の非行等を防ぐための望ましい
親の接し方を示唆します。

D-433
活きる力を育む　保育ビデオシリーズ　生活習慣
としつけ

一般 家庭 20分
しつけには食事や排泄、衣服の着脱など基本的な生活習慣と、社会の
一員として集団生活を送っていくための社会的習慣の二面があります。

D-434
楽しい子育て支援・保育ビデオシリーズ　ほめ上
手　叱り上手

一般 家庭 21分
親子のよい関係をつくりだすほめ方、叱り方とはどのようなものなのか。
上手なほめ方、叱り方のためには、赤ちゃんが産まれたときからの信頼
関係が大切です。

D-435
楽しい子育て支援・保育ビデオシリーズ　一人で
がんばらない

一般 家庭 22分
子育ては喜びであると同時に不安や悩みを持つもの。良い子に育てた
いとおもわず方に力が入ってしまうもの。いつの時代でも子供は家庭と
地域で育むものだが、一人で頑張らないことが大事です。

D-436 地上最大のショウ 一般 劇 152分 世界最大のサーカス団を舞台にした映画。

D-437 西部戦線異状なし 一般 劇 128分
第一次世界大戦下のドイツで教師に愛国精神を説かれ胸を熱くしながら
出征を志願し厳しい訓練の下、戦線に赴いたポール。しかし戦場の実態
は想像を絶する苛酷なものであった。

D-438 自転車泥棒 一般 劇 88分
第二次大戦後の失業者あふれるイタリアを舞台に、２人の父子が生き
抜く姿を描いた感動のドラマ。

D-439 しあわせの王子 小学生 童話・昔話 19分 ○

ある港町に「しあわせの王子」の銅像が立っていた。冬が近いある日、
南の国へ向かう一羽のツバメが銅像の足下で羽を休めていると晴れた
夜空からしずくが落ちてきた。ツバメが驚いて見上げると、銅像の目から
涙があふれていて・・・。

D-440 稲むらの火 小学生 教育 16分 ○
津波の襲来を察知した庄屋の五兵衛が、それを村人に知らせるため大
切な稲むらに火をつけ、高台へ導き、村人たちの命を救った物語。

D-441 一秒のミス　心のミス　－危険予測と安全確認－ 一般 交通安全 19分

実際の事故を捉えたドライブレコーダーの映像や事故の再現映像を織り
交ぜながら検証する。また、B級ライセンス取得者の女性ドライバーが事
故の多発する様々な交通場面を走行しながらその場面に応じた安全運
転のポイントを検証する。

D-442 ぼくと仔犬のわんぱく大事件 一般 劇 42分
主人公の少年が仔犬を拾ったばっかりに大騒動に巻き込まれ、今度は
サイフを拾ってまたまた大騒動に・・・「親切」「勇気」「心のふれあい」を
描いたドラマ。

D-443 ぞくぞく村のオバケたち　① 幼児 劇 52分 ○
ぞくぞく村に住むちょっと変わった楽しいオバケたちのお話。「ミイラのラ
ムさん」「魔女のオバタン」

D-444 ぞくぞく村のオバケたち　② 幼児 劇 40分 ○
ぞくぞく村に住むちょっと変わった楽しいオバケたちのお話。「ちびっこお
ばけグー・スー・ピー」「小鬼のゴブリン」
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D-445 ぞくぞく村のオバケたち　③ 幼児 劇 40分 ○
ぞくぞく村に住むちょっと変わった楽しいオバケたちのお話。「おおかみ
男」「ドラキュラのむすこ」

D-446 五井先生と太郎 中学生 人権 18分 ○
太郎の担任五井先生は、クラスの中でもなぜか太郎だけを「太郎、太
郎」と呼び捨てにしていた。面白くない気持ちでいた太郎はある日五井
先生に呼び出される。先生は呼び捨てにしていた本当の理由を語る・・・

D-447 今、地域社会と職場の人権は！ 一般 人権 36分

日常生活の中にある様々な人権問題に焦点をあて、４項目に分けた構
成ドラマ。①高齢社会の中の地域と職場の人権②子育てと働く女性の
人権③ハラスメントを見逃さない職場と人権④同和問題、差別のない明
るい社会を

D-448 お酒は子どもになぜ悪いの？ 小学生 保健・健康 20分
おとなは飲んでも良いのに子供はどうしてお酒を飲んじゃいけないんだ
ろう？そんな疑問をもった小学生が、お酒が体に及ぼす影響を調べま
す。

D-449 たばこは体になぜ悪いの？ 小学生 保健・健康 20分
たばこは健康な体にどのような影響を及ぼしているのか、又たばこに含
まれている有害物質がいかに猛毒で体に悪影響を与えるのかを数々の
実験を通して子供たちにわかりやすく解説。

D-450 おにたのぼうし 小学生 童話・昔話 18分 ○
まこと君の家の物置小屋の天井に、おにたというとても気のいい小さな
黒鬼の子どもが住み始めました。

D-451 ミラーを拭く男 一般 劇 117分

定年間近のサラリーマン・皆川は突然飛び出してきた自転車をよけきれ
ずにはねてしまう。被害者の少女は軽傷で済んだ。脚立と清掃用具を抱
えて事故現場を訪れた皆川はひたむきにカーブミラーを拭きはじめた。
ついには家族に内緒で会社を辞め全国のカーブミラーを拭く旅にでるの
だった・・・。

D-452-1 かんすけさんと不思議な自転車 小学生 劇 23分 ○
にぎやかだけど、のんびりしていて幸せそうなかんすけさんの自転車屋
さんは、誰からも頼りにされ愛されています。自分のことより周りの人に
優しくするかんすけさん。

D-452-2 かんすけさんと不思議な自転車　バリアフリー版 小学生 劇 23分 ○
にぎやかだけど、のんびりしていて幸せそうなかんすけさんの自転車屋
さんは、誰からも頼りにされ愛されています。自分のことより周りの人に
優しくするかんすけさん。

D-453 ミミちゃんのてとてとて 幼児 防犯 18分 ○
ミミちゃんのやさしい心にもふと魔がさします。そんなときお母さんのあた
たかな心がささえます。

D-454 ねずみくんのきもち 幼児 人権 12分 ○
ロングセラーのねずみくんの絵本シリーズの中の「ねずみくんの気持ち」
を映像化。いじめやコンプレックス、自然とのつながりなどの大切なテー
マをねずみくんと一緒に学べるアニメーションです。

D-455 クリームパン 中学生 人権 36分
失業中の多田は、隣室の男が男の子を２階から落とそうとしているのを
目撃する。児童虐待を描きながら、命の尊さについて考える。

D-456 探梅～春、遠からじ～ 一般 人権 40分 ○
人権課題の多くは、人を排除する意識から生まれ人が孤立することで深
刻化していきます。しかし「困ったときはお互い様」その気持ちが人を温
かく結び付け、助け合う社会へと導きます。

D-457 元気に行進！レッツゴーパレード 小学生 教育 45分
パレード(行進)練習を紹介しながら、幅広い年代の子供たちに楽しんで
もらう体力づくり体験型のコンテンツで作成されたDVD

D-458 いのちのあさがお 一般 人権 36分
実話に基づくこの映画は、急性白血病のため7歳で亡くなった丹後光祐
君と家族の愛情の物語です

D-459 生き抜く　南三陸町　人々の一年 一般 防災 99分
テレビでは伝えられない、宮城県南三陸町の日常を記録した大阪・毎日
放送の取材チームによるドキュメンタリー

D-460 ナンデくんと学ぶ　地震と津波を知ろう 小学生 防災 16分
地震や津波が起こる理由や緊急地震速報の仕組み、地震・津波が起き
た時の行動の仕方を小学生のナンデくんと学びます

D-461 ゆきちゃんのこんにちは 小学生 童話・昔話 19分 ○
小さな声でしか挨拶の出来ないゆきちゃんが、多くの人と接するうちに次
第に挨拶が出来る子に成長していく

D-462 雪国からのたより 小学生 劇､教育 24分 ○ 励ましあい、友情を育むことの大切さを描く

D-463 森のなかまたち 小学生 童話・昔話､教育 25分 ○
山火事で取り残された狐と狼を森の動物たちは「いじめっ子も仲間
だ・・・」と救出に向かう

D-464 美しいさいごの一葉 幼児 劇､教育 19分 ○
オー・ヘンリーの原作を基に、道徳教育の指導資料として作成され、美し
い隣人愛と清らかな心を描く

D-465 災害時、ドライバーはどう生き残るか 一般 防災 28分
ドライバーが地震、津波、火災などの災害に遭遇した時にどの様に行動
すればよいのか、東日本大震災を参考に学ぶ
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D-466 放火を防ぐ第一歩　放火をさせない環境づくり 一般 防犯 19分
放火の実情、個人や地域の放火対策を紹介し、安全な街づくりの大切さ
訴えます

D-467 二重被爆　語り部　山口彊の遺言 一般 平和 70分
歴史に埋もれていた二重被爆の実態を明らかにし、反核の思いを伝え
続けた山口さんの遺言の意味を描いた

D-468 北の大地に息づく命 一般 環境 35分
亜寒帯にある北海道の森の特徴を描き、多様な動植物と自然の不思
議、その魅力を紹介します　また、森と人々との関わり、森を守るいろい
ろな試みも紹介します

D-469 ごんぎつね 小学生 文学 20分 ○
新美南吉の代表作をアニメ化。きつねのごんは、兵十の「びく」からうな
ぎや魚を放り出してしまいました　数日後兵十が母を亡くした事を知り、
栗や松たけをこっそり届けていましたが・・・

D-470 一つの花 小学生 文学 11分 ○
今西祐行の児童文学の傑作をアニメ化　「一つだけちょうだい」という最
初の言葉を覚えた主人公ゆみ子を通して、戦中戦後の戦争体験者の思
いを伝えます

D-471 大造じいさんとガン 小学生 文学 20分 ○
椋鳩十の原作を感動的にアニメで表現　「残雪」と呼ばれるガンとじいさ
んの戦い、リーダーとしての行動、人間との知恵くらべなど、心を育てる
作品です

D-472 熱中症
一般

高齢者
保健・健康 15分

熱けいれん・熱失神・熱疲労（脱水症）・熱射病の症状を解説し、アイシ
ングなどの応急処置例と水分補給などの予防法についてわかりやすく
説明しています

D-473 地域で守る子どもの安全 一般 防犯 17分
「地域の危険を知る、子ども達の意外な遊び場所、自主防犯グループ、
個人でできる防犯活動、社会全体での取り組み」を紹介し解説していま
す

D-474 大男とクリスマスツリー 小学生 童話・昔話 13分 ○
愛と思いやりの心を育てるカラー人形アニメーション。大男はハンス君の
クリスマスツリーが欲しくなり、家ごと持って行ってしまいましたが・・・

D-475 はなたれこぞうさま 小学生 童話・昔話 18分 ○
新潟地方の民話を切り絵の手法を取り入れてアニメ化した作品で、素朴
で親しみをもって鑑賞できます

D-476 無関心ではいけない！障害者の人権 一般 人権 24分
視覚・聴覚・身体障害者の日常を通し、直接・間接差別や合理的配慮を
怠った場合の差別について考えて、「差別解消法」への理解を深める

D-477 冬道の危険を知る　安全に走行するために 一般 交通安全 18分
スリップ・雪による視界不良による事故はどのようにして起きているの
か、どんな場面が危ないのか、基本的な知識を具体的に紹介し解説し
ている

D-478 虹色ほたる　～永遠の夏休み～ 小学生 劇 105分 ○
心の故郷、大自然を舞台に、時代を超えた感動的な愛と絆の運命がめ
ぐる、少年の成長を描くファンタジーアニメ

D-479-1 新・職場のメンタルヘルス(第１巻) 一般 保健・健康 20分
第１巻自殺予防編　部下が心の病に罹ってしまった時、管理職に必要な
知識ノウハウをミニドラマで描く

D-479-2 新・職場のメンタルヘルス(第２巻) 一般 保健・健康 7分
第２巻職場復帰編　部下が心の病に罹ってしまった時、管理職に必要な
知識ノウハウをミニドラマで描く

D-479-3 新・職場のメンタルヘルス(第３巻) 一般 保健・健康 18分
第３巻過重労働対策編　部下が心の病に罹ってしまった時、管理職に必
要な知識ノウハウをミニドラマで描く

D-479-4 新・職場のメンタルヘルス(第４巻) 一般 保健・健康 30分
第４巻職場復帰編PART２　部下が心の病に罹ってしまった時、管理職
に必要な知識ノウハウをミニドラマで描く

D-480 エールを贈るバス 一般 人権 29分
親の無責任な発言から子供達の心が動く！
涙も元気も勇気も出る心温まる人権啓発映画です

D-481 サンタさんは大いそがし！ 幼児 劇 12分 ○
サンタさんと森の妖精たちはプレゼントの木を世界中の子供たちの為に
育てます。その木には大きな実がみのり、トナカイさんたちも元気いっぱ
い。プレゼントを持って出発です

D-482 空気がなくなる日 小学生 劇 15分 ○
ハレー彗星が地球に接近する年に空気がなくなるという噂がのどかな村
に流れた。村人たちはパニックになり、息を止める練習をしたり生きる方
法を考えるが・・・

D-483 泣いた赤おに 小学生 童話・昔話 18分 ○
里の人たちと仲良くなりたい赤おにから相談された青おには名案を思い
つき、村の人々と楽しい日々を過ごしますが・・・
やさしい赤おにと青おにの友情物語です

D-484 よわむし太郎 小学生 童話・昔話 15分 ○
やさしい心の太郎は村の子供達からいつも「よわむし」といじめられてい
ましたが、したっている白鳥を殿様が弓で射ろうとした時、太郎は命がけ
でまもろうとします



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-485 手品師 小学生 劇 15分 ○
手品師として大舞台を夢みていた青年シャルルは、少年ピエールの誕
生日に一緒に祝う約束をしていた。しかし出演依頼をその日に受けた
シャルルは迷い、悩みながら・・・

D-486 ターくんのぼうけん 幼児 劇 15分 ○
好奇心いっぱいのウサギのターくんはお父さんとの約束を破り人里の方
へ下りて川に落ちてしまう。人間に捕まりキツネに狙われたターくんは必
死に逃げるが・・・

D-487 月の峰の狼 小学生 劇 14分 ○
群れのリーダーである兄狼ドンは不在の間を弟狼のダンに託した。勇気
と責任感をもって苦難に立ち向かうダンであったが、争いの果てに傷つ
き力を失う

D-488 くもの糸 小学生 劇 15分 ○
地獄に落ちてもがき苦しんでいた盗人カンダタの目の前に母の贈り物で
あるくもの糸が下りてきた。夢中で昇る彼が見たのは後から昇ってくる大
勢の亡者達だった

D-489
DX（ディスレクシア）な日々　－美（び）んちゃん
の場合ー

一般 人権 81分
ディスレクシアは、発達障害（LD）の中心的な症状です。このドキュメンタ
リーは、人生を楽しみ自信を持って前向きに生きる通称美んちゃんの日
常を描いています

D-490 アブラカタブラ　西船なな姫 小学生 家庭 30分
１．みんなで踊ってみよう　２．チーバくんと一緒に踊ろう！　３．踊り方説
明その１　４．踊り方説明その２　５．スローで踊ってみようその１　６．ス
ローで踊ってみようその２　７．船橋特産野菜シリーズ～小松菜編～

D-491 中高年のための健康教室 一般 保健・健康 17分
健康長寿をめざすために必要な心構えと実践したい事柄について紹介
する

D-492 かっぱのすりばち 小学生 童話・昔話 20分 ○ 元小学校長による創作民話で、道徳の授業でつかわれています

D-493
ねらわれています！あなたも
多発する振り込め詐欺

一般 防犯 22分
被害者のほとんどが振り込め詐欺の知識を持ちながら、なぜ騙されるの
か、どうしたら防げるのか・・・

D-494 夢のつづき 一般 社会連帯意識 40分 ○
世代の異なる者との交流を通じ、様々な立場の人々の絆や生きがいを
描く

D-495 木づかいで地球を救え！ 一般 環境 25分
Co2削減に大切な役割を果たしている木を育て環境への心を呼びかけ
る作品

D-496 高齢者虐待　尊厳を奪わないために 一般 人権 26分
実例３例のオムニバスドラマ。介護の問題点と虐待防止の対応法を紹
介します

D-497 鉄人２８号 一般 劇 113分
破壊ロボット「ブラックオックス」が飛来し東京を次々と破壊していった。
その猛威に立ち向かえるのは正太郎少年しかいない。勇気をふりしぼり
戦いに挑む正太郎、果たして結末は？

D-498 ぼくは王さま 小学生 童話・昔話 40分 ○
ようこそ「王さまワールドへ」沢山のお城の仲間たちが繰り広げるワクワ
クほのぼの作品。１話おしゃべりなたまごやき２話王さまタクシー３話た
まごがいっぱい４話たんじょう日のプレゼント

D-499 心肺蘇生法 一般 保健・健康 27分
救命処置の意義と正しい方法・手順について、丁寧に解説。学習を通じ
て「命を救う」ということについて考えることができます。

D-500 最期の願い　どうする自宅での看取り 一般 保健・健康 26分
命（死の準備）教育ビデオ。ある在宅医療を支えるクリニックの活動を紹
介し、QOLのあり方を理解してもらい尊厳のある生き方・死に方とは何か
を考えていきます。

D-501 ドナルドダック１ 幼児 劇 52分 ○
「ドナルドのベルボーイ」「ドナルドのパイロット」「ドナルドの透明人間」「ド
ナルドのゴールド大好き」「ドナルドの野菜畑」「ドナルドの入隊」「ドナル
ドの雪合戦」「ドナルドのかじ屋さん」

D-502 ドナルドダック２ 幼児 劇 62分 ○
「ドナルドのお料理」「ドナルドのカメラ大好き」「ドナルドの牧場」「ドナルド
のずる休み」「ドナルドのめざまし時計」「ドナルドのゲーム・ゲーム・ゲー
ム」「ドナルドの卵騒動」「ドナルドの山男」

D-503 ドナルドダック３ 幼児 劇 63分 ○
「ドナルドの消防隊長」「ドナルドの摩天楼」「ドナルドの夏休み」「ドナルド
のモーターボート」「ドナルドのダンス大好き」「ドナルドとヤギ」「ドナルド
の洗濯機」「ドナルドの仕事は楽し」

D-504 ドナルドダック４ 幼児 劇 62分 ○
「ドナルドのポリスマン」「ドナルドのサインマニア」「ドナルドのペンギン」
「ドナルドの海洋団」「ドナルドの海水浴」「食いしん坊がやってきた」「ドナ
ルドのアイスホッケー」「ドナルドのキツネ狩り」

D-505 ドナルドダック５ 幼児 劇 68分 ○
「ドナルドの南極探検」「ドナルドの腕白教育」「ドナルドの腕白時代」「ド
ナルドの昼寝」「ドナルドの駅長さん」「ドナルドの博物館見学」「ドナルド
のメキシカン・ドライブ」「ドナルドの磁石騒動」

D-506
がんは怖い・でも怖くない
　－乳がんー

一般 保健・健康 17分

人間ドッグでがんが見つかり第５期の乳がんと宣告をうけた女性を紹介
する。真正面から立ち向かい苦しい闘病生活を経て、また再発転移の
不安のなかでも元気になり、仕事も趣味した充実した人生を楽しんでい
ます。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-507 たぬきのいる町 小学生 劇 52分
ローカル線の終着駅の小さな町は狸の焼き物が多い。その町で焼き物
一筋に生きるがんこじいさんと家族の心のすれ違いを物を創る喜びを知
る子供たちが救う。

D-508 ボディスラップ　おもしろリズムをつくろう！ 小学生 教育 40分
ボディスラップは、身体を叩いた音や足踏みの音でリズムを作り、そのリ
ズムに合わせて様々な身体表現を行うパフォーマンスです。

D-509 NPOならきっとできる！ 一般 社会連帯意識 32分
子ども編・・・NPOってなぁに？（１５分）大人編・・・あなたが変える社会と
人生！～NPOとの出会い～総合的な学習の時間、地域の講座や説明
会・企業研修・退職者向けセミナー等でご活用下さい

D-510  生命の宝庫　亜熱帯の森　沖縄・奄美の島々 一般 環境 33分
西表島、沖縄本島北部のやんばる、奄美大島の亜熱帯林の特徴を解
説し、多様な動植物と自然の不思議、その魅力を紹介します　また、森
と人々との関わり、森を守るいろいろな試みも紹介します

D-511
配偶者からの暴力の根絶をめざして
～配偶者暴力防止法のしくみ～

一般 人権 35分
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で、そ
れは身近なところでおきてます。改正法が成立した配偶者暴力防止法を
わかりやすく紹介します

D-512 安房やわたんまち 一般 民俗 54分
千葉県指定無形民俗文化財である「安房やわたんまち」を紹介し、地域
活性化に活かす。

D-513 フランダースの犬 小学生 劇 35分 ○
ベルギーのフランダース地方で祖父と暮らす少年ネロは、愛犬パトラッ
シュが引く荷車で牛乳を運び貧しいながらも幸せに暮らしていた。ネロは
ルーベンスのような画家になることが夢だったが・・・。

D-514 ことばの暴力　心を傷つけたひと言 小学生 人権 20分
少女「美羽」は、腰を痛めた祖父に部屋を譲るように母から言われた。そ
のため祖父へ酷い言葉使いをしてしまい、イライラを学校に行っても友
達向けてしまうが・・・。

D-515
歯周病菌が身体を蝕む
対策は歯みがきと生活習慣改善

一般 保健・健康 15分
日本人の半数がかかっているといわれている歯周病は、動脈硬化、心
筋梗塞、脳卒中、口腔ガンなどに関わっている事がわかってきました。
その治療、対策を紹介し、生活改善も大切と訴える。

D-516 ココロ屋 小学生 教育 25分 ○
うまくいかない自分の心を持て余しているひろきの前に、謎の「ココロ屋」
が現れ「優しいココロ」に入れ替えてもらうが・・・。自分の心と相手の心も
大切にするという人権教育をテーマとしたアニメーション。

D-517
病気にならない体づくり
　～コア・トレーニング～

一般 保健・健康 64分
メタボ対策や肩こり、腰痛などの改善・予防、ダイエットに最適なコア・ト
レーニング。どこでも誰でも手軽にできるエクササイズを紹介します。

D-518
避難所の開設・運営
 その時、皆さんの力が必要です

一般 防災 17分
地域の防災拠点としての避難所の役割、解説・運営の流れ、東日本大
震災での教訓を解説し、市民が運営の一員であり共助力を一層高める
ことを目的とした市民向けの防災・減災教材です。

D-519
友だちの声が聴こえる？
～本当の思いやり～

小学生 人権,教育 24分
葉月の小学校に、手足の不自由な男の子・冬馬が転校して来た。面倒
見の良い葉月は自分が冬馬の役に立とうと決心し手伝うが・・・。

D-520 はらぺこあおむし 幼児 童話・昔話 33分 ○
エリック・カールのファンタジーな世界。1.はらぺこあおむし2.だんまりこお
ろぎ3.パパ、お月さまとって！4.ごちゃまぜカメレオン5.うたがみえる、きこ
えるよ

D-521 レオ・レオニ　５つの名作集 幼児 童話・昔話 28分 ○
世界最高の絵本作家と呼ばれるレオ・レオニの名作。1.フレデリック2.
コーネリアス3.ぼくのだ！わたしのよ！4.さかなはさかな5.スイミー

D-522
海・青き大自然　第１巻
いのちの物語

一般 環境 50分
青き惑星・地球の約７０％を占める海の、巨大なシロナガスグジラから微
細なプランクトン、新種の深海生物まで感動に満ちた知られざる海の神
秘を照会する。

D-523
海・青き大自然　第２巻
深海探検

一般 環境 50分
海全体の９割以上が水深２００メートル以上の深海である。そこには口も
消化器官も排泄器官もない独自の進化を遂げた生物もいる。その生物
の生命の源とは？

D-524
海・青き大自然　第３巻
外洋のハンターたち

一般 環境 50分
マグロ、サメ、カジキなどの外洋のハンターたちは、陸地から数千キロ離
れた栄養分の少ない大海原で熾烈な生存競争を繰り広げている。

D-525
海・青き大自然　第４巻
氷の海のサバイバル

一般 環境 50分
常に氷に覆われた極寒の地、北極と南極。コウテイペンギンの子育て、
狩りに訪れるホッキョクグマ、シロイルカ、セイウチなどの生きものたちの
生死に迫る。

D-526
海・青き大自然　第５巻
海の中の四季

一般 環境 50分
陸上と同じように春夏秋冬の変化に富む海。太陽の光はプランクトンを
育み、海水量と温度の変化が海の様相を大きく変えている。

D-527
海・青き大自然　第６巻
サンゴ礁に生きる

一般 環境 50分
海の熱帯雨林と呼ばれるサンゴ礁。様々な生き物の生存競争が繰り広
げられ、ハイスピードカメラがサンゴ礁の生態と絶滅を写す。

D-528
海・青き大自然　第７巻
潮流のドラマ

一般 環境 50分
太陽、月、地球が一直線に並ぶ大潮の時期に産卵する生きものは多
い。満潮、干潮、天体の力がもたらす潮流のリズムをテーマに、干潟の
生き物の生態を紹介する。
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D-529
海・青き大自然　第８巻
海と陸のはざまで

一般 環境 50分
陸に上がって産卵するウミガメ、子ガメを狙う海鳥、アザラシの繁殖な
ど、陸と海の境界ー海岸で繰り広げられる壮絶な戦いに迫る。

D-530
ウォーキングWＩTHダイナソー
BBCオリジナルシリーズ　VOL１

一般 理科 86分
恐竜ドキュメンタリーの傑作
Episode１ 恐竜の出現ー三畳紀　Episode２　巨大になった恐竜たちー
ジュラ紀　Episode３－海の支配者ージュラ紀

D-531
ウォーキングWＩTHダイナソー
BBCオリジナルシリーズ　VOL２

一般 理科 87分

恐竜ドキュメンタリーの傑作
Episode４　大空の巨大生物ー白亜紀前期　Episode５　氷の森に生きる
恐竜たちー白亜紀後期　Episode６　運命の時ー白亜紀後期　特典映
像：５２分付き

D-532
ウォーキングWＩTHダイナソー
スペシャルタイムスリップ！恐竜時代

一般 理科 58分
映画化された大ヒット・シリーズ「ウォーキングWＩTHダイナソー」のスペ
シャル版！　Episode１ 巨大カギ爪を追え！　Episode２　地上最大の巨
大恐竜

D-533
ウォーキングWＩTHダイナソー
  スペシャル：海の恐竜たち

一般 理科 87分

映画化された大ヒット・シリーズ「ウォーキングWＩTHダイナソー」のスペ
シャル版！　Episode１　危険度５－７　オルドビス紀・三畳紀・デポン紀
Episode２　危険度　３－４　始新世・鮮新紀　Episode３　危険度１－２
ジュラ紀・白亜紀

D-534
ウォーキングWＩTHダイナソー
  スペシャル：伝説の恐竜ビック・アル

一般 理科 58分
映画化された大ヒット・シリーズ「ウォーキングWＩTHダイナソー」のスペ
シャル版！　Episode１：伝説の恐竜ビッグ・アル　Episode２　ビッグ・アル
を調査せよ！

D-535 生きた正倉院　雅楽 一般 芸術 90分
生きた正倉院　雅楽（２８分）　雅楽は５世紀から９世紀にかけて伝来し
た世界最古のオーケストラといわれています。　甦る古代音楽の響き（２
６分）　悠久の舞楽（３６分）

D-536
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第１巻）

小学生 理科 75分
●空気砲・・・その威力がどれくらいかムートンに向け発射すると・・・●ゴ
ムの不思議・・・伸縮により温度に変化が起こるのだ。

D-537
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第２巻）

小学生 理科 75分
●磁石で遊ぼう・・・トマトが磁石に反応？●カルシウム・・・身の回りにあ
る隠れたカルシウムを紹介●船の科学・・・なぜ鉄の塊が浮くの？謎解
きのためにラブラボスタッフが巨大タンカー造船工場に潜入

D-538
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第３巻）

小学生 理科 75分
●音の科学・・・ヘリウムガスで声に異変が？！●切断の科学・・・スッパ
と何でも切る切断の世界を探求●赤外線の科学・・・人からも出ている
（！？）赤外線は熱を持ったあらゆるものから出ているという

D-539
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第４巻）

小学生 理科 75分
●電池のマル秘大実験・・・亜鉛のバケツと銅のやかんでプロペラを動
かすことができる●超音波の科学・・・波形モニターと色々な機械で実験
●紫外線の科学・・・人には見えないが虫には見えてる？

D-540
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第５巻）

小学生 理科 75分

●火をおこしてみよう！・・・乾電池をスチールウールのたわしにつなげ
ると・・・●真空の科学・・・水の入ったワインボトルの注ぎ口を叩くとボト
ルの底が割れてしまった！！●光の性質・・・光通信の装置を作ってみ
る

D-541
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第６巻）

小学生 理科 75分
●空気のチカラ・・・一斗缶にある液体を入れ軽くふると缶がペシャンコ
に！●ペットボトルロケットで遊ぼう！・・・作成方法を紹介●花火の不思
議・・・火中で燃え続けたのにはある秘密が

D-542
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第７巻）

小学生 理科 75分
●超低温の科学・・・液体窒素で冷やした超伝導素材の上にネオジウム
磁石を置くと・・・●水蒸気・・・水蒸気船、ポンポン船作りに挑戦！●水
の上を歩こう！・・・小学校のプールでチャレンジ！

D-543
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第８巻）

小学生 理科 75分
●不思議なガラスのパワー・・・ガラスは丈夫なだけでなく、弾力性をもた
せる事もできる？●空中を浮こう・・・スタジオに登場した手作りの簡単ホ
バークラフトで遊ぼう●遊園地・・・ループコースターでの実験

D-544
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第９巻）

小学生 理科 75分
●科学でポカポカ・・・カイロの中身を出してみると・・・●くっつきの科
学・・・物がくっつくとはどういうこと？●ろうそく・・・ロウ以外の物（バ
ター、豚肉の脂身）でろうそくを作ってみる

D-545
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！（第１０巻）

小学生 理科 75分
●電子レンジ・・・魔法瓶を６時間振り続けると水は・・・●不思議なウー
ル・・・顕微鏡で2000倍に拡大し見ると表面はウロコ状になっていて・・・
●科学で魔球に挑戦・・・変化球はなぜ曲がる？

D-546
死んでしまうことも！
中・高校生に拡がる違法ドラッグ

中学生 理科 20分

中・高校生や若者に蔓延する薬物依存症で、救急搬送されたり錯乱状
態になり交通事故を起こす事件が頻発し社会問題となっています。体に
どのような影響があるか検証し、違法薬物に対する正しい知識を身に着
ける

D-547
悩まずアタック！
脱・いじめのスパイラル

中学生 人権 33分

いじめの防止対策推進法の成立を機に、実際にあったいじめで悩み苦
しんだある中学生が告白により問題解決していく手がかりを提示。大人
の適切な対処の大切さを訴える。平井堅『一人じゃない』の歌とメロ
ディーが心に訴える。

D-548 チップとデール 幼児 劇 53分 ○
（全８話）リスの朝ごはん　リスの冬支度　リスのオモチャ合戦　リスのい
たずら合戦　リスの手袋騒動　リスの汽車ごっこ　リス君は歌姫がお好き
リスのピーナッツ　日本語吹替及び字幕

D-549
冬休みだ。全員集合！
冬の行事や習慣、なるほど講座！

小学生 家庭
民俗 18分 ○

なにげなくおこなっている冬の行事や習慣には子供たちに伝えたい意味
や願いがあります。冬野家では恒例の家族会議が開かれた。この会議
（講座）を盛り上げるのはパワー全開の昔マジシャンだった亀吉おじい
ちゃんだった。

D-550 ありがとう 一般
保健・健

康
教育

55分

筋ジストロフィー（進行性筋委縮症）を患った石川正一さん（享年２３歳）
の記録である。病気を契機に福祉活動や看護師の道に入った両親や兄
弟の歩みも描く。人間にとって最後の最も大切なものは何か考えさせる
稀有な作品である。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-551 日本画家・平山郁夫 一般 芸術
教育 32分
美しい画像で綴った、被爆体験から平和と文化財保護の必要性を学ん
だ平山郁夫のメッセージ！中学校道徳・美術、高等学校の道徳心を養う
教材に向いています。指導の手引付き。（字幕版あり）

D-552 深刻化する気象災害 一般 防災 25分
集中豪雨、土砂災害、竜巻・落雷、大雪などの気象災害の発生を実験
やＣＧで解説し、身を守るための事前の準備を具体的に説明すると共
に、災害に直面した場合の対策も解説しています

D-553
Ｐａｐｅｒ　Ｃｒａｎｅｓ　Ｓｔｏｒｙ
～ケンタとマイコ～

小学生 平和 27分 ○

主人公は折り鶴を擬人化したファミリー鶴紙家の長男健太とサラエボか
ら帰国した折り鶴の舞子。健太は舞子と出会った事により世界には傷つ
いた人たちが沢山いることを知り、舞子とウガンダに行く事を決意し
た・・・

D-554 産業遺産紀行(第１巻) 一般 紀行 27分

「京都を救った人工の川　琵琶湖疏水」
明治23年(1890年)に完成した「第一疏水」それは水道用水、水力発電、
灌漑、工業用水として使われ、水運として琵琶湖と京都・伏見・宇治川を
結んだ

D-555 産業遺産紀行(第２巻) 一般 紀行 27分

「製糸家の湯　片倉館と富岡製糸場」
片倉館はシルクエンペラーと呼ばれた片倉財閥により建てられた福利
厚生施設である。富岡製糸場は明治５年から操業し日本の製糸業の生
産量・質を世界有数のものにした

D-556 産業遺産紀行(第３巻) 一般 紀行 28分

「日本の鉄道とトンネル　笹子と関門から」
当時の技術で困難とされていた日本初の本格的なトンネルや橋梁を築
いたのが横川～軽井沢間を結んだ官営中山道線である。その掘削技術
の進歩が関門へとつながってゆく

D-557 産業遺産紀行(第４巻) 一般 紀行 28分

「近代橋梁物語　橋の都・東京」
江戸には900もの橋が架けられていたが、明治政府は石造や鉄の橋に
架け替える大事業を行った。勝鬨橋・永代橋・清州橋・吾妻橋・言問橋等
は当時の技術の高さを内外に示したものである

D-558 産業遺産紀行(第５巻) 一般 紀行 28分

「鉄は国家なり　八幡製鉄所」
この溶鉱炉は産業の心臓部として経済の中心を支え、鉄鋼生産量の半
分以上を生産した。ここが選ばれたのは、筑豊炭田からの石炭が大量・
迅速に調達出来たからである

D-559 産業遺産紀行(第６巻) 一般 紀行 27分

「黒ダイヤとよばれて　三井三池と筑豊の盛衰」
福岡県大牟田市にあったこの炭鉱は、明治時代には官営事業であった
が三井財閥に払い下げられた。基幹産業として日本の近代化を支え、
戦後の復興の原動力となった

D-560 産業遺産紀行(第７巻) 一般 紀行 28分

「福沢桃介と共に　木曽川水系電源開発」
彼は「日本の発電王」と言われ、日本初の本格的ダム式発電所、大井発
電所をはじめ次々と発電所を建設し、近代化の基盤となるエネルギー確
保を担った

D-561 産業遺産紀行(第８巻) 一般 紀行 28分

「それは歓喜鉱から始まった　別子銅山」
一寒村だった愛媛県新居浜市が発展を遂げたのは日本最大の銅山の
発見によるものだった。その鉱床は純度の高い黄銅鉱、黄鉄鉱を産出し
日本の貿易や近代化に貢献した

D-562
高齢者のみなさん！
いつも安全確認していますか？

高齢者 交通安全 17分
交通事故における高齢者の死者の割合は増加傾向にあります。歩行
者・自転車利用者が事故に遭うケースでは、事故例を分析し防ぐポイン
トを考えます。ルールを厳守しマナーを再確認する必要を訴えます

D-563 匠の世界　和紙　その他（一） 一般 民俗 52分

1300年の歴史を持つ日本の伝統の技、手すき和紙がユネスコの無形文
化財に登録されました。日本最古の戸籍用紙「本美濃紙」。正倉院の書
画に使用されている「石州半紙」は楮を育て、皮を剥ぎ繊維をほぐし、漉
き上げていく

D-564 匠の世界　和紙　その他（二） 一般 民俗 52分

1300年の歴史を持つ日本の伝統の技、手すき和紙がユネスコの無形文
化財に登録されました。和歌山県で漉かれた細川奉書の技術が秩父に
持ち込まれた「細川紙」。簀つくりや紙漉き用具紙漉き唄も紹介。他に唐
紙の技術も収録

D-565 にんげんってなんだろう 中学生 教育 15分

あふれる優しさ、深いぬくもりのある作品を残した相田みつを。人生のエ
ピソードと自分自身にかんする作品を紹介する。また、その作品に出合
い変わった人々のインタビューなども加えて、心の豊かさとは何かを考
えさせる

D-566
高齢者の『からだ・あたま・こころ』
～その健康の維持と予防～

高齢者 保健・健康 60分
まずは「からだ」から(14分)低栄養は問題です(13分)認知機能を活性化
しましょう(15分)認知症に有効なのは・・・(13分)「老化」と「生きがい探
し」って？(18分)

D-567 はだしのゲン　涙の爆発　（第２部） 一般 平和 123分
終戦直後の広島市を中心に、原爆孤児であるわんぱく少年ゲン達のバ
イタリティあふれる生きざまを感動的に描き、差別を生んだ被爆の残酷
さを告発している

D-568 はだしのゲン　ヒロシマのたたかい （第３部） 一般 平和 128分
戦争体験をした人だけが知りうるその悲惨な実態を、戦争を知らない世
代にいかに伝えるか・・・感動的に少年ゲンの力強い生き方を描く

D-569 赤毛のアン 小学生 劇 40分 ○
世界中の子供たちに愛読されているモンゴメリ原作「赤毛のアン」をアニ
メ化。あきらめないで夢を追い、友情や愛情を感じながら、優しく賢く魅
力的な少女に成長するアンを描く

D-570
ファイナルファンタジー
　風の章・炎の章

小学生 劇 50分 ○
運命に導かれた勇者バッツ達が力を合わせて助け合いながら、奪取さ
れたクリスタルを巡って、世界を救うために活躍する愛と勇気と友情の
物語です

D-571
ファイナルファンタジー
　竜の章・星の章

小学生 劇 50分 ○
運命に導かれた勇者バッツ達が力を合わせて助け合いながら、奪取さ
れたクリスタルを巡って、世界を救うために活躍する愛と勇気と友情の
物語です

D-572 笠地ぞう 小学生 童話・昔話 15分 ○
町に笠売りに行ったおじいさんは雪の積もったお地蔵様に売れ残った笠
と自分の笠を被せてあげました。その夜５人のお地蔵様がおじいさんの
家に・・・。温かく優しい物語



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-573 火垂るの墓(実写版) 一般 平和 100分
空襲で病身の母を亡くし出征した父とは連絡が途絶えた清太は妹・節子
とともに親戚に世話になるが、冷たい仕打ちに耐えられず家を出て防空
壕で生活を始めた。ホタルのように短く儚い２人の命は・・・

D-574 ＮＩＴＡＢＯＨ 一般 劇 100分 ○
魂を揺るがすあの津軽三味線の叩き奏法を生み出した仁太坊。失明し
た少年期から、もがき苦しむ青年期の成長の過程を史実とフィクションを
交えて描き出す。精神の拠り所を失っている者への強烈なメッセージ！

D-575
年中行事アニメーションシリーズＤＶＤ
Ｐａｒｔ１（５話収録）

小学生 民族 49分 ○
なかよし鯉のぼり（こどもの日）、赤いカーネーション（母の日）、七夕さま
（七夕）、おじいちゃんはボクのヒーロー（敬老の日）、お月様とうさぎ（お
月見）

D-576
年中行事アニメーションシリーズＤＶＤ
Ｐａｒｔ２（５話収録）

小学生 民族 54分 ○
七五三と子どもたち（七五三）、神様がくれたクリスマスツリー（クリスマ
ス）、年神様とお正月（お正月）、福は内！鬼は外！（節分）、ひなまつり
（桃の節句）

D-577
落語「芝浜」より
夢ものがたり

小学生 劇 20分 ○
なまけ者の魚屋が芝浜で大金を手にし豪遊するが、朝起きると財布は
無かった。女房は大家さんと相談しそれを役所に届け、酔って夢でも見
たのだろうと言った。夫婦愛と勤労の尊さを温かく描く

D-578 木龍うるし 小学生 劇 20分 ○

淵の底に上漆がいっぱい溜まっているのを見つけたきこりの権八は、そ
れを弟の藤六に盗られないように大きな木彫りの竜の像を淵の底に沈
めました。ところが、その木彫りの竜が、動き出して兄に襲いかかってき
ました・・・

D-579 おかあさんの木 小学生 平和 22分 ○
７人の息子を戦場に送り出したお母さんは、その度に桐の苗を一本ずつ
植え一郎、二郎・・・と名前をつけ毎日話かけ、無事を祈り大切に育てま
した。子を思う母の愛と戦争の悲劇、平和の尊さを描きます

D-580 黄昏 一般 劇 112分

田舎から働きに出たキャリーは、生活に困りセールスマンのドルーエの
援助に頼り同居を始めた。一流料理店の支配人のジョージはキャリーに
会い、ドルーエの目を盗んで逢い次第に心を惹かれ話はついに結婚に
まで進んだのだったが…

D-581 市民ケーン 一般 劇 119分

新聞王ケーンの半生を回想形式で描く。新聞記者のトンプソンは、ケー
ンが残して死んだ「バラのつぼみ」という謎の言葉の意味を求めて、生前
の彼を知る人物にあたるが……。オーソン・ウェルズ監督・主演で贈る
不朽の名作

D-582 ジャンヌ・ダーク 一般 劇 100分
少女ジャンヌはイングランドとの百年戦争でフランスを勝利に導いて国
民的ヒロインとなった。敵軍に捕らえられ19歳の若さで魔女として火刑に
処せられた彼女の心理的葛藤を描く

D-583 太平洋作戦 一般 劇 99分
厳格な少佐と反抗的な部下との対立をからませ、実写フィルムを大量に
使用しガダルカナル島での壮絶な戦いを描く

D-584 硫黄島の砂 一般 劇 110分
アメリカ海兵隊の軍曹であるストライカーの隊は、硫黄島の戦いに参戦
し、摺鉢山に星条旗を掲げようとする

D-585 上総十二社祭り 一般 民俗 60分

十二社祭りは、約１２００年前の大同２年（西暦807年）から始まったとい
われ、一宮町を中心に、近隣５市町村の広域から神輿が集まり、担ぐ
人々が裸に近い姿で波打ち際を走ることから「裸祭り」の名前で親しま
れています

D-586 絶海に浮かぶ進化の島々 一般 環境 33分
小笠原諸島の自然と、そこに生息・生育する動植物の生態を、科学的な
視点で解説します。また、外来の動植物から貴重な小笠原諸島の自然
を守る、人々の様々な取り組みを紹介していきます。

D-587 守ってますか？自転車のルールとマナー 一般 交通安全 20分
自転車が加害者となる交通事故を起こさないための、「安全に、楽しく、
スマートに乗る」広報、交通安全教材です。

D-588
はなかっぱの交通安全
ケーキを求めて右・左・右

幼児 交通安全 13分 ○
はなかっぱが仲間たちと交通ルールを学んでいくアニメーションです。楽
しい物語を通じて交通ルールを解説し、なぜ交通ルールを守らなければ
ならないかを理解できる内容になっています。

D-589
ふるさと再生日本の昔ばなし
花さか爺さん　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-590
ふるさと再生日本の昔ばなし
浦島太郎　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-591
ふるさと再生日本の昔ばなし
こぶとり爺さん　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-592
ふるさと再生日本の昔ばなし
ぶんぶく茶釜　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-593
ふるさと再生日本の昔ばなし
織姫と彦星　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-594
ふるさと再生日本の昔ばなし
わらしべ長者　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-595
ふるさと再生日本の昔ばなし
かぐや姫　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-596
ふるさと再生日本の昔ばなし
三つの斧　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
三つの斧/猿の婿どの/天狗と盗人
/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

D-597
ふるさと再生日本の昔ばなし
天狗の隠れみの　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-598
ふるさと再生日本の昔ばなし
鶴の恩返し　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-599
ふるさと再生日本の昔ばなし
因幡の白兎　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-600
ふるさと再生日本の昔ばなし
大江山の鬼退治　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-601
ふるさと再生日本の昔ばなし
桃太郎　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
桃太郎/はちかつぎ姫/猫と十二支/
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

D-602
ふるさと再生日本の昔ばなし
町のねずみと田舎のねずみ　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-603
ふるさと再生日本の昔ばなし
傘地蔵　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
笠地蔵/塩ふき臼/大年(おおとし)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

D-604
ふるさと再生日本の昔ばなし
一足千里のわらじ　他8話

小学生 童話・昔話 69分 ○
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

D-605
ふるさと再生日本の昔ばなし
ヤマタノオロチ　他5話

小学生 童話・昔話 46分 ○
（全6話）
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

D-606 The A-bomb　ヒロシマで何が起こったか 一般 平和 46分
広島への原爆投下直後の貴重な映像と当事者の証言インタビューを織
り交ぜながら、原爆を知らない若い世代にもわかりやすい内容で原爆や
放射線被害の実態を伝えます。

D-607 プルート 幼児 劇 58分 ○
（全８話）プルートの遊び友達/プルートの泣き虫/プルートの動物園/プ
ルートの仲直り/プルートの名探偵/プルートのおつかい/プルートの恋
の季節/プルートのサーカス大好き

D-608 グーフィー 幼児 劇 60分 ○
（全８話）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/グーフィーのゴルフ教室/グーフィーの虎退治/グーフィーの
バスケットボール/グーフィーの大仕事/グーフィーのテニス教室

D-609 キャスパー 幼児 劇 50分 ○
（全８話）ジャングルの動物たち/北の国のキャスパー/しっぽの使い方/
羊さん救出大作戦/食いしん坊の七面鳥/カウボーイとオバケ/ゾウも風
邪をひく？/楽しいクリスマス

D-610 フィリックス・ザ・キャット 幼児 劇 60分 ○
（全８話）勇敢な王様/フィリックスと金のガチョウ/フィリックスと海の神様
/きれいなネコにはトゲがある/星占いで大災難/フィリックスオランダへ
行く/由緒正しきネコ/フィリックスのロミオとジュリエット

D-611 スマホの安全な使い方教室 中学生 防犯 23分

子供たちの間でもスマートフォンが急速に普及し、トラブルも増加してい
ます。ドラマとナビゲーターの解説を通して、個人情報の取り扱い、SNS
に潜む危険などのトピックを取り上げ、スマホの安全な使い方を学んで
いきます。

D-612
音と映像で綴る　童謡・唱歌・世界の名曲
Vol.01

小学生 芸術 17分
子供から大人まで、世代を超えて親しまれてきた童謡・唱歌・世界の名
曲を、映像を交えて楽しむ。曲目：旅愁、赤とんぼ、夕焼け小焼け、浜辺
の歌、海、夏は来ぬ

D-613
音と映像で綴る　童謡・唱歌・世界の名曲
Vol.02

小学生 芸術 19分
子供から大人まで、世代を超えて親しまれてきた童謡・唱歌・世界の名
曲を、映像を交えて楽しむ。曲目：峠のわが家、埴生の宿、故郷の空、
紅葉、案山子、椰子の実

D-614
音と映像で綴る　童謡・唱歌・世界の名曲
Vol.03

小学生 芸術 19分
子供から大人まで、世代を超えて親しまれてきた童謡・唱歌・世界の名
曲を、映像を交えて楽しむ。曲目：ローレライ、故郷、箱根八里、冬景
色、雪、叱られて

D-615
音と映像で綴る　童謡・唱歌・世界の名曲
Vol.04

小学生 芸術 16分
子供から大人まで、世代を超えて親しまれてきた童謡・唱歌・世界の名
曲を、映像を交えて楽しむ。曲目：アニー･ローリー、おお牧場はみどり、
花、春の小川、朧月夜、春が来た

D-616
音と映像で綴る　童謡・唱歌・世界の名曲
Vol.05

小学生 芸術 19分
子供から大人まで、世代を超えて親しまれてきた童謡・唱歌・世界の名
曲を、映像を交えて楽しむ。曲目：荒城の月、赤い靴、シャボン玉、七つ
の子、青い目の人形、牧場の朝

D-617 災害時の食支援 一般 防災 84分
東日本大震災において、行政、病院、学校給食、管理栄養士養成施
設、栄養士がどのような食支援を行なったのか、また、被災者の健康を
支える食支援を効果的に進めるための課題をまとめたDVDです。
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D-618
ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

小学生 防災 14分 ○
釜石市の子供たちが防災教育により、普段からどのようなことを身につ
けていたかを描き、地震や津波の起こるメカニズムや、起こった時の基
本的な身の守り方なども取り入れ、防災力向上を目的とした作品です。

D-619
あぶないめに　あったときは？
自分を守れる力を身につけよう

小学生 防犯 20分

身近な場所で犯罪の恐れがある場面を取り上げ、クイズ形式で問いか
けます。子供自身が考えながら、防犯対策の基本を学べます。子供が
危ないとはどういうことか理解し、状況に応じて、身を守る行動ができる
ようになることを目指しています。

D-620 幼い命を守れ！どう教える「避難の方法」 一般 防災 26分
幼稚園や保育所の指導者向けに、災害発生時、幼児がすぐに身を守る
行動ができるようにするためには、日常生活の中で、どのような指導の
工夫が必要なのかを紹介します。

D-621
項目別 介護技術のコツと実践 Vol.1
身体を動かす・日頃の健康管理

一般
保健・健

康
60分

臨場感あふれる映像と目的・項目ごとの解説で、学びたい介護ケアを素
早く習得できる構成の実用DVD。施設や在宅での介護技術の向上、家
庭での介護負担軽減、寝たきり予防に必要な介護技術の習得に役立ち
ます。

D-622
項目別 介護技術のコツと実践 Vol.2
もしもの対応・リハビリテーション

一般
保健・健

康
46分

臨場感あふれる映像と目的・項目ごとの解説で、学びたい介護ケアを素
早く習得できる構成の実用DVD。施設や在宅での介護技術の向上、家
庭での介護負担軽減、寝たきり予防に必要な介護技術の習得に役立ち
ます。

D-623
項目別 介護技術のコツと実践 Vol.3
清潔を保つ・排せつのお世話

一般
保健・健

康
50分

臨場感あふれる映像と目的・項目ごとの解説で、学びたい介護ケアを素
早く習得できる構成の実用DVD。施設や在宅での介護技術の向上、家
庭での介護負担軽減、寝たきり予防に必要な介護技術の習得に役立ち
ます。

D-624 聲の形（こえのかたち） 中学生 人権 30分

同名の漫画を原作とする。現代の子どものリアルな表現を描きつつ、
「いじめ」や「障害者との共生」などの難しいテーマを自然に考えさせる。
いじめや障害に対する意識と知識を高め、学校や家庭内で話し合うきっ
かけとなる教材です。

D-625 森の中の淑女たち 一般 劇 101分

カナダ、ケベック州の片田舎、モントレンブラントの森で一台のバスがエ
ンジントラブルを起こし、乗客と運転手は森の中の廃屋で共同生活を送
ることになる。異なる人生を歩んできた七人の老婦人と女性運転手の姿
を描く人間ドラマ。

D-626
人生をダメにしないで
違法ドラッグの危険性

一般
保健・健

康
22分

違法ドラッグが身体与える影響や、危険性を科学的に検証しています。
また、法律的になぜ違法なのか、厚生労働省が打ち出した｢包括指定｣
などを盛り込みながら、違法薬物に対する正しい知識を身につける内容
となっています。

D-627
子育てに希望を！
児童虐待のない社会のために

一般 人権 19分

児童虐待の増加が大きな社会問題になっています。母親なら誰でも感じ
ることのある子育ての不安から起因する問題とその解決法を、再現ドラ
マや、埼玉県和光市での地域ぐるみの取り組みを見ていきながら、わか
りやすく紹介します。

D-628
悩む子供の話を聞こう
子どものうつ病と自殺対策

一般 家庭 23分
うつ病を原因とした子供の自殺という悲劇をおこさせないために、身近
にいる教師・保護者が、うつ病についての正しい知識を身につけ、子共
のうつ病の早期発見と対策方法について解説します。

D-629
歯周病菌は赤ちゃんにもうつる
女性と歯周病対策

一般
保健・健

康
14分

女性はホルモンバランスの変化により、歯周病にかかりやすい傾向にあ
ります。女性ホルモンと歯周病の関係を描きながら、セルフケアとプロ
フェッショナルケアで、早期に歯周病予防・改善に取り組む大切さを訴え
ます。

D-630
パパもいっしょいに見たい！聞きたい！
初めての赤ちゃんのこと 1巻
「もうすぐ出産～生まれてすぐ」

一般 家庭 26分

パパのための実践的な育児情報やママへのサポートなど、これからの
育児生活の手助けとなるDVD教材。出産にむけての準備や情報を解説
し、生まれてすぐに行う授乳や沐浴、オムツ替えの方法などをまとめまし
た。

D-631
パパもいっしょいに見たい！聞きたい！
初めての赤ちゃんのこと 2巻
「赤ちゃんの生活・健康・安全」

一般 家庭 23分

赤ちゃんが成長するにつれて外出する機会が増えたり、ハイハイを始め
たりと行動範囲も広がり、ケガや病気の心配が増えます。産後の赤ちゃ
んに起こりやすいケガや病気への対策、日常生活について気をつける
点をまとめました。

D-632
パパもいっしょいに見たい！聞きたい！
初めての赤ちゃんのこと 3巻
「パパの育児と祖父母との関わりかた」

一般 家庭 23分
パパにも役立つ育児の基本や、パパならではの育児の関わりについて
解説します。今と昔の子育ての違いについても学び、 おじいちゃん・お
ばあちゃんとのコミュニケーションに役立てていただけます。

D-633
ファーブル昆虫記　１
ハチのなかまたち

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「コノハナバチ」「ツチスガリ」「トックリバチ」、むしムシ
まめちしき「こんちゅうのからだのつくり」。

D-634
ファーブル昆虫記　２
アリとオトシブミ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「サムライアリ」「オトシブミ」、むしムシまめちしき「こん
ちゅうのすむばしょ」。

D-635
ファーブル昆虫記　３
セミとオサムシ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「セミ」「オサムシ」、むしムシまめちしき「こんちゅうの
たべもの」。

D-636
ファーブル昆虫記　４
モンシロチョウとカメムシ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「モンシロチョウ」「オオクジャクヤママユ」「カメムシ」、
むしムシまめちしき「むしのそだちかた」。

D-637
ファーブル昆虫記　５
カマキリとミノムシ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「カマキリ」「ミノムシ」「ゴミムシ」、むしムシまめちしき
「さなぎにならないむし」。

D-638
ファーブル昆虫記　６
クモとシデムシ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「コモリグモ」「コガネグモ」「シデムシ」、むしムシまめ
ちしき「こんちゅうのからだのいろ」。

D-639
ファーブル昆虫記　７
コオロギとゾウムシ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「コオロギ」「ゾウムシ」「ツチハンミョウ」、むしムシま
めちしき「どくをもつむし」。

D-640
ファーブル昆虫記　８
バッタとカミキリムシ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「バッタ」「カミキリムシ」「ハエ」、むしムシまめちしき
「むしのどうわ」。

D-641
ファーブル昆虫記　９
センチコガネとアワフキムシ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「センチコガネ」「アワフキムシ」「ハナムグリ」、むしム
シまめちしき「むしのさがしかた」。

D-642
ファーブル昆虫記　１０
フンコロガシとサソリ

小学生 理科 40分 ○
昆虫たちの生き方とすばらしい知恵をつづった「ファーブル昆虫記」をア
ニメで紹介します。「フンコロガシ」「サソリ」、むしムシまめちしき「こん
ちゅうのかいかた」



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-643 ズッコケ三人組の火あそび防止大作戦 幼児 防災 11分 ○
火に興味を持ち始める小さな子供向けに、｢ズッコケ三人組｣のキャラク
ターを主人公にし、火あそびの危険性、火の恐ろしさを伝えます。

D-644 火災から命を守る８つのポイント 一般 防災 19分
全国各地で毎日のように発生する住宅火災。住宅火災から命を守るに
は、3つの習慣、5つの対策が重要です。その8つのポイントを一つ一つ
検証します。

D-645
「一気飲み」が死亡事故へ
急性アルコール中毒の危険

一般
保健・健

康
20分

大学生活を送っていた健康な若者が、飲酒によって突然、命を落とす
…。あってはならない悲劇が何度も繰り返されている。アルコールの持
つ恐ろしい一面と、背景にある問題点を、ナビゲーターと共に探ってい
く。

D-646 サクラサク 一般 劇 107分
さだまさし原作の小説を映画化。認知症の父親と、家族を顧みず仕事に
没頭してきた息子、そしてその家族の再生を描く、家族のロードムー
ビー。

D-647 トロッコ 一般 劇 116分
芥川龍之介原作の短編小説「トロッコ」をモチーフに、舞台を台湾に移し
映画化した作品。急死した父親の納骨のため台湾を訪れた、幼い兄弟
の冒険と成長、家族の絆を描いた物語。

D-648 Little DJ　小さな恋の物語 一般 劇 128分

野球とラジオが大好きな少年は病に倒れ入院するが、ふとしたことから
院内放送でラジオDJをすることになる。そんなある日、交通事故で入院
してきた１つ年上の少女と出会う。70年代の函館を舞台にした、切ない
初恋の物語。

D-649 ポテチ 一般 劇 86分
プロ野球のスター選手と空き巣を生業とする人。同じ生年月日でありな
がら、対照的な人生を歩む2人の青年。別々の人生を歩んでいるかのよ
うにおもえた2人は、目に見えない強い力で引き寄せられていった…。

D-650 横道世之介 一般 劇 164分

世之介は長崎県から大学進学のため上京した18歳。どこか図々しくも人
の頼みを断れないお人好しの世之介は、仲間たちとともに青春時代を過
ごす。16年後、そこに彼の姿はなく、思い出の片隅の真ん中で、彼はい
つも笑っている。

D-651
三遊亭楽太郎十八番集1
薮入り、お化長屋

一般 民族 61分
平成20年8月に六代目三遊亭圓楽襲名を発表した三遊亭楽太郎。還
暦・芸能生活40周年を迎える平成22年3月2日の襲名式に合わせた襲名
記念作品。

D-652
三遊亭楽太郎十八番集2
禁酒番屋、死神

一般 民族 69分
平成20年8月に六代目三遊亭圓楽襲名を発表した三遊亭楽太郎。還
暦・芸能生活40周年を迎える平成22年3月2日の襲名式に合わせた襲名
記念作品。

D-653
三遊亭楽太郎十八番集3
明烏、芝浜

一般 民族 71分
平成20年8月に六代目三遊亭圓楽襲名を発表した三遊亭楽太郎。還
暦・芸能生活40周年を迎える平成22年3月2日の襲名式に合わせた襲名
記念作品。

D-654
スマホ・ケータイしながら大丈夫？
「ながら」の行動が交通事故へ

小学生 交通安全 17分
小学生向けに、なぜ歩きスマホや歩きゲームが危険なのか、実験をまじ
えながら科学的に検証します。そして、どうすれば事故を防げるか、方法
を詳しく紹介します。

D-655
その自転車の運転危険です！
交通事故を検証する

中学生 交通安全 18分

自転車スマホの危険性を示し、自転車を安全に乗るためのルールや、
違反者への措置内容を詳しく紹介します。中高校生に、自転車スマホに
よる事故の恐ろしさと正しい自転車の乗り方を理解してもらい、自転車
事故の撲滅を目指します。

D-656
危険！自動車運転中のスマホ
事故発生のメカニズム

一般 交通安全 15分
近年増加している、運転中のスマホ操作による交通事故。その危険性を
科学的に検証し、運転スマホの危険性と防止を訴えるとともに、安全運
転の大切さを呼びかけます。

D-657 全社員・職員で学ぶ！マイナンバー漏洩対策 一般 職業 26分
マイナンバーが漏洩してからではもう遅い！ 映像で学ぶマイナンバーの
漏洩を防ぐ研修用DVD。 マイナンバーの重要性と基本知識が身につ
き、取り扱いの注意点を短時間で解説します。

D-658 金色のクジラ 小学生 人権 25分 ○
小さな弟ゆういちは白血病と診断され、兄のつとむは、自分の骨髄液を
提供し弟の命を救うために、手術室に入ってきます。骨髄移植をテーマ
にした、兄弟愛、家族愛を描いた感動の物語。

D-659 太田のエンヤーホー 一般 民族 59分
旭市太田八坂神社に伝わる、悪霊を払い豊作を祈願する民俗芸能「つく
舞」の一つ。豊作祈願と子宝祈願の無言劇のあと、子どもたちの「エン
ヤーホー」というかけ声に合わせて演じられます。

D-660 スマホの落とし穴 親子・地域で考えよう 小学生 防犯 34分
スマートフォンは便利ですが、危険なこともたくさんあります。 スマート
フォンを使うときにありがちな問題を6つのドラマで紹介し、安全に楽しく
使用するためのポイントを学んで上手に使いこなしましょう。

D-661-1 チョッちゃん物語 小学生 平和 80分 ○
戦争という激動の時代を、妻として、母として、家族の絆を大切にし明る
く生き抜いてきた、黒柳朝さんの生き方をモチーフに「平和の大切さ」「生
命の尊さ」を感動的に描く。

D-661-2 チョッちゃん物語　バリアフリー版 小学生 平和 80分 ○
戦争等いう激動の時代を、妻として、母として、家族の絆を大切にし明る
く生き抜いてきた、黒柳朝さんの生き方をモチーフに「平和の大切さ」「生
命の尊さ」を感動的に描く。

D-662 マララ　教育を求めて闘う少女 一般 人権 30分
ノーベル平和賞を受賞したパキスタンの少女マララ・ユスフザイ。暴力に
屈することなく、女子教育の必要性を訴え続ける彼女の映像から、その
素顔と信念を見る。そして教育を受ける価値を改めて問う。

D-663
げんきげんきノンタン
コロコロことばいえるかな？

幼児 劇 32分 ○
おはなし「コロコロことばいえるかな」「なかよくクッキー」「あっぷっぷすも
う」「ゆきあそび」「とべとべてんまでとどけ」

D-664
げんきげんきノンタン
だいすきABC

幼児 劇 31分 ○
おはなし「だいすきABC」「シャカシャカかきごおり」「げんき　げんき」「の
こしちゃダメダメ」「たんぽぽとんだ」

D-665
げんきげんきノンタン
まいごはだあ～れ？

幼児 劇 31分 ○
おはなし「まいごはだあ～れ？」「まねっこタータン」「あかいはっぱきいろ
いはっぱ」「じてんしゃゆんびゅん」「まほうのカラーボード」

D-666
げんきげんきノンタン
はっぱっぱカルタだれのこえ？

幼児 劇 32分 ○
おはなし「はっぱっぱカルタだれのこえ？」「もういいかい？」「いつもいっ
しょにね」「ひらがなボールわかるかな？」「ノンタンのたからもの」



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-667
げんきげんきノンタン
はみがきしゅこしゅこ

幼児 劇 32分 ○
おはなし「はみがきしゅこしゅこ」「とびだせ！イングリッシュ」「おふろで
ちゃぷちゃぷ」「おおきくなったら」「キラキラシャンシャンおやすみなさい」

D-668
げんきげんきノンタン
うたおう！クリスマス

幼児 劇 30分 ○
おはなし「ノンタン！サンタクロースだよ」」、歌「風も雪も友達だ」「ソリす
べり」「さあかざりましょう」「赤鼻のトナカイ」「たのしいクリスマス」「サンタ
が町にやってくる」「きよしこの夜」「素敵な雪景色」

D-669
げんきげんきノンタン
がんばるもん

幼児 劇 32分 ○
おはなし「がんばるもん」「てんてんくんとまんまるちゃん」「およぐのだい
すき」「ド・レ・ミであそぼ」「ノンタンのたんじょうび」

D-670
げんきげんきノンタン
いたいのとんでけ～

幼児 劇 32分 ○
おはなし「いたいのとんでけ～☆」「えいごで1・2・3」「ボールまてまてま
て」「ぱっぱらぱなしおかたづけ」「じゅんばんじゅんばん」

D-671
げんきげんきノンタン
でかでかありがとう

幼児 劇 32分 ○

おはなし「でかでかありがとう」、歌「ノンタン、タータンおはよう」「ノンタン
たいそう」「むすんでひらいて」「くりの木メドレー 大きな栗の木の下で～
てをたたきましょう」「みんながんばるもん」「10人のノンタン」「でかでかあ
りがとう」

D-672
げんきげんきノンタン
スプーンたんたんたん

幼児 劇 35分 ○
おはなし「スプーンたんたんたん」「おひるねごろごろ」「おねしょでしょん」
「ほわほわほわわ」「テッテケむしむし」

D-673 赤ずきんちゃんと学ぼう！交通ルール 幼児 交通安全 32分 ○
赤ずきんちゃんがおばあちゃんの家に行く途中で、道路の歩き方や、横
断歩道の渡り方などを学んでいきます。子供たちが歩行者として守るべ
き交通ルールの基本を、分かりやすく解説していきます。

D-674
問われる住民の防災力
自助・共助の輪を広げよう

一般 防災 22分
木造住宅密集地の自主防災組織、津波が予想されている沿岸の自主
防災組織、そして東日本大震災で、実際に津波から逃れた人の体験談
も紹介しながら、大地震に備える自助・共助の大切さを考えます。

D-675
世界の名作童話１
ジャックと豆の木　ほか3話

幼児
童話・昔

話
60分 ○

世界の名作童話を、各お話ごとに、物語に登場した物・人・動詞などを英
語で解説したワンポイントレッスンを交えてお届けします。「ジャックと豆
の木」「青い鳥」「にんぎょひめ」「たからじま」

D-676
世界の名作童話２
ピーターパン　ほか3話

幼児
童話・昔

話
60分 ○

世界の名作童話を、各お話ごとに、物語に登場した物・人・動詞などを英
語で解説したワンポイントレッスンを交えてお届けします。「ピーターパ
ン」「ねむりの森のひめ」「アリババのぼうけん」「ガリバー旅行記」

D-677
世界の名作童話3
マッチうりの少女　ほか3話

幼児
童話・昔

話
60分 ○

世界の名作童話を、各お話ごとに、物語に登場した物・人・動詞などを英
語で解説したワンポイントレッスンを交えてお届けします。「マッチうりの
少女」「アラジンと魔法のランプ」「ゆきの女王」「そんごくう」

D-678
世界の名作童話４
おやゆび姫　ほか3話

幼児
童話・昔

話
60分 ○

世界の名作童話を、各お話ごとに、物語に登場した物・人・動詞などを英
語で解説したワンポイントレッスンを交えてお届けします。「おやゆび姫」
「王さまの耳はロバの耳」「白鳥のみずうみ」「ふしぎの国のアリス」

D-679 美女と野獣 一般 劇 113分
囚われの身となったベルは、恐ろしい野獣の、悲しい瞳に惹かれていく。
彼が野獣になった本当の理由…その秘密は“真実の愛”だけが解き明
かす。ファンタジーの傑作を、原作小説に基づき実写映画化。

D-680 旅立ちの島唄～十五の春～ 一般 劇 114分

沖縄県南大東島には高校がなく、島唄グループでリーダーの中学3年生
の優奈も、1年後には生まれ育った島を出なければならない。家族と離
れることへの不安や、未知の世界への好奇心を胸に、精一杯の思いを
込めて旅立ちの島唄を歌う。

D-681
障害のある子障害のない子
～ちがいを認めて助け合おう～

小学生 人権 18分

一人一人の障害の特性や症状に合わせた「合理的配慮」の仕方を具体
的に示し、障害の有無に関わらず、誰もが同じように遊び、学び、生き生
さと暮らす権利があることを理解させ、共に認め合い、助け合っていくこ
との大切さを訴えます。

D-682 三遊亭小遊三の高齢者の交通安全 高齢者 交通安全 17分
三遊亭小遊三師匠を案内役に、身体能力の衰えを自覚した歩き方と自
転車の運転ルールを紹介します。高齢者の皆さんに交通事故にあわな
い行動を、楽しくわかりやすくお伝えします。

D-683
林屋木久扇・木久蔵の高齢者を狙う詐欺・悪質
商法

高齢者 防犯 30分
高齢者を狙った詐欺。悪徳商法の被害にあわないための対策法、周囲
の見守りの大切さを、林屋木久扇・木久蔵の親子師匠が演じる落語を
楽しみながら学びます。

D-684 能　鑑賞入門 一般 芸術 25分
六百年を超えて感動を与え続ける伝統演劇「能」。その歴史をはじめとし
て、能舞台、能面と装束、演技の特色などをわかりやすく解説した能鑑
賞の手引きです。

D-685 狂言　鑑賞入門 一般 芸術 27分
「能」と並ぶ日本の伝統演劇「狂言」。舞台、家の継承、演技の伝承、稽
古、謡と舞、狂言面、装束など狂言の鑑賞のための基本的な事項をわ
かりやすく解説します。

D-686
海上保安庁DVDシリーズVol.1
海上保安官が見た巨大津波と
東日本大震災復興支援

一般 防災 118分
東北地方の海上保安部・署6箇所で記録された巨大津波映像と東日本
大震災復興支援のために、海上や破壊された港湾で活動する潜水士の
姿を中心とした記録映像と現地取材映像を118分収録。

D-687
海上保安庁DVDシリーズ Vol.2
南極観測船「宗谷」と巡視船「そうや」

一般 職業 82分

南極観測船「宗谷」の大改造・第一次南極観測から第三次南極観測ま
での貴重な記録写真や記録映像と、研究者・海上保安官が語る、巡視
船「そうや」による17年にわたるオホーツク海 海氷観測の内容・意義を
収録。

D-688
海上保安庁DVDシリーズ Vol.3
五管の海上保安官

一般 職業 42分

兵庫、大阪、滋賀、奈良、和歌山、徳島及び高知各府県の区域及びそ
の沿岸水域を管轄する、第五管区海上保安本部の海上保安官たちが
行っている訓練を42分収録。

D-689
海上保安庁DVDシリーズ Vol.4
特殊救難隊　36名のSpecial Rescue Team

一般 職業 60分

特殊救難隊が日々行っている訓練の一部をご紹介したい。また、訓練
の成果が発揮される実際の出動シーンを特殊救難隊員のヘルメットに
つけられたカメラや、ヘリコプターに搭載されたカメラの映像で紹介す
る。

D-690 フレンドリーバニーマイロ　1 幼児 劇 30分 ○
可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちとの楽しい物語。マイロ
と雪だるま／マイロと雪／マイロと金魚／手作りの小さな家／おかたづ
け／屋根うら部屋／ねこが来た

D-691 フレンドリーバニーマイロ　2 幼児 劇 30分 ○
可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちとの楽しい物語。けがし
た鳥／マイロのおそうじ隊／おんがく大好き／マイロと歯の妖精／水も
れ／マイロとサーカス



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-692 フレンドリーバニーマイロ　3 幼児 劇 30分 ○
可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちとの楽しい物語。マイロ
と自転車／おばけが出た／マイロとクモ／ひよこが消えた／マイロまち
へ出かける／子ねこがうまれる／おふろ

D-693 フレンドリーバニーマイロ　4 幼児 劇 30分 ○
可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちとの楽しい物語。ハリネ
ズミのピックピック／おじいちゃんとなかよし／マイロと見知らぬおばさん
／もったいない／大げんか／キャンプ

D-694 フレンドリーバニーマイロ　シーズン2　1 幼児 劇 30分 ○
可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちとの楽しい物語。海水
浴／パパとママのけんか／マイロ、パパの会社に行く／ママのいない夜
／あかちゃんがきた／ひとを好きになること／おなかが痛い

D-695 フレンドリーバニーマイロ　シーズン2　2 幼児 劇 30分 ○
可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちとの楽しい物語。タイヤ
の交換／こわいもの知らず／はずかしがり屋の女の子／マイロとノラ／
砂のお城／さかな釣り

D-696 フレンドリーバニーマイロ　シーズン2　3 幼児 劇 30分 ○
可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちとの楽しい物語。縁日
／ママのたんじょう日／自然をたいせつに／もう怖くない／良くないこと
ば／マイロ、俳優をめざす／はずかしいこと

D-697 フレンドリーバニーマイロ　シーズン2　4 幼児 劇 30分 ○
可愛い子ウサギ・マイロを取り巻く人や動物たちとの楽しい物語。ベリー
摘み／消化不良／エイプリルフール／変身ごっこ／こどもの夢とおとな
の夢／庭の生き物

D-698
突然、高熱が…感染拡大
その症状と予防策

一般
保健・健

康
25分

感染症についての基本的な知識とその予防方法を身に付け、自分自身
と家族、周りの人々を感染症から守るために正しく実践していくことの大
切さを訴えます。

D-699
昭和30年代の日本・家族の生活　都会の子供た
ち編

一般 家庭 142分
敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和30年代の日本の姿を、ニュー
ス映画から当時の出来事を振り返り、また短編映画で都市と農村の生
活を懐かしむ。

D-700 昭和30年代の日本・家族の生活 都会のくらし編 一般 家庭 148分
敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和30年代の日本の姿を、ニュー
ス映画から当時の出来事を振り返り、また短編映画で都市と農村の生
活を懐かしむ。

D-701 昭和30年代の日本・家族の生活 農村のくらし編 一般 家庭 133分
敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和30年代の日本の姿を、ニュー
ス映画から当時の出来事を振り返り、また短編映画で都市と農村の生
活を懐かしむ。

D-702 父と暮せば 一般 劇 99分
原爆の投下から3年、図書館に勤める美津江の前に1人の青年が現れ
る。彼に心惹かれながらも、ひとり生き残ったことに負い目を感じ恋心を
押さえつけようとする美津江を父は常に励まし続けるのだが……。

D-703 ネコのミヌース 一般 劇 83分
新聞記者のティベはある日、木に登って降りられなくなっていた女の子ミ
ヌースを助け、ひょんなことから一緒に住むことになる。ところが、ミヌー
スはある日突然ネコから人間に変身してしまった女の子だったのだ。

D-704 チップとデール リスの山小屋合戦 幼児 劇 56分 ○
（全８話）リスの山小屋合戦／リスの住宅難／リスの食糧難／リスの
コールタール騒動／リスとヒヨコ／リスの雪かき／リスのテストパイロット
／プルートのクリスマスツリー

D-705
世界ウルルン滞在記 特別編
忘れない！戦場で傷ついた子どもたち
～ドイツ国際平和村の記録～

一般 平和 98分
1967年の創立以来、世界各国で続く内戦や紛争で傷ついた子供たちを
受け入れ、治療し、母国へ帰す活動をしてきたドイツ国際平和村の活動
のドキュメンタリー。

D-706
まず命を守る備え
集合住宅・マンションの防災対策

一般 防災 22分
規模の違う2つのマンションの大地震に備える取り組みを紹介しながら、
マンション・集合住宅の自主防災のあり方を考えます。

D-707
気象災害から命を守る
「想定外」はいま、起きるかもしれない

一般 防災 49分
近年、想定を超える規模の気象災害が多発しています。ゲリラ豪雨とそ
れに伴う災害を中心に取り上げ、気象に関する正しい知識と、命を守る
正しいすべを伝えます。

D-708
ズッコケ三人組のぼうさい教室
地しんから身を守ろうの巻

幼児 防災 14分 ○
小さな子供向けに、｢ズッコケ三人組｣のキャラクターを主人公にし、わか
りやすく基本的な防災知識と防災行動を伝えます。

D-709 ねずみくんのチョッキ（２） 幼児 劇 38分 ○
お母さんが編んでくれた赤いチョッキが自慢のねずみくんと、ゆかいな仲
間たちの楽しいお話。全６話を収録。

D-710 映画 深夜食堂 一般 劇 119分
繁華街の路地裏にある深夜営業の食堂「めしや」に、マスターの料理と
居心地の良さを求めて集まってくる人々の、様々な人間模様が展開す
る。

D-711 そして父になる 一般 劇 121分

一流企業に勤め幸せな家庭を築き、順風満帆な人生を過ごす主人公の
もとに産院から連絡が入り、6歳になる息子は取り違えられた他人の子
供だと判明する。血縁か共に過ごした時間か、選択を迫られた家族の苦
悩や葛藤を描く。

D-712
ナショナルジオグラフィック
太平洋の楽園のレッドリスト
ハワイのモンクアザラシ

一般 理科 51分
太平洋の真ん中にある、北西ハワイ諸島に暮らすハワイアンモンクアザ
ラシは、生息数およそ1300頭と絶滅の危機にあります。特殊な小型カメ
ラによりその生態が明らかになります。

D-713
ナショナルジオグラフィック
森の建築家ビーバー物語

一般 理科 50分
アメリカロッキー山脈のふもとに暮らすビーバー家族の春夏秋冬に密着
しました。新たに巣立ったビーバーは初めての冬を乗り越えられるので
しょうか。

D-714
ナショナルジオグラフィック
ホッキョクグマ 解けゆく氷の上で

一般 理科 52分
地球温暖化の影響で北極圏の気温が上がり、流氷もえさになるアザラ
シもやってこない。氷の上で生活するホッキョクグマは、生きのびること
ができるのでしょうか。

D-715
ウォルト・ディズニー名作アニメ集
赤ずきんちゃん　ほか7話

幼児
童話・昔

話
63分 ○

ウォルト・ディズニー初期の名作アニメ集。「赤ずきんちゃん」「サンタの
オモチャ工場」「海の王ネプチューン」「魔法使いの森」「小鳥の冒険」
「クッキーのカーニバル」「子どもの夢」「3匹の親なし子ねこ」

D-716
ウォルト・ディズニー名作アニメ集
3匹の子ぶた　ほか7話

幼児
童話・昔

話
63分 ○

ウォルト・ディズニー初期の名作アニメ集。「3匹の子ぶた」「田園交響楽」
「いたずら子猫」「うさぎとかめと花火合戦」「真夜中の舞踏会」「空飛ぶネ
ズミ」「フグとペンギン」「田舎のねずみ」



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-717
ウォルト・ディズニー名作アニメ集
うさぎとかめ　ほか7話

幼児
童話・昔

話
70分 ○

ウォルト・ディズニー初期の名作アニメ集。「うさぎとかめ」「子猫の武勇
伝」「小さなハイアワサ」「子ぞうのエルマー」「オオカミは笑う」「ネズミ三
銃士」「音楽の国」「花と木」

D-718
ウォルト・ディズニー名作アニメ集
みにくいアヒルの子　ほか7話

幼児
童話・昔

話
64分 ○

ウォルト・ディズニー初期の名作アニメ集。「みにくいアヒルの子」「黄金
の王子様」「ノアの箱船」「蓮池の赤ん坊たち」「楽しい復活祭」「踊るニワ
トリ」「かしこいメンドリ」「森の音楽会」

D-719
ウォルト・ディズニー名作アニメ集
アリとキリギリス　ほか7話

幼児
童話・昔

話
64分 ○

ウォルト・ディズニー初期の名作アニメ集。「アリとキリギリス」「サンタの
プレゼント」「風車小屋のシンフォニー」「モスの消防隊」「おとぎの王国」
「人魚の踊り」「働き子ぶた」「子守歌」

D-720
ウォルト・ディズニー名作アニメ集
青い自動車　ほか7話

幼児
童話・昔

話
78分 ○

ウォルト・ディズニー初期の名作アニメ集。「青い自動車」「メロディ」「フッ
トボール」「チキン・リトル」「ペリカンとシギ」「勇敢な機関士」「フランクリン
物語」「牡牛のフェルディナンド」

D-721
ウォルト・ディズニー名作アニメ集
フィガロとクレオ　ほか7話

幼児
童話・昔

話
75分 ○

ウォルト・ディズニー初期の名作アニメ集。「フィガロとクレオ」「子猫の
フィガロ」「フィガロとフランキー」「優しきライオン・ランバート」「ちびのヘラ
ジカ・モリス」「りんご作りのジョニー」「プカドン交響曲」「ちいさな家」

D-722 天王寺おばあちゃんゾウ　春子最後の夏 一般 劇 99分
昭和25年にタイから大阪の天王寺動物園へ来園し、64年間にわたり大
阪の人々に愛され続けた、ゾウの春子とその飼育員の最後の日々を
追った感動のドキュメンタリー。

D-723
安全でおいしい食べ物を考える
日本一おいしいお米を作る

一般 職業 16分
私達が毎日食べているお米がどのようにして作られているのか、全国
米・食味分析鑑定コンクールで4年連続金賞を受賞している、山形県の
遠藤五一さんの稲作を通じて紹介する。

D-724
安全でおいしい食べ物を考える
有機農業で育てる米や野菜

一般 職業 16分
農号とはどんな仕事なのか、35年前から有機農業に取り組んできた山
形県高畠町の米づくり・野菜づくりを見ながら、その営みをわかりやすく
解説する。

D-725
安全でおいしい食べ物を考える
私の農業体験

一般 職業 16分
有機農業に取り組んでいる山形県高畠町の農家で、都会の中学生、高
校生、大学生たちが農業体験をする様子を紹介する。

D-726
わっかカフェへようこそ～ココロまじわるヨリドコ
ロ～

小学生 人権 35分
わっかカフェにあつまるいろいろなひとたちのやりとりから、様々は人権
について学ぶ「インターネットによる人権侵害」「高齢者の人権」「外国人
の人権」

D-727 殿さまの茶わん 小学生
童話・昔

話
16分 ○

小川未明原作の童話をアニメ化した作品。名工の作った美しい薄手の
茶わんであっても、使う人のことを考えていなければ何の意味もない。親
切心とは何か考えさせる作品。

D-728 きずだらけのりんご 小学生 人権 23分 ○
人間に化けてだました少女と友達になったいたずらたぬきのゲンタ。だ
んだんと嘘をついているのに耐えられなくなってきたゲンタだったが、あ
る日嘘を隠し通そうとして大変なことに…。

D-729 アルプスの少女ハイジ　アルムの山（前編） 一般 劇 89分 ○
名作テレビアニメーションを再編集した総集編の前編。ハイジがアルム
の山にやってくるところから、フランクフルトでのクララとの出会いを描く。

D-730 アルプスの少女ハイジ　ハイジとクララ（後編） 一般 劇 91分 ○
名作テレビアニメーションを再編集した総集編の後編。ホームシックに
なってしまったハイジはアルムの山に帰り、すっかり元気を取り戻す。そ
こへ静養のためにクララが訪れる。

D-731 アルプスの少女ハイジ　長編アニメーション映画 一般 劇 107分 ○
名作テレビアニメーションを再編集し劇場公開された作品。元気いっぱ
いの少女ハイジのアルムの山での生活や仲間たちとの心の交流を描
く。

D-732 アニメ文学館　伊豆の踊子・野菊の墓 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。伊豆の踊子／川端康
成、野菊の墓／伊藤左千夫

D-733 アニメ文学館　風立ちぬ・春琴抄 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。風立ちぬ／堀辰雄、春
琴抄／谷崎潤一郎

D-734 アニメ文学館　太陽の季節・オリンポスの果実 一般 文学 48分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。太陽の季節／石原慎
太郎、オリンポスの果実／田中英光

D-735 アニメ文学館　舞姫・たけくらべ 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。舞姫／森鴎外、たけくら
べ／樋口一葉

D-736 アニメ文学館　あすなろ物語・人生劇場 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。あすなろ物語／井上
靖、人生劇場／尾崎士郎

D-737 アニメ文学館　放浪記・奉教人の死・高安犬物語 一般 文学 73分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。放浪記／林芙美子、奉
教人の死／芥川龍之介、高安犬物語／戸川幸夫

D-738 アニメ文学館　潮騒 一般 文学 47分 ○ 日本文学の名作をアニメーションでお届けする。潮騒／三島由紀夫

D-739 アニメ文学館　ぼっちゃん 一般 文学 47分 ○ 日本文学の名作をアニメーションでお届けするぼっちゃん／夏目漱石。

D-740 アニメ文学館　ビルマの竪琴 一般 文学 47分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。ビルマの竪琴／竹山道
雄

D-741 アニメ文学館　姿三四郎 一般 文学 70分 ○ 日本文学の名作をアニメーションでお届けする。姿三四郎／富田常雄
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D-742
アニメ文学館　ホームタウンの事件簿・天からの
声

一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。ホームタウンの事件簿・
天からの声／赤川次郎

D-743 アニメ文学館　友情・学生時代 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。友情／武者小路実篤、
学生時代／久米正雄

D-744 命を奪う熱中症～熱中症予防を検証する～ 高齢者
保健・健

康
24分

日頃行っている熱中症対策に思わぬ落とし穴があることを、様々な観点
から専門家の解説を交えてお伝えし、高齢者の体質に見合った正しい
予防方法を紹介します。

D-745 人生の達人！高齢者いきいき安全運転 高齢者 交通安全 25分
年々増加している高齢ドライバーによる交通事故には、身体機能の低
下が大きくかかわっています。事故事例を検証し、機能低下をどのよう
に補っていけばよいかを描いています。

D-746
ズッコケ三人組の自転車教室
安全な乗り方を身に着けようの巻

幼児 交通安全 14分 ○
小さな子供向けに、｢ズッコケ三人組｣のキャラクターを主人公にし、自転
車の安全な乗り方、交通ルールやマナーを楽しく紹介しています。

D-747 LGBTを知ろう 一般 人権 20分
セクシャル・マイノリティであるLGBTの人たちを取り巻く現状を理解し、
職場や教育現場でどのように取り組んでいけばよいか解説しています。

D-748 ポパイ　ポパイの高いびき 小学生 劇 54分 ○
船乗りポパイと仲間たちの愉快はお話。「ポパイの高いびき」「世界一の
船乗り」「シンデレラ物語」「家の中は大洪水」「ポパイの記念日」「タク
シー合戦」「あしたは結婚式」「ヘラクレスとホウレン草」

D-749 ポパイ　お化け騒動 小学生 劇 49分 ○
船乗りポパイと仲間たちの愉快はお話。「お化け騒動」「ポパイの私立探
偵」「もぐら君のいたずら」「ピクニック騒動」「大統領選挙」「ポパイのボク
シング」「裁判騒動」「白ありの総攻撃」

D-750 ポパイ　テレビの人気者 小学生 劇 49分 ○
船乗りポパイと仲間たちの愉快はお話。「テレビの人気者」「オリーブの
迷信」「ポパイとブルートの引っ越し屋」「ポパイのプロポーズ」「ポパイの
占い師」「独立記念日の災難」「商売仇」「幽霊船」

D-751 はとよひろしまの空を 小学生 平和 21分 ○
少年と一羽の鳩の短い生涯を通して、かけがえのない命と平和につい
て考えます。

D-752 疎開した40万冊の図書 一般 平和 102分
戦争中、都立日比谷図書館の蔵書の一部と民間人から買い上げた貴
重な図書40万冊が疎開し戦火を免れた。戦争中に「本」を守った人々の
ドキュメンタリー。

D-753 熊本地震から学ぶこんな対策があなたを救う 一般 防災 26分
平成28年4月に発生した熊本地震の5つの特徴から学ぶ教訓を、被害に
遭われた方へのインタビューや資料映像に加え、専門家による解説を
交えて紹介します。

D-754 震災の記録Ⅰ 一般 防災 26分
時代を越え、大地震の災禍を記録映像でリアルにお伝えします。①関東
大震災(大正12年)、②関西大震災(昭和21年)、③福井大地震(昭和23
年)

D-755 震災の記録Ⅱ 一般 防災 28分
時代を越え、大地震の災禍を記録映像でリアルにお伝えします。①十勝
沖地震(昭和27年)、②新潟大地震(昭和39年)、③十勝沖地震(昭和43
年)、④伊豆半島沖大地震(昭和49年)

D-756
「私は大丈夫」その自信が危ない！
プリペイドカード詐欺・マイナンバー便乗詐欺・老
人ホーム入居権詐欺

高齢者 防犯 24分
電話などで嘘を言って金銭をだまし取る「特殊詐欺」の被害が後を絶ち
ません。様々なケースの事例を紹介し、被害を食い止める方法を示唆し
ます。

D-757 小さな世界はワンダーランドVol.1 一般 理科 98分
カブトムシ、シマリス、ハネジネズミ、マーモセットといった体長30cmにも
満たない小さな生き物たちの目線で見る、驚異と感動のドラマ。「ミニミニ
大作戦」、「秘密の森」の2話を収録。

D-758 小さな世界はワンダーランドVol.2 一般 理科 50分
小さな動物による大いなる世界は都会の片隅にも存在する。ネオン輝く
東京のカブトムシ。彼は仲間との相撲で無敵であったが、ある日ついに
敗北してしまう…。「コンクリートジャングル」を収録。

D-759 NORIN TEN 稲塚権次郎物語 一般 劇 110分
世界で生産されている小麦の80%を占める品種の基となった「農林10号」
やコシヒカリの基となった「陸羽132号」などを産み出し“農の神”と呼ば
れた男、稲塚権次郎の物語です。

D-760
初めて出会う性教育 ぼくのはなし
～命の尊さを知る～

小学生 教育 12分 ○
子どもたちが性の基本を理解できるよう、親しみやすい絵柄のアニメー
ションを用い、優しい語り口の物語仕立てで構成した、幼児から小学生
向けの教材作品です。

D-761
初めて出会う性教育 わたしのはなし
～からだの大切さを知る～

小学生 教育 11分 ○
子どもたちが性の基本を理解できるよう、親しみやすい絵柄のアニメー
ションを用い、優しい語り口の物語仕立てで構成した、幼児から小学生
向けの教材作品です。

D-762
初めて出会う性教育 ふたりのはなし
～ふたりがであうのはなぜ～

小学生 教育 11分 ○
子どもたちが性の基本を理解できるよう、親しみやすい絵柄のアニメー
ションを用い、優しい語り口の物語仕立てで構成した、幼児から小学生
向けの教材作品です。

D-763 スポーツ事故を防ぐ　なくそう！突然死 中学生
保健・健

康
20分

体育の授業中や部活中などに突然意識を失い倒れた場合に、とるべき
行動や救命処置のポイントをわかりやすく説明します。

D-764
親や先生が知らない！子供防犯スクール
ネット・SNSトラブル編

中学生 防犯 25分
ＳＮＳ等が原因で発生する様々な犯罪やいじめ、ネット上のトラブルは多
様化しています。専門家によるわかりやすい解説で犯罪・トラブルからど
のように身を守るかを学ぶ教材です。

D-765 Give and　Go 一般 人権 70分
ケガでチームを離れ地元に戻っていたプロバスケットボール選手のケ
ニーは、ろうあの少女夏希と出会う。2人の心の動き、周囲の人々との心
の触れ合いを描く青春ストーリーです。

D-766 ハルをさがして 一般 劇 93分
福島からの転校生チエコから親戚に預けてきた愛犬ハルを探してほしい
と頼まれ、ひと夏の冒険が始まる。震災後の福島を舞台に、少年少女の
成長を描く作品です。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-767 イソップ物語１　木こりと金のおの　他３話 幼児
童話・昔

話
50分 ○

世界の名作童話イソップ物語を楽しいアニメーションでお届けします。
「木こりと金のおの」「ライオンとねずみ」「しったかぶりのさる」「王さまに
なれなかったカササギ」

D-768 イソップ物語２　北かぜとおひさま　他３話 幼児
童話・昔

話
50分 ○

世界の名作童話イソップ物語を楽しいアニメーションでお届けします。
「北かぜとおひさま」「まねしたカラス」「きつねとぶどう」「アリとセミ」

D-769 イソップ物語３　こな屋とロバ　　他３話 幼児
童話・昔

話
50分 ○

世界の名作童話イソップ物語を楽しいアニメーションでお届けします。
「こな屋とロバ」「ウサギとカメ」「けんかした牛」「ひつじかいの少年」

D-770
イソップ物語４　いなかのねずみと町のねずみ
　他３話

幼児
童話・昔

話
50分 ○

世界の名作童話イソップ物語を楽しいアニメーションでお届けします。
「いなかのねずみと町のねずみ」「森のばん人」「畑にうめた宝物」「かえ
るの王さま」

D-771 世界名作アニメーション１　シンデレラ 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-772 世界名作アニメーション２　アーサー王物語 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-773 世界名作アニメーション３　ノートルダムの鐘 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-774 世界名作アニメーション４　白い牙 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-775 世界名作アニメーション５　王女アナスタシア 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-776 平家物語人物紀行１　清盛の光と影 一般 歴史 43分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

D-777 平家物語人物紀行２　物語を彩る女性たち 一般 歴史 40分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

D-778 平家物語人物紀行３　悲劇の脇役たち 一般 歴史 40分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

D-779 平家物語人物紀行４　源氏のつわものたち 一般 歴史 41分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

D-780 平家物語人物紀行５　平家最後の一日 一般 歴史 38分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

D-781
美の巨人たち１　静謐なる風景画の世界
東山魁夷・奥村土牛

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-782
美の巨人たち２　一つのテーマに魅せられて
向井潤吉・佐伯祐三

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-783
美の巨人たち３　繊細で華麗なる日本画の世界
速水御舟・土田麦僊

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-784
美の巨人たち４　近代絵画の夜明け
浅井忠・青木繁

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-785
美の巨人たち５　心の風景への希求
川合玉堂・与謝蕪村

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-786
美の巨人たち６　屏風絵に見る巧みな画面構成
俵屋宗達・尾形光琳

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-787
美の巨人たち７　歴史の渦に呑まれて
英一蝶・渡邉華山

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-788
美の巨人たち８　近代洋画の青春
小磯良平・安井曽太郎

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-789
美の巨人たち９　永遠の一瞬との対峙
香月泰男・佐藤哲三

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-790
美の巨人たち１０　和と洋のモダニズム
東郷青児・小倉遊亀

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

D-791 スマホ依存　スマホ依存の恐怖とその対策法 一般
保健・健

康
12分

日本人の2人に1人がスマートフォンを利用しているといわれており、スマ
ホに依存している人も多くいます。そんなスマホ依存の特徴・原因そして
悪影響を説明し、対処法を紹介します。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-792
運転免許返上！　あなたは運転をいつやめます
か？

高齢者 交通安全 17分
近年高齢者の運転する自動車による事故が増加しています。返納者の
現状や返納者をサポートする様々な取組みを取り上げ運転免許証返納
制度について紹介します。

D-793 いのちに寄り添う～ターミナルケアと人権～ 一般 人権 35分
人はどんな風に生きてどんな風に最期を迎えるのか。終末医療の在り
方、病気との向き合い方を2組の実際のがん患者の姿から考える教材で
す。

D-794 道もなき道ふみわけて 女性科学者の100年 一般 伝記 45分
「女性に学問はいらぬ」とされていた明治大正の頃、日本科学の黎明期
を担った学者たちの支援を受け活躍した女性科学者たちの足跡をたど
ります。

D-795 風のように 小学生 劇 42分 ○
ちばてつや原作の漫画をアニメ映画化した作品。養蜂家の少年三平と
旅先で出会った少女チヨの心つながりを描いた作品です。

D-796 さくらとサクリン　雑木林のひみつ 小学生 環境 17分 ○
小学3年生のさくらが桜の妖精サクリンと時をめぐり、雑木林のひみつを
探ります。雑木林が人と自然が助け合って生まれたものであることを学
ぶ作品です。

D-797 おれたちともだち！ 幼児
童話・昔

話
52分 ○

1時間100円で「ともだちや」を始めたキツネ。キツネはオオカミと楽しく遊
んだ後にお代を請求しますが…。キツネとオオカミのゆかいでかわいい
友情物語です。全4話収録。

D-798 世界名作アニメーション６ 美女と野獣 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-799
世界名作アニメーション７ アリババと40人の盗
賊

小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-800 世界名作アニメーション８ ヘラクレス 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-801 世界名作アニメーション９ モーゼ 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-802 世界名作アニメーション１０ フランケンシュタイン 小学生
童話・昔

話
50分 ○

誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-803 ５等になりたい。 小学生 人権 78分 ○
足が不自由な少女律子と彼女をめぐる人々との心の交流を描いた作
品。運動会のリレーに出場することになった律子はビリの6等でなく5等
になりたいと願います。

D-804 地球が動いた日 小学生 人権 75分 ○
阪神淡路大震に被災し6年生の剛は家を失い、クラスメートも死んでしま
います。剛は過酷な生活の中で避難所の人々との交流やボランティア
の励ましから人と人とのつながりの大切さを学びます。

D-805 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 小学生 人権 80分 ○
母親からの精神的虐待によって心と身体に傷を負った主人公あすか
は、祖父母の人間的な励ましによって癒され自らの生きる力を育んでい
きます。

D-806 いのちの地球 ダイオキシンの夏 小学生 環境 83分 ○
1976年にイタリアの街セベソにある化学工場の爆発事故が引き起こした
大規模なダイオキシン汚染事件の恐怖を描き、地球環境問題を問う作
品です。

D-807 もも子 かえるの歌がきこえるよ。 小学生 人権 80分 ○
兄の力と妹のもも子は双子の兄弟。もも子は知的な遅れと体の生涯が
あり、酸素ボンベをつけて養護学級に通っています。ある時もも子の病
気が悪化し、元気づけるため力はリレーでがんばろうとしますが…。

D-808 ガラスのうさぎ 小学生 平和 83分 ○
12歳の少女が東京大空襲の経験をとおして、戦争の悲惨さや恐ろしさを
体験し、終戦の混乱と厳しい生活を生き抜きながら、平和への願いを渇
望する感動の作品です。

D-809 大ちゃん、だいすき。 小学生 人権 80分 ○
家族の素晴らしさ、主人公の舞ちゃんと重度の障害をもった兄の大ちゃ
んを取り巻く人々の友情や優しさなどを描き、舞の心の成長を感動的に
描きます。

D-810 アンダンテ～稲の旋律～ 一般 劇 107分
音楽の道を志すも挫折し、引きこもってしまった主人公千華と千葉県の
農業家晋平との交流をとおして、転機に立つ現代人の葛藤と再生を描
きます。

D-811 映画 続・深夜食堂 一般 劇 108分
繁華街の路地裏にある深夜営業の食堂「めしや」に、マスターの料理と
居心地の良さを求めて集まってくる人々の、様々な人間模様が展開す
る。劇場映画版の第2弾です。

D-812 信さん 炭坑町のセレナーデ 一般 劇 108分
昭和38年、美智代は福岡の炭坑町に小学生の息子守と戻ってきた。あ
る日悪ガキたちに囲まれた守を札付きの少年信さんが助けたことから、
美智代は彼に優しく接し、信さんも美智代にだけは心を開くようになる。

D-813 ゆずり葉の頃 一般 劇 102分
市子が少女のころに想いを寄せていた人は、国際的な画家となってい
た。彼の個展の記事を目にした市子は、思い出の一枚の絵を求めて軽
井沢へと旅立ちます。

D-814
広島原爆　魂の撮影メモ
映画カメラマン 鈴木喜代治の記した広島

一般 平和 29分
幻の原爆映画と言われた「広島・長崎における原子爆弾の影響」。この
撮影に携わったカメラマンが残した一冊のメモから、当時の広島の惨状
と平和の尊さを伝えます。

D-815-1 ぞう列車がやってきた 小学生 平和 80分 ○
戦争から象を守りぬいた人々の優しさと勇気を子供たちの視点から描
き、夢も希望もなくした戦後に子供たちが平和の象徴として「ぞう列車」を
走らせるまでを描きます。

D-815-2 ぞう列車がやってきた　バリアフリー版 小学生 平和 80分 ○
戦争から象を守りぬいた人々の優しさと勇気を子供たちの視点から描
き、夢も希望もなくした戦後に子供たちが平和の象徴として「ぞう列車」を
走らせるまでを描きます。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-816 ゼロの阿蘇 500日の記録 一般 防災 78分
平成28(2016)年4月16日、阿蘇でM7クラスの大地震が発生しました。被
災した人々の500日間の経験、復興の思いを語るインタビューとドローン
による映像で震災地の真実に迫ります。

D-817
いのちと死の授業1
難病と闘って気づいたこと
～今このときの命を輝かせるために～

中学生 人権 30分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

D-818
いのちと死の授業2
殺処分から救われ人を助ける犬に
～動物のいのち～

中学生 人権 23分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

D-819
いのちと死の授業3
いじめ・自殺を防ぐために
～子どもたちのいのちを守る～

中学生 人権 34分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

D-820
いのちと死の授業4
学校における自殺予防教育
～こころの危機に寄り添う～

中学生 人権 25分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

D-821
いのちと死の授業5
少年犯罪をなくすために
～他人のいのち・自分のいのち～

中学生 人権 30分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

D-822
いのちと死の授業6
流産・死産経験者からの手紙
～生まれて来られなかったいのちへ～

中学生 人権 29分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

D-823 おじゃる丸 ちっちゃいものの大きなちから 幼児 人権 11分
おじゃる丸と「ちっちゃいものクラブ」の仲間達が月光町で助け合いの大
切さを学んでいきます。

D-824 忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ 小学生 人権 30分
「よいと思うことをおこなう」、「あたたかい心でしんせつにする」、「きまり
を守って協力し合う」の全3話。

D-825 チャーリィとこぐまのミモ 1 幼児
童話・昔

話
30分 ○

チャーリィはペンギンの男の子。両親と妹と一緒に暮らしています。親友
はテディベアのミモ。チャーリィとミモは一緒に遊んだり、いたずらをしな
がら、大人の世界を探検し、生きていくことを学んでいきます。

D-826 チャーリィとこぐまのミモ 2 幼児
童話・昔

話
30分 ○

チャーリィはペンギンの男の子。両親と妹と一緒に暮らしています。親友
はテディベアのミモ。チャーリィとミモは一緒に遊んだり、いたずらをしな
がら、大人の世界を探検し、生きていくことを学んでいきます。

D-827 チャーリィとこぐまのミモ 3 幼児
童話・昔

話
30分 ○

チャーリィはペンギンの男の子。両親と妹と一緒に暮らしています。親友
はテディベアのミモ。チャーリィとミモは一緒に遊んだり、いたずらをしな
がら、大人の世界を探検し、生きていくことを学んでいきます。

D-828 チャーリィとこぐまのミモ 4 幼児
童話・昔

話
30分 ○

チャーリィはペンギンの男の子。両親と妹と一緒に暮らしています。親友
はテディベアのミモ。チャーリィとミモは一緒に遊んだり、いたずらをしな
がら、大人の世界を探検し、生きていくことを学んでいきます。

D-829 チャーリィとこぐまのミモ　シーズン2　1 幼児
童話・昔

話
30分 ○

チャーリィはペンギンの男の子。両親と妹と一緒に暮らしています。親友
はテディベアのミモ。チャーリィとミモは一緒に遊んだり、いたずらをしな
がら、大人の世界を探検し、生きていくことを学んでいきます。

D-830 チャーリィとこぐまのミモ　シーズン2　2 幼児
童話・昔

話
30分 ○

チャーリィはペンギンの男の子。両親と妹と一緒に暮らしています。親友
はテディベアのミモ。チャーリィとミモは一緒に遊んだり、いたずらをしな
がら、大人の世界を探検し、生きていくことを学んでいきます。

D-831 チャーリィとこぐまのミモ　シーズン2　3 幼児
童話・昔

話
30分 ○

チャーリィはペンギンの男の子。両親と妹と一緒に暮らしています。親友
はテディベアのミモ。チャーリィとミモは一緒に遊んだり、いたずらをしな
がら、大人の世界を探検し、生きていくことを学んでいきます。

D-832 チャーリィとこぐまのミモ　シーズン2　4 幼児
童話・昔

話
30分 ○

チャーリィはペンギンの男の子。両親と妹と一緒に暮らしています。親友
はテディベアのミモ。チャーリィとミモは一緒に遊んだり、いたずらをしな
がら、大人の世界を探検し、生きていくことを学んでいきます。

D-833
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
さくらさくら　～日本の心を歌う～

一般 芸術 42分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。さくらさくら、箱根八里、宵町月、浜千鳥、仰げば尊し、荒
城の月ほか全14曲収録。

D-834
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
春の小川　～里の風景～

一般 芸術 38分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。春の小川、虫の声、四季の雨、冬景色、牧場の朝、背くら
べ、鯉のぼりほか全16曲収録。

D-835
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
茶つみ　～ふるさとを思う～

一般 芸術 35分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。茶つみ、村祭、船頭さん、りんごのひとりごと、故郷、海～
我は海の子～ ほか全16曲収録。

D-836
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
仲よし小道　～童心に帰る～

一般 芸術 38分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。仲よし小道、しゃぼん玉、赤い靴、かもめの水兵さん、七
つの子ほか全16曲収録。

D-837
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
故郷の空　～遥かなる旅路～

一般 芸術 48分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。故郷の空、埴生の宿、蛍の光、野ばら、オールド・ブラッ
ク・ジョーほか全16話収録。

D-838
情報モラルDVD教室 第1巻
ネットのルールとマナー

小学生 防犯 20分
ネットへ書き込み時に気を付けること、ネットいじめへの対処法、歩きス
マホの危険性、ネット依存の予防と、4つのテーマでネットのルールとマ
ナーを学びます。

D-839
情報モラルDVD教室 第2巻
ネット被害にあわないために

小学生 防犯 22分
ネット上の情報は全てが真実とは限らないということ、犯罪に巻き込まれ
ないための注意点、ネット詐欺等の被害の予防、著作権侵害等の不法
行為と4つのテーマで学びます。

D-840
危険な目にあわないぞ！
ナナミパパの青空防犯教室

小学生 防犯 18分
通学路や公園など子供に身近な場所を舞台に、具体的にわかりやすく
危険な場所や怪しい人、危険な目に会った時の対処法を学びます。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-841
災害ケーススタディ
とっさの判断！君ならどうする？

小学生 防災 86分
地震や津波、台風など様々な災害に際して、教室にいる時、通学路にい
る時など状況に応じた身を守るために取るべき行動を学ぶことができま
す。

D-842 第三の男 一般 劇 105分
アメリカ人の作家ホリーはウィーンの親友ハリーを訪ねるが、到着直後
ハリーはすでに死んだと聞かされる。親友の死の真相を追うにつれ現場
に居合わせた「第三の男」の存在を知る。

D-843 シャレード 一般 劇 113分
オードリー・ヘップバーン演じるレジーナがスキー場から帰ると、夫の死
を知らされる。その後大使館の情報局長から夫が戦時中に金塊を横領
したと聞かされる。消えた25万ドルをめぐるミステリーコメディの傑作。

D-844 雨に唄えば 一般 劇 102分

サイレント映画のスター俳優ドンと美人女優リナの新作はトーキー映画。
試写で不評のリナの声をドンの元恋人ケーシーが吹替え大評判となる。
リナは名声を維持するため今後もケーシーに吹替えをさせようとするが
…。

D-845 シェーン 一般 劇 118分
世話になったスターレット一家のため、対立するライカー一味との間に入
るシェーン。リアルな人物描写を少年ジョーイの目を通して描くことでより
深みが増す西部劇の傑作。

D-846 荒野の決闘～いとしのクレメンタイン～ 一般 劇 97分

ワイアット・アープはメキシコからカリフォルニアへ牛を運ぶ途中で立ち
寄ったトゥームストンで、末弟を殺され牛を盗まれてしまう。ワイアットは
保安官として町に留まり、クラントン一家による犯行の証拠を得て、対決
に臨む。

D-847 ムーミン谷とウィンターワンダーランド 小学生 劇 86分 ○
フィンランドで制作されたパペットアニメーション作品。冬眠の途中で目
覚めたムーミン一家が、初めて迎えるクリスマスの物語です。

D-848 ハローキティといっしょ トイレにいけるね 幼児 家庭 40分 ○
子どものうち身に着けたい様々なしつけを、ハローキティと一緒に楽しく
自然に覚えましょう。「トイレにいけるよ」、「おかたづけてきる」、「たのし
いおてつだい」、「きちんとおへんじ」。

D-849 ハローキティといっしょ なんでもたべよう 幼児 家庭 40分 ○
子どものうち身に着けたい様々なしつけを、ハローキティと一緒に楽しく
自然に覚えましょう。全4話「なんでもたべよう」、「ひとりでおやすみ」、
「こうつうあんぜん」、「でんわでおはなし」。

D-850 ハローキティといっしょ はみがきしようね 幼児 家庭 40分 ○
子どものうち身に着けたい様々なしつけを、ハローキティと一緒に楽しく
自然に覚えましょう。全4話「はみがきしようね」、「げんきにあいさつ」、
「だいすきおふろ」、「ひとりできがえ」。

D-851 ハローキティといっしょ がまんできるよ 幼児 家庭 40分 ○
子どものうち身に着けたい様々なしつけを、ハローキティと一緒に楽しく
自然に覚えましょう。全4話「がまんできるよ」、「ごめんねいえる」、「なか
よくあそぼう」、「きちんとしょくじ」。

D-852 天国へのシュート 一般 劇 90分
サッカーのナショナルチーム入りを夢見父と息子だったが、ある日突然
に父は亡くなってしまう。失意の息子の前に亡くなったはずの父が現れ
…。

D-853 みなまた海のこえ 一般 環境 40分
水俣の海辺に住むキツネの視点から水俣病の恐ろしさを描いた同名の
絵本を映像化した作品です。

D-854 巧妙化する詐欺手口に備える 一般 防犯 21分
日々報じられる「特殊詐欺」の被害。この作品では受け取り型と劇場型
勧誘の二つの再現映像を検証しながら、対策をわかりやすく説明してい
きます。

D-855 冬道運転あなたは大丈夫？ 一般 交通安全 16分
雪や凍結した冬道でのスリップによる事故や吹雪などの視界不良による
事故を起こさないよう、冬道を安全に走行するための作品です。

D-856 三太郎とかぐや姫の交通安全 幼児 交通安全 14分 ○
現代日本にタイムスリップした浦島太郎・桃太郎・金太郎・かぐや姫と
いっしょに交通ルールを守ることの大切さを楽しく学べる作品です。

D-857 賢治のトランク 小学生 文学 85分 ○
宮澤賢治原作の童話「氷河鼠の毛皮」、「猫の事務所」、「双子の星」の
三作品をアニメーションにしたオムニバス作品。

D-858 スープ・オペラ 一般 劇 119分
30年間一緒に暮らした叔母が家を出て、一人残されたルイの心にぽっ
かり穴が開く。そんなある日へんなおじさんが転がり込み、さらに明るい
若者も同居することになり…。

D-859 一人息子 一般 劇 87分
一人息子の進学のため、身を削って働いた母が、年老いてから東京の
息子に会いに行く。大学を出て出世していると思ったが、息子は夜学の
教師で貧しい暮らしをしていた。

D-860 戸田家の兄妹 一般 劇 106分
5人兄妹がいる戸田家は裕福な家だったが、母の還暦祝いの日に父が
死亡し多額の借金が判明する。本宅や家財を手放し母と独身の三女は
長男の家に居候するが…。

D-861 銀座化粧 一般 劇 87分
銀座の女給雪子は、資産家の息子石川の案内役を頼まれる。次第に石
川との結婚を夢見るが、一時案内を代わった雪子の妹分の京子と石川
は婚約してしまうのだった。

D-862 ワンダーマウンテンズ 一般 環境 36分
日本の代表的な山々の雄大で美しい風景の映像です。八ヶ岳、屋久
島、日光白根山、穂高連峰、下の廊下、上高地、立山白馬を収録。

D-863 ワンダーマウンテンズ2 一般 環境 38分
日本の代表的な山々の雄大で美しい風景の映像です。立山、白馬、
八ヶ岳、雲の平、黒部五郎岳、甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、北岳、間ノ岳、農
鳥岳などを収録。

D-864 花の色 一般 環境 27分
日本の山々に咲く高山植物や山野草を200種類以上収録。限られた
山々に咲く貴重な花から里山に生える草花まで季節の変化と共に紹介
します。

D-865 プライドインブルー 一般 人権 84分
ハンディキャップ・サッカー選手たちによる『もうひとつのワールドカップ』
サッカー日本代表を追ったスポーツドキュメンタリーです。
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D-866 ヨーロッパ難民危機 一般 人権 50分
中東から多くの難民船がたどり着くギリシャの島からオーストリアまで、
およそ2000キロメートルにわたる難民の旅路を取材した、イギリスBBC
のドキュメンタリー。

D-867 二宮金次郎物語 一般 劇 115分
600以上の農村を復興させる偉業を成し遂げた二宮尊徳の基盤となった
幼少期から青年期の姿を描く。

D-868 巴里のアメリカ人 一般 劇 113分
パリに住むアメリカ人の画家ジェリーは歌手のアンリと友情を結ぶ。ある
時出会ったリズに恋に落ちるが、リズがアンリの婚約者だと知り、ジェ
リーはいさぎよく身を引くのだが…。

D-869 サンセット大通り 一般 劇 110分
サンセット大通りに面する豪邸のプールに、若い脚本家の死体が浮か
んだ。死んだ彼はそのいきさつを語る…。語られるのは、ハリウッドの光
そして影。

D-870 イヴの総て 一般 劇 138分
アメリカ劇界最高の栄誉、セイラ・シドンス賞が新進女優のイヴに贈られ
る。満場の拍手の中、彼女の本当の姿を知る数人だけは複雑な表情で
も守るのだった…。

D-871 誰が為に鐘は鳴る 一般 劇 170分
ヘミングウェイ原作の小説の映画化。アメリカ人ロバートはスペイン内戦
にゲリラとして参加し、鉄橋爆破の作戦を実行する途中で美しい娘アリ
アと恋に落ちる。

D-872 くまのおいしゃさん 幼児 童話・昔話 23分 ○
くまの姉妹サペアとエベアのお父さんは森のお医者さんです。森の動物
の病気やけがを治すため、いつも大いそがし。朝も夜も自転車を走らせ
ます。

D-873 世界名作アニメーション ポカホンタス 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-874 世界名作アニメーション 銀のスケート 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-875 世界名作アニメーション ロビンフッドの冒険 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-876 世界名作アニメーション 岩窟王 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-877
世界名作アニメーション
ゴールディロックスと３匹のクマ

小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-878 世界名作アニメーション シンドバッドの冒険 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-879 世界名作アニメーション 男装の騎士ムーラン 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-880 世界名作アニメーション 長靴をはいた猫 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-881 世界名作アニメーション 三匹の子ぶた 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-882 世界名作アニメーション おやゆび姫 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-883 まんが日本絵巻1 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。那須与一、安寿と
厨子王、岩見重太郎、巴御前、頼光と酒呑童子、平敦盛、日吉丸、静御
前の全8話。

D-884 まんが日本絵巻2 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。曽呂利新左衛
門、山田長政、おらんだおいね、阿倍仲麻呂、塚原卜伝、皇女和宮、俵
藤太、横綱雷電の全8話。

D-885 まんが日本絵巻3 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。ジョン万次郎、千
姫、左甚五郎、毛利元就、大石主税、出雲の阿国、天草四朗の全7話。

D-886 まんが日本絵巻4 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。徳川吉宗、芝浜、
谷風梶之助、紀伊国屋文左衛門、和唐内、八百屋お七、細川ガラシャ
の全7話。

D-887 まんが日本絵巻5 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。源頼政、中山安
兵衛、弥次さん喜多さん、織田信長、菅原道真、青の洞門、武蔵坊弁慶
の全7話。

D-888 まんが日本絵巻6 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。おひなさま、曽我
兄弟、間宮林蔵、お市の方、淀どの、一心太助、建礼門院徳子の全7
話。

D-889 まんが日本絵巻7 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。鎮西八郎為朝、
源義経、白虎隊、花見の仇討、常盤御前、武蔵と小次郎の全6話。

D-890 まんが日本絵巻8 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。猿飛佐助、先代
萩、大相撲ヤマト場所、舞姫横笛、明智光秀、額田王、信玄と謙信の全
7話。
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D-891 まんが日本絵巻9 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。沖田総司、児雷
也、渡辺綱、新田義貞、楠正成、桶狭間の合戦、紫式部の全7話。

D-892 まんが日本絵巻10 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。平賀源内、中江
藤樹の母、土方歳三、鍋島化猫騒動、平将門、柳生重兵衛、お染久松
の全7話。

D-893 まんが日本絵巻11 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。弥次さん喜多さ
ん、くじらとり与五郎、徳川家康、石川五右衛門、鶴富姫と大八郎、三河
狸小太郎、北条雅子の全7話。

D-894 まんが日本絵巻12 小学生 童話・昔話 101分 ○
子どもたちに伝えたい、歴史の人物や出来事の物語。木下藤吉郎、唐
人お吉、百合若大臣の全3話

D-895 でんじろう先生のハピエネ1 小学生 理科 38分
私達の生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外
と知られていないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ解説で徹底解
明します。

D-896 でんじろう先生のハピエネ2 小学生 理科 38分
私達の生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外
と知られていないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ解説で徹底解
明します。

D-897 でんじろう先生のハピエネ3 小学生 理科 38分
私達の生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外
と知られていないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ解説で徹底解
明します。

D-898 でんじろう先生のハピエネ4 小学生 理科 38分
私達の生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外
と知られていないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ解説で徹底解
明します。

D-899 でんじろう先生のハピエネ5 小学生 理科 39分
私達の生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外
と知られていないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ解説で徹底解
明します。

D-900 過ぐる日のやまねこ 一般 劇 92分

ガールズバーをクビになった21歳に時子は、ふと思い立ち幼少期を過ご
した長野を訪れる。かつて住んでいた山小屋で高校生の陽平と出会う。
偶然に出会った二人が、互いの傷に寄り添い、癒され、やがて見つけた
答えとは。

D-901 ハムスター倶楽部1 ドリーム・スカイ 幼児 劇 50分 〇
ハムスターのかわいいしぐさが楽しめるだけでなく、ハムスターの生態や
飼い方まで学べる作品です。全5話収録。

D-902
ハムスター倶楽部2 仲良くなろうよ、えんどーく
ん

幼児 劇 50分 〇
ハムスターのかわいいしぐさが楽しめるだけでなく、ハムスターの生態や
飼い方まで学べる作品です。全5話収録。

D-903 ハムスター倶楽部3 冬の日に 幼児 劇 50分 〇
ハムスターのかわいいしぐさが楽しめるだけでなく、ハムスターの生態や
飼い方まで学べる作品です。全5話収録。

D-904 ハムスター倶楽部4 しげっちは高級志向 幼児 劇 50分 〇
ハムスターのかわいいしぐさが楽しめるだけでなく、ハムスターの生態や
飼い方まで学べる作品です。全5話収録。

D-905 ハムスター倶楽部5 キレイになろう！ 幼児 劇 50分 〇
ハムスターのかわいいしぐさが楽しめるだけでなく、ハムスターの生態や
飼い方まで学べる作品です。全5話収録。

D-906 アゲハがとんた　－1945.3.10東京大空襲－ 小学生 平和 20分 〇

学童疎開していたサトルたちが、卒業式のために東京の学校に戻るも、
そこで空襲に見舞われる。命を落とした友人の傍らで、疎開先から持ち
帰っていたサナギが羽化し、アゲハ蝶が光彩を放ちながら天空へと消え
ていく…。

D-907 涙に浮かぶ記憶 戦争を次世代へ伝えて 中学生 平和 28分
「なぜ日本は戦争を止められなかったのか」その疑問を持った中学校3
年生の女の子が、戦争体験者の祖父から聞き出しながら、戦争拡大の
足跡を映像でたどっていく作品です。

D-908
あなたの老後の資金が奪われる！
従来型オレオレ詐欺・キャッシュカード交付型詐
欺・架空請求詐欺

高齢者 防犯 24分
特殊詐欺の中でも特に被害の多いオレオレ詐欺、キャッシュカード交付
型詐欺、架空請求詐欺を取り上げ、その事例をドラマで再現しながら、
詐欺師の巧妙な手口をわかりやすく紹介します。

D-909 奇跡の子どもたち 一般 人権 80分
日本でたった3人しかいない難病「AADC欠損症」。寝たきりの希少難病
の患者とその家族を10年間取材し、彼らに訪れた“奇跡”を伝える感動
の物語。

D-910 いじめ 心の声に気づく力 小学生 人権 19分

一見、遊んでいるように見えても、相手が苦痛を感じていればそれはい
じめです。本作品に登場する加害者・被害者・傍観者の立場に自分を置
き換えて視聴することで、いじめ防止の意識を持つことをねらいとしま
す。

D-911 Voice!!人権の教室 中学生 人権 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つの人権のテーマについて学
んでいきます。

D-912
日本の起業家群像 第1巻
会社企業の成立
岩崎弥太郎・弥之助／渋沢栄一

一般 伝記 30分
幕末・維新期の激変の中で、ビジネスチャンスを生かし登場した起業家
の中から岩崎弥太郎とその弟弥之助、渋沢栄一を紹介します。

D-913
日本の起業家群像 第2巻
国産新製品の創製とマーケティング
長瀬富郎／鈴木三郎助

一般 伝記 30分
明治20年代半ばから30年代初めの「企業勃興」の時期において、個人
事業で新しい商品を創出し、事業化していく起業家たちの中から、花王
の長瀬富郎と味の素の鈴木三郎助を紹介します。

D-914
日本の起業家群像 第3巻
新事業群の形成
鮎川義介／豊田喜一郎

一般 伝記 30分

戦後の高度経済成長の原動力となった自動車産業において、様々な事
業を展開し自動車産業を育てた日産自動車の鮎川義介と、技術者とし
て自動車の国産化に全精力を注いだトヨタ自動車の豊田喜一郎を紹介
します。

D-915
日本の起業家群像 第4巻
都市型第三次産業の開拓者
小林一三／堤康次郎

一般 伝記 30分
日露戦争から第一次世界大戦後の時期に来るべき大衆消費社会を予
測し、それぞれ異なるのプロセスで第三次産業の開拓者となった、阪急
グループの小林一三と、西武グループの堤康次郎を紹介します。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-916
日本の起業家群像 第5巻
技術志向型事業展開と市場志向型成長
小平浪平／松下幸之助

一般 伝記 30分
共にその時代の経営環境を強く意識しながらも、対象的な環境に置か
れたことで、その企業経営に対する考え方もまた対照的なものとなった、
日立製作所の小平浪平と松下電器産業の松下幸之助を紹介します。

D-917
日本の起業家群像 第6巻
戦後型起業家と高度成長
井深大・盛田昭夫／本田宗一郎・藤沢武夫

一般 伝記 30分

戦後日本の復興・成長を担った大企業の経営者は内部昇進した専門経
営者と、自ら大企業に育て上げたオーナー経営者に分けられます。後者
の代表としてソニーの井深大・盛田昭夫とホンダの本田宗一郎・藤沢武
夫を紹介します。

D-918
日本の起業家群像 第7巻
流通改革と消費の多様化
中内功／鈴木敏文

一般 伝記 30分
戦後日本において、消費の多様化による小売業の経営革新が著しかっ
た。その変遷を牽引した起業家としてダイエーの中内功とセブン－イレ
ブン・ジャパンの鈴木敏文を紹介します。

D-919
全国共通 防災落語 親子で楽しんで学ぼう1
災害の備え編

一般 防災 24分
いざという時にためになる、日頃から被災時に備えて知っておきたい防
災テクニックを落語で楽しみながら学ぶことできる教材です。

D-920
全国共通 防災落語 親子で楽しんで学ぼう2
災害時編

一般 防災 27分
いざという時にためになる、日頃から被災時に備えて知っておきたい防
災テクニックを落語で楽しみながら学ぶことできる教材です。

D-921 助ける、助かる　検証西日本豪雨 一般 防災 22分
大雨が発生する原因と、それがどのような危険を生み災害となっていく
かを過去の被害の実態を紹介しつつ解説します。また、身に迫る危険を
事前に知るための情報収集の方法、災害情報の内容を紹介します。

D-922
運転マナーが大切
思いやり・ゆずり合いの心が事故を防ぐ

一般 交通安全 16分

社会問題となっている「あおり運転」をしないための心構えや遭遇した時
の対処法を解説します。そして相手の危険な運転が主な原因となる事
故事例を、ドライブレコーダーの映像を使って検証し、安全運転のポイン
トを紹介します。

D-923 昭和こどもキネマ第1巻　記録映画編 一般 民族 115分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

D-924 昭和こどもキネマ第2巻　児童映画編1 一般 民族 119分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

D-925 昭和こどもキネマ第3巻　児童映画編2 一般 民族 124分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

D-926 昭和こどもキネマ第4巻　社会科教材映画編 一般 民族 96分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

D-927 昭和こどもキネマ第5巻　児童映画編3 一般 民族 91分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

D-928 昭和こどもキネマ第6巻　児童映画編4 一般 民族 94分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

D-929 世界名作アニメーション 人魚姫 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-930 世界名作アニメーション 裸の王様 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-931 世界名作アニメーション ウィリアム・テル 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-932 世界名作アニメーション ヘンゼルとグレーテル 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-933 世界名作アニメーション ハーメルンの笛吹き男 小学生 童話・昔話 50分 ○
誰もが知っている世界の様々な物語を、子供から大人まで楽しめるアニ
メーションでお届けします。

D-934 あの時『ボク』は自転車で… 小学生 交通安全 26分

ある晩、ボクの部屋に突然現れたおじさん。なぜか二人で自転車の交通
ルールを勉強することに…。明日ボクが事故に遭うって、どういうこと？
自転車の正しい乗り方を示し、交通ルールを守ることの大切さを学ぶ教
材です。

D-935
こどものための防災・防犯シリーズ
もしものときにできること　ぐらぐらどーん！

幼児 防災 32分

もしものときのために、子供自身が危険について学び、身を守ることが
できるよう、パペット劇や歌を交えて楽しんで学べる教材です。地震が起
きた時いる場所によってどうすればいいかシチュエーションごとに紹介し
ます。

D-936
こどものための防災・防犯シリーズ
もしものときにできること　びゅうびゅうざざー！

幼児 防災 29分
もしものときのために、子供自身が危険について学び、身を守ることが
できるよう、パペット劇や歌を交えて楽しんで学べる教材です。大雨・台
風や大雪などの気象災害の際に取るべき行動を紹介します。

D-937
宇宙大百科 コンプリートコスモス1
太陽系の神秘

一般 理科 130分
NASAの撮影した貴重な映像とCGを組み合わせて太陽系・銀河系・さら
に宇宙の最果ての領域について学ぶ教材です。

D-938
宇宙大百科 コンプリートコスモス2
人類と宇宙

一般 理科 120分
NASAの撮影した貴重な映像とCGを組み合わせて太陽系・銀河系・さら
に宇宙の最果ての領域について学ぶ教材です。

D-939
宇宙大百科 コンプリートコスモス3
天空への道しるべ

一般 理科 150分
NASAの撮影した貴重な映像とCGを組み合わせて太陽系・銀河系・さら
に宇宙の最果ての領域について学ぶ教材です。

D-940 薬物乱用はなぜいけないのか 中学生 保健・健康 19分
青少年の薬物乱用を防止するためのドラマ形式の教材です。大麻をは
じめとした危険な薬物の有害性や乱用することで引き起こされる問題点
を解説し、薬物依存の恐ろしさを伝えます。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-941 「ただいま」の声を聴くために 一般 人権 33分

中学校の部活から帰る途中で姿を消し、後に北朝鮮に拉致されたことが
判明した少女、横田めぐみさん。大切に育てた娘が、ある日突然消えて
しまった。それからずっとわが子を愛し続けて「家族のもとに返して」と叫
ぶ父と母の物語。

D-942 あの日の写真館　千葉県 一般 民族 32分
千葉県の大正時代から昭和15年頃までの、懐かしい風景などの画像
を、音楽にのせて収録しています。

D-943 晴れの舞台はブロードウェイで 一般 芸術 68分

市民企画講座「60歳からの演劇入門」の参加者によって立ち上げられた
劇団「すずしろ」。60歳から84歳までのシニア劇団が、「どうせやるならブ
ロードウェイで！」と一大決心。無事ブロードウェイ公演を成功させること
ができるのか？

D-944 猫カフェ 一般 劇 90分
どこにもなじめないのが悩みのアイドル志保や、母の介護に明け暮れる
沙世など、一風変わった「猫カフェ」に集まる人々が織り成す4つのエピ
ソードで構成された物語。

D-945 ミッドナイトバス 一般 劇 156分
長距離深夜バスの運転手を務める利一。ある晩に彼の運転するバスに
乗ってきたのは16年前に別れた妻、美雪だった。突然の思いがけない
再開をきっかけに、停まっていた家族の時間が、また動き出す。

D-946 人情紙風船 一般 劇 86分
歌舞伎でお馴染みの「髪結新三」の映画化。長暮らしの生活に窮する浪
人と粋な遊び人の新三を中心に、江戸の下町風景を描いた作品です。

D-947 丹下左膳餘話 百萬両の壺 一般 劇 92分
山中貞雄監督作品。ある小藩に伝わる壺の中には先祖が隠した百萬両
のありかが示されていた。その壺をめぐって様々な人間ドラマが繰り広
げられる人情喜劇です。

D-948 続・丹下左膳 一般 劇 75分
マキノ雅弘監督作品。左膳のもつ妖刀乾雲をめぐる江戸の争乱を描く。
大殺陣シーンが目を引くチャンバラ映画。山中貞夫監督作品とも全く異
なる左膳のキャラクターも見どころ。

D-949 すっ飛び鳶 一般 劇 94分
表向きはお城で数奇坊屋坊主、実際は街中でゆすりたかりを業とする
河内山宗俊が、たまたま救った若侍を助け、悪党一味を退治する痛快
時代劇。

D-950 安宅家の人々 一般 劇 116分
主人公の国子は安宅家の跡継ぎで知的障害を持つ優しい夫・宗一を支
えながら養豚場を切り盛りする。しかし夫の弟・譲二が事業に失敗し安
宅家に戻ると、様々な問題に直面することに…。

D-951 レベッカ 一般 劇 130分
キャロラインは英国紳士マキシムと旅行中に出会い、彼の後妻としてイ
ギリスの屋敷に宇あってくる。しかしその屋鋪では、マキシムの死んだ前
妻、レベッカの見えない影がすべてを支配していた…。

D-952 我が道を往く 一般 劇 130分
悪童がたむろするニューヨークの下町に、古く貧しい教会の副神父とし
てオマリーが赴任する。当初は失敗ばかりだったが、親切な行動で次第
に人々の信頼を得るようになる。

D-953 ハムレット 一般 劇 153分
シェイクスピア原作で4大悲劇のともいわれる戯曲を映画化した作品。ハ
ムレットはデンマーク王であった父の死の真相を知り復讐を遂げようとす
るが、そのせいで周囲の人々をも悲劇に巻き込んでしまう。

D-954 嵐が丘 一般 劇 105分
イギリス文学三大悲劇ともいわれる小説を映画化した作品。互いに深く
愛し合いながらも結ばれなかった男女。魂は硬く結ばれたまま、女の幽
霊に導かれて男も黄泉の国へ行く。

D-955 我が家の楽園 一般 劇 127分
大富豪カービーは軍需工場拡大のため土地の買収に乗り出すが、風変
わりな一家の反対に会う。息子トニーの恋人アニーがその一家の娘で
あると知り交際に大反対すると、トニーは認めてもらうと奮闘することに。

D-956 災害時に役立つ知識とサバイバルクッキング 一般 防災 51分
災害時の暮らしを乗り切るための様々な工夫を学び、ライフラインがス
トップした時でも常備品で簡単においしく食事が作れる方法をお伝えしま
す。

D-957
全国共通防災テクニック 1
災害発生時の対処・災害時の生活(水・食)

一般 防災 40分
地震・大型台風など思わぬ災害時に役に立つ！応急知識や身の回りに
あるもので実践できる防災テクニックを紹介します。

D-958
全国共通防災テクニック 2
電気・トイレ・快適生活・予防

一般 防災 42分
地震・大型台風など思わぬ災害時に役に立つ！応急知識や身の回りに
あるもので実践できる防災テクニックを紹介します。

D-959
飼い主のための 全国共通愛犬防災 1
すべては備えから編

一般 防災 35分
災害時に愛犬を守れるのはあなただけです。家族に一員である愛犬と
一緒に生き残る、飼い主に向けた防災マニュアルです。

D-960
飼い主のための 全国共通愛犬防災 2
災害サバイバル編

一般 防災 25分
災害時に愛犬を守れるのはあなただけです。家族に一員である愛犬と
一緒に生き残る、飼い主に向けた防災マニュアルです。

D-961
検証・住宅火災
高齢者の死者が増加しています

高齢者 防災 18分
ここ最近住宅火災で亡くなる高齢者が増加しています。住宅火災原因を
検証し、高齢者宅での対策や心構えや高齢者を守る地域の取り組みな
どを紹介します。

D-962
より一歩踏み込んだ新型コロナウイルス感染予
防行動へ

一般 保健・健康 16分
新型コロナウイルスに「うつらない」「うつさない」ためには何か必要なの
か？感染予防の基本から積極的な行動につながる知識まで徹底解説し
ます。

D-963
なぜ、騙されるのか？
高齢者を狙う悪質商法・詐欺に対処するには

高齢者 防犯 23分

「自分は騙されない」と思っている主人公が悪質業者の巧みな罠にか
かっていくドラマを通して、自分だけで判断することの危険性を訴えると
ともに、被害に遭わないための対処法と、周囲とのコミュニケーションの
大切さを描きます。

D-964
あおり運転 加害者にも被害者にもならないため
に

一般 交通安全 17分
近年あおり運転が社会問題となっています。加害者にも被害者にもなら
ないために私たちはどうすればよいのでしょうか。

D-965 ハローキティとまなぼう！ぼうさいくんれん 幼児 防災 14分 〇
子供たちに大人気のハローキティと仲間たちと一緒に、地震が起きた時
の行動や避難の仕方をわかりやすく学ぶことができる教材です。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-966 ハローキディとまなぼう！こうつうルール 幼児 交通安全 14分 〇
子供たちに大人気のハローキティと仲間たちと一緒に、交通ルールを守
ることのの大切さをわかりやすく学ぶことができる教材です。

D-967 東京大空襲の中で 小学生 平和 12分 〇

昭和20年3月10日未明、米軍による大空襲で東京は焼き尽くされまし
た。周囲が火の海と化した中、空襲の直前に生まれたばかりの赤ん坊
を連れた母親や他の患者たちを守るべく行動した医師や看護師たちの
記録です。

D-968 くぅとしの　－あなたがいそばにいるだけでー 小学生 人権 12分 〇
もし、あなたの大切な人が認知症になってしまったら、あなたはその人に
何をしてあげることができるでしょうか。年も性別も違う犬と猫の関係性
を通して、子供たちが自然と考えることができる物語です。

D-969
知りたいあなたのこと
外見からはわからない生涯・病気を抱える人

一般 人権 21分
外見ではわからない障害や病気を抱えながら日常生活を送る人は多く
います。そんな人たちの話を通じて、私たちにできる配慮を共に考えて
いく教材です。

D-970 シェアしてみたらわかったこと 一般 人権 46分
東京のどこかにあるシェアハウスを舞台に、年齢も社会的立場も異なる
人たちが同じ屋根の下で暮らす中で気が付いた様々な人権についての
物語です。

D-971 子どもに本を　石井桃子の挑戦1 一般 文学 35分
「ノンちゃん雲に乗る」や「クマのプーさん」などの翻訳で知られ、日本の
児童文学の礎を築いた文学者・石井桃子さんの歩みを描いたドキュメン
タリー作品です。

D-972 子どもに本を　石井桃子の挑戦2 一般 文学 49分
「ノンちゃん雲に乗る」や「クマのプーさん」などの翻訳で知られ、日本の
児童文学の礎を築いた文学者・石井桃子さんの歩みを描いたドキュメン
タリー作品です。

D-973 子どもに本を　石井桃子の挑戦3 一般 文学 52分
「ノンちゃん雲に乗る」や「クマのプーさん」などの翻訳で知られ、日本の
児童文学の礎を築いた文学者・石井桃子さんの歩みを描いたドキュメン
タリー作品です。

D-974 綾小路きみまろ爆笑！最新ライブ名演集 一般 芸術 62分 毒舌大暴走で大爆笑！綾小路きみまろの3会場でのライブを収録。

D-975 綾小路きみまろ　あれから４０年！ 一般 芸術 69分
中高年だけじゃない、世の中を元気にする決定盤。「あれから40年」ネタ
を集めた爆笑セレクションと「未発表ライブ」を収録。

D-976
綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブベストセレク
ション1

一般 芸術 73分 綾小路きみまろの愛と尊厳を毒舌に込めた最新ライブ集。

D-977
綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブベストセレク
ション2

一般 芸術 77分
いろいろあるけど元気になれる！きみまろパワーで大爆笑。中高年に愛
と尊厳を込めた最強毒舌漫談。

D-978 紅い襷　富岡製糸場物語 一般 劇 100分
明治維新、日本の大転換期に若き女性たちの活躍が産業のあらたな扉
をひらいた知られざる物語。

D-979 ベトナムの風に吹かれて 一般 劇 114分
ベトナムで日本語教師として働く日本人女性・小松みゆきが認知症の母
との暮らしをつづった「越後のＢａちゃんベトナムへ行く」を、フィクションを
交えながら映画化した人間ドラマ。

D-980 哀愁 一般 劇 108分
第一次大戦下のロンドンで出会い、瞬く間に恋に落ちた男女の悲恋を描
いた不朽のラブロマンス。

D-981 陽のあたる場所 一般 劇 122分
貧しい家に育ち野心に燃える青年ジョージは富豪令嬢のアンジェラに心
惹かれ結婚の約束をする仲に至るが、その一方で同僚のアリスとも深
い仲にあり…。

D-982 心の旅路 一般 劇 125分

第一次世界大戦の戦線で砲撃を受けたショックで記憶を失った英国陸
軍大尉は旅の踊り子ポーラと出会い結婚をするがある時交通事故に
遭ったショックで記憶を取り戻すが、引き換えに記憶を失っていた3年間
のことを忘れてしまう。

D-983 ガス燈 一般 劇 114分
育ての親である叔母が殺され、傷心のまま声楽の勉強のためロンドン
からイタリアへ留学したポーラ。留学先で作曲家のグレゴリーと恋に落ち
夫婦となり、再びロンドンで生活を送ることになるのだが…。

D-984 地上より永遠に 一般 劇 118分
1941年の夏、ハワイ・ホノルルの兵営にブルーと呼ばれる青年兵が転属
してきた。彼はこの隊に公正な待遇を期待してきたのだが、現実は彼の
考えていたようにはならなかった…。

D-985 望郷 一般 劇 94分
東洋風の怪奇と秘密の世界と呼ばれたフランスの植民地アルジェリアの
首都アルジェのカスバ。暗黒街の王者と畏敬されるペペと取り巻く人々
との暴力、裏切り、嫉妬が絡み合う人間模様を描く。

D-986 栄光何するものぞ 一般 劇 111分
第一次世界大戦中のフランスの田舎町に駐留中のアメリカ海兵隊に新
任軍曹クワートがやってくる。彼と部隊の大尉フラッグは昔からのライバ
ルであった。そんな二人が一人の娘に恋をして…。

D-987 郵便配達は二度ベルを鳴らす 一般 劇 113分
飲食店を営む夫婦のもとにジーノという風来坊が転がり込む。妻とジー
ノはすぐに深い仲にない駆け落ちを計画するが、いつしかお互いに疑心
が芽生えはじめ、二人の関係は二転三転していく。

D-988 フライング・タイガー 一般 劇 101分
第二次世界大戦下の中国を舞台とし、戦闘機隊フライング・タイガーが
日本軍を見替え撃ち、壮烈な空中戦を展開する。

D-989 椿姫 一般 劇 108分

椿の花を愛することから「椿姫」と呼ばれるパリ社交界の花、マルグリッ
ト。あるときパトロンである男爵と思い間違い、純粋な青年アルマンに優
しい態度を示してしまい、ひそかに彼女を慕っていたアルマンは大変喜
んだのだか…。

D-990 ブロードウェイ・メロディ 一般 劇 100分

歌手のエディは恋人のハンクやその妹のクィーニイと2年ぶりにニュー
ヨークの舞台に立つことになる。やがてエディはクィーニイを愛してしまう
が、姉に気兼ねし、言い寄られていたならず者のジャックと遊びまわるよ
うになり…。
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D-991 オール・ザ・キングスメン 一般 劇 109分

政治の腐敗を非難し注目を集めた理想主義者の公務員であるウィリー
は州知事選挙に出馬するも落選してしまう。汚いやり口を覚え3度目の
選挙でついに当選するが、その姿は彼がかつて非難していた政治家の
ようであった。

D-992 映画 de 回想法　踊る大紐育 高齢者 劇 35分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-993 映画 de 回想法　黄色いリボン 高齢者 劇 35分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-994 映画 de 回想法　カサブランカ 高齢者 劇 35分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-995 映画 de 回想法　自転車泥棒 高齢者 劇 32分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-996 映画 de 回想法　ローマの休日 高齢者 劇 35分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-997 映画 de 回想法　キング・コング 高齢者 劇 35分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-998 映画 de 回想法　名犬ラッシー 家路 高齢者 劇 24分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-999 映画 de 回想法　ロビンフッドの冒険 高齢者 劇 35分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-1000 映画 de 回想法　オペラの怪人 高齢者 劇 35分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-1001 映画 de 回想法　アリババと四十人の盗賊 高齢者 劇 35分
昔懐かしい名作映画のハイライトシーンを中心にダイジェスト編集した、
認知症予防会税につながる回想法ＤＶＤです。（映画部分は字幕都とな
ります。）

D-1002
新種発見!?史上最大の恐竜・魚竜 1
史上最大の恐竜パタゴティタン

一般 理科 46分
イギリスＢＢＣが制作したドキュメンタリー｡巨大恐竜の骨格標本復元に
挑みながら、謎に包まれた生態に迫っていきます。

D-1003
新種発見!?史上最大の恐竜・魚竜 2
ジュラ紀の巨大魚竜

一般 理科 52分
イギリスＢＢＣが制作したドキュメンタリー｡巨大恐竜の骨格標本復元に
挑みながら、謎に包まれた生態に迫っていきます。

D-1004 ダイナスティーズ 1 チンパンジー 一般 理科 59分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

D-1005 ダイナスティーズ 2 コウテイペンギン 一般 理科 59分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

D-1006 ダイナスティーズ 3 ライオン 一般 理科 58分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

D-1007 ダイナスティーズ 4 リカオン 一般 理科 59分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

D-1008 ダイナスティーズ 5 タイガー 一般 理科 58分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

D-1009
めぐる季節はワンダーランド 1
ニューイングランドの森

一般 環境 52分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡極端に変化する
気候の中を生き抜く、動物たちの生態に注目したシリーズ！

D-1010
めぐる季節はワンダーランド 2
スヴァールバル諸島

一般 環境 52分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡極端に変化する
気候の中を生き抜く、動物たちの生態に注目したシリーズ！

D-1011
めぐる季節はワンダーランド 3
オカバンゴ・デルタ

一般 環境 52分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡極端に変化する
気候の中を生き抜く、動物たちの生態に注目したシリーズ！

D-1012
華麗なるトリックスター 1
生まれながらのペテン師

一般 理科 53分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡様々な曲者たちを
紹介！だましだまされる生きる動物たちのドラマをユニークに描きます。

D-1013
華麗なるトリックスター 2
キテレツな晩餐

一般 理科 53分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡様々な曲者たちを
紹介！だましだまされる生きる動物たちのドラマをユニークに描きます。

D-1014
華麗なるトリックスター 3
ハニートラップ

一般 理科 53分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡様々な曲者たちを
紹介！だましだまされる生きる動物たちのドラマをユニークに描きます。

D-1015
絶景のかなたへ そこにある奇跡 1
命がけ

一般 紀行 50分
イギリスＢＢＣが制作した、世界中の絶景と、そこに住む人々や生物の
驚異の物語を伝るドキュメンタリー。



整理番号 作品名 対象世代 分類 時間 アニメ 内　　　　容

D-1016
絶景のかなたへ そこにある奇跡 2
大いなる水

一般 紀行 50分
イギリスＢＢＣが制作した、世界中の絶景と、そこに住む人々や生物の
驚異の物語を伝るドキュメンタリー。

D-1017
絶景のかなたへ そこにある奇跡 3
イニシエーション

一般 紀行 50分
イギリスＢＢＣが制作した、世界中の絶景と、そこに住む人々や生物の
驚異の物語を伝るドキュメンタリー。

D-1018 きんだーてれび　ぴったんこ！ねこざかな 1 幼児 童話・昔話 33分 〇
さかなを食べようとしたねこが、逆にさかなに食べられて、ふたりはぴっ
たんこ、「ねこざかな」になっちゃった！南の島を舞台に、海の仲間たちと
繰り広げられるゆかいな物語です。全10話入り。

D-1019 きんだーてれび　ぴったんこ！ねこざかな 2 幼児 童話・昔話 33分 〇
さかなを食べようとしたねこが、逆にさかなに食べられて、ふたりはぴっ
たんこ、「ねこざかな」になっちゃった！南の島を舞台に、海の仲間たちと
繰り広げられるゆかいな物語です。全10話入り。

D-1020 きんだーてれび　ぴったんこ！ねこざかな 3 幼児 童話・昔話 33分 〇
さかなを食べようとしたねこが、逆にさかなに食べられて、ふたりはぴっ
たんこ、「ねこざかな」になっちゃった！南の島を舞台に、海の仲間たちと
繰り広げられるゆかいな物語です。全10話入り。

D-1021 きんだーてれび　ぴったんこ！ねこざかな 4 幼児 童話・昔話 33分 〇
さかなを食べようとしたねこが、逆にさかなに食べられて、ふたりはぴっ
たんこ、「ねこざかな」になっちゃった！南の島を舞台に、海の仲間たちと
繰り広げられるゆかいな物語です。全10話入り。

D-1022 きんだーてれび　ぴったんこ！ねこざかな 5 幼児 童話・昔話 33分 〇
さかなを食べようとしたねこが、逆にさかなに食べられて、ふたりはぴっ
たんこ、「ねこざかな」になっちゃった！南の島を舞台に、海の仲間たちと
繰り広げられるゆかいな物語です。全10話入り。


