
６　劇

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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

DVD 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・・・。

DVD 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・・・。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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・・・。

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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・・・。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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？」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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・・・。

DVD 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・・・。

DVD 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・・・。

DVD 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

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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・・・。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。
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DVD 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。

DVD 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。

DVD 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・・・

DVD 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。

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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！」

DVD 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。

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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。

DVD 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・・・

DVD 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・・・。

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」
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DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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・・・。

DVD 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。

DVD 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。

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

DVD D-464 美しいさいごの一葉 幼児 劇 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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・・・

DVD 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・・・

DVD 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・・・

DVD 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

DVD 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

DVD 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？

DVD 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」



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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。

DVD 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・・・。

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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！

DVD 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

DVD 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・・・

DVD 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…

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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……。

DVD 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。

DVD 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

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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
…。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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…。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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。）

DVD 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。）

DVD 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。）

DVD 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。）

DVD 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。）

DVD 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。）

DVD 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。）

DVD 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。）

DVD 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。）

DVD 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。）

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

405 　おじいちゃんの海 小学生 劇 50分
聴覚に障害のある少女が祖父の涙ぐましい努力と深い愛情によって障
害を乗り越えていく　だが祖父は突如帰らぬ人となってしまう・・・

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

455 　おにがわら 幼児 劇 10分 ○
おにへいさんは鬼の面が大好きでたくさんのお面を持っています　そこ
へ薬売りがきてくろかみ山のお堂で日本一立派な鬼瓦を見たと言うの
で・・・

16mm
フィルム

456 　アンパンマンまじょのくにへ 幼児 劇 10分 ○
ある時おなかをすかして泣く声を聞いたアンパンマンは助けに行くため
に夜明けの空に飛び立ちましたが途中でほうきに乗った魔女に・・・

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

493 　お母さんのつうしんぼ 小学生 劇 95分
ひとりでがんばってるお母さん　いつまでも笑顔を忘れないでね！母と
子のあり方を涙と笑いで綴る爽やかな愛の感動作！

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

682 　走れ!白いオオカミ 小学生 劇 84分 ○
雄大な自然をバックに描くオオカミと少年の友情・自立そして別れ　本当
の優しさとは、真実の勇気とは　人と動物の本来のあり方を問う

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

804
　ちびまる子ちゃん　まるちゃん文通をはじめる
他１話

小学生 劇 24分 ○
他県の子供と文通をするのがはやっているまる子のクラス　ハヤリもの
にはビンカンなまる子も早速ペンフレンドを作るが・・・



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

805
　ちびまる子ちゃん　まる子花輪君に英会話を習
う

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

807
　ちびまる子ちゃん　まる子たち１年生の世話を
やく

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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


