
１３　文学

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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・・・。

DVD 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。

DVD 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・・・。

DVD 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・・・。

DVD 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。

DVD 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・・・。

DVD 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」。

DVD 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・・・

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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


