
２　小学生

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

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-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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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・・・

DVD 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・・・」

DVD 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・・・。

DVD 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・・・。

DVD 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。

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。

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-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-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？」

DVD 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」

DVD 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」

DVD 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。

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-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・・・

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

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-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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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

DVD 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

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-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。

DVD 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。

DVD 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。

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-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。

DVD 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。

DVD 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。

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。

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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

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-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。

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-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-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

DVD 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

DVD 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。

DVD 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・・

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-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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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・・・

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-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・・・。

DVD 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・・・。

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-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・・・。

DVD 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。

DVD 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・・・

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

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-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。

DVD 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。

DVD 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・・・。

DVD 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・・・。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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・・・。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

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-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

DVD 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

DVD 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

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-463 森のなかまたち 小学生
童話・昔

話
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

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-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・・・

DVD 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

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-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-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

DVD 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

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-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-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～

DVD 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



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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

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-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。

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-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・・・。

DVD 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。

DVD D-519
友だちの声が聴こえる？
～本当の思いやり～

小学生 人権 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・・・。

DVD 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。

DVD 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

DVD 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

DVD 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？

DVD 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

DVD 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

DVD 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！

DVD 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

DVD 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

DVD 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？

DVD 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 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。

DVD 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・・・

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-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

DVD 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）

DVD 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）

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



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

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-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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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」。

DVD 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」。

DVD 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」。

DVD 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」。

DVD 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」。

DVD 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」。

DVD 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」。

DVD 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」。

DVD 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」。

DVD 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」

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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」

DVD 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。

DVD 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…。

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-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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

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-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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

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-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-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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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

DVD 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。

DVD 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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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…。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

DVD 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。

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

85 　ひらけゆく北総 環境 小学生 30分

16mm
フィルム

86 　変ぼうする東京湾 環境 小学生 30分

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

106 　ハッスル君のピンボケ作戦
童話・昔

話
小学生 40分

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

116 　宿場町船橋 民俗 小学生 27分



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

119 　かわってきた人々のくらし 歴史 小学生 15分

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

125 　船橋の灯明台 民俗 小学生 19分

16mm
フィルム

131 　アルプスの少女ハイジ
童話・昔

話
小学生 80分

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

149 　船橋の文化財を訪ねて 民俗 小学生 28分

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

199 　房総の自然 紀行 小学生 29分

16mm
フィルム

200 　房総路をいく 紀行 小学生 29分

16mm
フィルム

206 　わたしたちのまち　船橋 民俗 小学生 24分

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



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

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

293 　モチモチの木
童話・昔

話
小学生 17分 ○

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

346
　ヒロシマ．ナガサキ　－核戦争のもたらすもの
－

平和 小学生 46分
科学者達の報告を集大成した書物「広島・長崎の原爆災害」に基づき科
学的な視点から原子爆弾被爆の総合像を描こうとする記録映画

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

361 　くずの葉ぎつね
童話・昔

話
小学生 26分 ○

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

393 　親捨て山 劇 小学生 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・・・



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

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

16mm
フィルム

399
　オオムラサキがとぶ日　－私たちの観察日誌
－

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



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

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

491 　虫ばになった王様
保健・健

康
小学生 13分 ○

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

16mm
フィルム

492 　稲むらの火 防災 小学生 21分 ○
安政元年、紀州有田郡広村で激しい地震がおき津波の前兆に気づいた
五兵衛は村人に危険を知らせるため自分の稲むらに火をつける

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

497 　牛女
童話・昔

話
小学生 23分 ○

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

16mm
フィルム

498 　手ぶくろを買いに
童話・昔

話
小学生 15分 ○

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

508 　マッチ売りの少女
童話・昔

話
小学生 21分 ○

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

513 　いたずらあまんじゃく
童話・昔

話
小学生 23分 ○

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

16mm
フィルム

521 　リトルツインズ
童話・昔

話
小学生 30分 ○

コロックル島は不思議がいっぱい　小さな小さな双子の生命は萌えてい
ます

16mm
フィルム

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



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

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

574 　のどかな森のシンフォニー
童話・昔

話
小学生 10分 ○

１９３７年にアカデミー最優秀動画賞を受賞した、ウォルト・ディズニー作
品

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

624 　こぎつねのおくりもの
童話・昔

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

633 　鬼がら
童話・昔

話
小学生 27分 ○

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



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

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

674 　注文の多い料理店（文部大臣賞）
童話・昔

話
小学生 19分 ○

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

677 　南無一病息災
童話・昔

話
小学生 18分 ○

あわてん坊の赤鬼と肝っ玉の太い青鬼にとりつかれた五郎市と与茂平
の昔話

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

690 　ぼくのお姉さん 人権 小学生 36分
障害を乗り越え自立して生きようとする姉　姉を疎ましく思いつつ心の痛
みや苦しみを理解しようとする弟　その家族の明るい生き方を描く

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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



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

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

753 　猫の事務所
童話・昔

話
小学生 22分 ○

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

762 　氷河ねずみの毛皮
童話・昔

話
小学生 24分 ○

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

16mm
フィルム

771 　船橋だより　全国に誇る船橋の海苔 歴史 小学生 14分

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

780 　金色の足あと
童話・昔

話
小学生 28分 ○

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

799 　星空のバイオリン 平和 小学生 88分 ○
長野県中野市で農業のかたわらバイオリンの製作をつづけておられる
小沢僖久二さんの伝記を原作にした物語



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

804
　ちびまる子ちゃん　まるちゃん文通をはじめる
他１話

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

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

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

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 劇 小学生 24分 ○
ツバメの巣づくりの季節　はまじの家の玄関の上に作った台にツバメの
巣があるのを見たまる子は・・・

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

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

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

16mm
フィルム

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

16mm
フィルム

810 　雪渡り
童話・昔

話
小学生 23分 ○

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

16mm
フィルム

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


