[ 平成28年度購入ＤＶＤ ]

０５ 災害防止・防犯
時間
（分）

対 象

がんばってます！自主防災 地域の
力で減災
(資料コード： 5200002656）

25

成人

自主防災活動が充実している地域を例に、普段からどのよ
うな活動を積み重ねて、災害に強い街づくりを目指していく
かを描き、その必要性を訴えます。

Ｈ28

被害多発！危険なクリック ２０代３０
代をねらうネットの罠
（資料コード： 5200002342）

19

成人

ＳＮＳを介した詐欺・誹謗中傷、出会い系高額商法・サクラ
サイト商法 アフィリエイト詐欺の事例をもとにインターネッ
トをとりまく危険から身を守る方法を紹介！

Ｈ28

時間
（分）

対 象

タ イ ト ル （ＤＶＤ）

内

容

受入年

２１ 日本史
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

昭和の岩手 なつかし映像集
いわてアーカイブの旅
（資料コード： 5200002623）

90

成人

時間
（分）

対 象

内

容

昭和３４年、岩手の民放として初めてテレビ放送を開始した
ＩＢＣ岩手放送がニュースフィルム・番組等の膨大なライブラ
リーから厳選した映像集。お正月 街の情景（盛岡市/昭和
３５年） デパート屋上遊園地（盛岡市/昭和３６年～５１年）
大原水かけまつり（一関市/昭和３７年） 黒石寺蘇民祭（奥
州市/昭和３８年） 日高火防祭(奥州市/昭和４２年） チャ
グチャグ馬コ（滝沢村、盛岡市/昭和３０年～４０年ごろ）
曳き船まつり（釜石市/昭和３７年） 花巻まつり（昭和４６
年） 盛岡秋まつり（昭和３５年） 一関～盛岡間駅伝（昭和
３４年、４４年） 気仙一周駅伝（陸前高田市/昭和４４年）
花巻電鉄（花巻市/昭和３９年～４７年） 豪雪（西和賀町/
昭和４０年、岩泉町/昭和３９年） 国宝「中尊寺金色堂」解
体修理（平泉町/昭和３７年～４３年） 岩手を駆けたＳＬ（一
戸町、八幡平市、盛岡市/昭和３４年～４６年） 盛岡夏まつ
り（昭和３８年～５３年） 躍進岩手国体（昭和４５年） 秋田
駒ケ岳噴火（昭和４５年） 三陸縦貫鉄道から三陸鉄道へ
（昭和３９年～５９年） 北限の海女（久慈市/昭和４５年、５
３年）

受入年

Ｈ28

４９ 医学
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

ビデオシリーズ・放射能と健康 第１
巻 「放射能・放射線とは何か？」
（資料コード： 5200002292）

24

内

容

「放射能」という言葉がよく使われていますが、きちんとした
意味を問われると案外説明に困ります。放射能とは何かと
小学生
いう素朴な疑問を原子の仕組みからはじまって、放射能・
～成人
放射線・放射性物質それぞれの違い、放射線の種類まで
わかりやすく紹介します。

1

受入年

Ｈ28

ビデオシリーズ・放射能と健康 第２
巻 「放射能の身体に与える影響」
（資料コード： 5200002300）

19

放射線は目に見えないにも関わらず、体への悪影響があ
小学生 ることによって、恐怖感が募ります。放射線の具体的な体
～成人 への影響を知るとともに、外部被ばくと内部被ばくの違いや
子どもたちと大人への影響の違いなどを紹介します。

Ｈ28

７９ 動画〈アニメ〉
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

時間
（分）

対 象

内

容

受入年

19

宮沢賢治の童話をアニメ化。四季の自然の中で慎ましく生
きる開拓農民の森を敬い、森に与えられ、森に祈る姿を通
小学生 して、人間の営みが自然の力によって支えられていること
を切々と語りかけます。文部省選定、教育映画祭優秀作品
賞。

Ｈ28

20

子がっぱのかんきちは、村の子どもたちと大の仲良しでし
たが…。かけがえのない命が失われ、かっぱの親子を悲劇
が襲いますが、疫病が村に流行したとき、かっぱの母親は
小学生
村の子どもたちのために、命がけで妙薬をつくるのでした。
かっぱの親子が織りなす無償の愛の物語。福島県塙町の
創作民話。

Ｈ28

85

木こりの子どもグスコーブドリは家族４人で幸せに暮らして
いましたが、度重なる天災のために家族はバラバラになっ
てしまいます。一人ぼっちになったブドリは、これから一人
で生きていかなければなりません。ブドリは、森の「てぐす
小学生
工場」や「沼ばたけ」の赤髭の百姓のところで働きながら一
～成人
生懸命勉強してイーハトーブ火山局で仕事をするようにな
ります。火山活動の調査や観測。そしてなによりも火山を
科学的に利用して農業に役立てる仕事は、ブドリの生きが
いとなります。 バリアフリー版あり。

Ｈ28

セロひきのゴーシュ
（資料コード： 5200002565）

20

賢治童話の中でも、「セロひきのゴーシュ」は、明るいユー
モアにあふれた心温まる作品として、多くの人々に愛され
小学生 ています。セロがうまく弾けるように、あきらめないで努力を
続けるゴーシュの姿と、いろいろな動物との出会いを描い
た楽しいファンタジーです。宮沢賢治原作。

Ｈ28

ちびねこチョビ / ちびねこｺﾋﾞとおとも
だち
（資料コード： 5200002607）

40

幼児～
角野栄子が贈るいたずらが大好きなちびねこのお話。第１
小学生
話「ちびねこチョビ」 第２話「ちびねこコビとおともだち」
（低）

Ｈ28

20

一郎のところに、山猫からめんどうな裁判があるので来て
欲しいというハガキが届きます。一郎が山猫に会いに山へ
小学生
いくと、どんぐりたちが誰が一番えらいかきめて欲しいと裁
判長の山猫にせまっていました。

Ｈ28

狼森とざる森、ぬすと森
（資料コード： 5200002649）

かっぱのすりばち
（資料コード： 5200002599）

グスコーブドリの伝記
（資料コード： 5200002375）
バリアフリー版
（資料コード： 5200002383）

どんぐりと山猫
（資料コード： 5200002615）

ねぎぼうずのあさたろう 巻之三
（資料コード： 5200002318）

102

其之七「嘘つき小僧すず吉」
偶然出会ったすず吉に、情けをかけたが運のつき、ニセモ
幼児～
ノたんまり買わされる。実はすず吉、悩みがあった。事情を
小学生
知ったあさたろう、正義のねぎ汁びゅるるっと飛ばす！
（低）
其之八「村を守った秘密箱」
ここは箱根の山の中。村まで案内されたはいいが、出迎え
たのは山賊一味。騙された！と思ったが、村もやつらに
困ってた。そうとわかればあさたろう、村人と一緒に反撃
だ！
其之九「くノ一の隠れ里」

2

Ｈ28

まだまだ続く箱根の山。現れたるはりんごのおりん。今日は
忍者の昇段試験、こももに勝負を挑んでくる。受けて立つ
よ！とくノ一こもも。勝負の行方、これいかに？
其之十「人情渡し舟」
箱根を超えて三島も近く。いんちき賭博を見破った、切れ味
鋭いねぎぼうず。危機一髪のあさたろう、刃が迫ったその
時も、ひらりと現れ人助け。彼はいったい何者なのか？

ねずみくんのチョッキ②
（資料コード： 5200002664）

氷河ねずみの毛皮
（資料コード： 5200002359）
バリアフリー版
（資料コード： 5200002367）

38

赤いチョッキがじまんのねずみくんと、ゆかいな仲間たちの
幼児～ 楽しいお話。第1話「またまた！ねずみくんのチョッキ」 第2
小学生 話「ねずみくんとおんがくかい」 第3話「ぞうさんとねずみく
（低） ん」 第4話「ねずみくんねずみくん」 第5話「ねずみくんの
ひみつ」 第6話「ねずみくんのたんじょうび」

Ｈ28

24

吹雪の夜、イーハトーブの駅から北の果てのべーリングに
向かう最大特急・夜行列車が出発しました。乗客の中には
豪商のタイチ、船乗りの若者、それにキツネによく似た赤髭
の男などがいます。北極の地へ黒狐を狩猟に行くタイチ
小学生
は、着ている外套を自慢げに見せびらかしながら話しかけ
てきました。船乗りの若者はタイチの話を胸が痛くなるよう
な思いで聞いていました。宮沢賢治原作。バリアフリー版あ
り。

Ｈ28

子どもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たち
の住む日本の昔ばなし。ふるさとの地域に根付いた民話や
昔ばなしを描く、決定版「昔ばなし」セレクション、１７巻。
ふるさと再生日本の昔ばなし
① 花さか爺さん ほか
（資料コード： 5200002391）

69

幼児～
花さか爺さん、一寸法師、おむすびころりん、夢を買った
小学生
男、ねずみ経、牛の嫁入り、八つ化け頭巾、ほれ薬、猿地
（低）
蔵、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
② 浦島太郎 ほか
（資料コード： 5200002409）

69

幼児～
浦島太郎、金太郎、力太郎、うぐいすの里、平林、宝くら
小学生
べ、いかとするめ、三人泣き、大工と鬼六、９話収録。
（低）

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
③ こぶとり爺さん ほか
（資料コード： 5200002417）

69

幼児～ こぶとり爺さん、たにし長者、魚女房、ほら吹き娘、熊と狐、
小学生 和尚と小僧の川渡り、しっぺい太郎、天にのぼった息子、
（低） 無精くらべ、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
④ ぶんぶく茶釜 ほか
（資料コード： 5200002425）

69

幼児～ ぶんぶく茶釜、三年寝太郎、鼻たれ小僧、最後の嘘、うれ
小学生 しめでたしありがたや、食わず女房、和尚と小僧のかみが
（低） ない、ふるやのもり、旅人馬、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑤ 織姫と彦星 ほか
（資料コード： 5200002433）

69

幼児～ 織姫と彦星、闇夜にカラス、髪そり狐、そそうの相九郎、オ
小学生 ンバの皮、いもころがし、火男、ねずみのすもう、和尚と小
（低） 僧のぷーぷーぱたぱた、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑥ わらしべ長者 ほか
（資料コード： 5200002441）

69

幼児～ わらしべ長者、天の羽衣、厠の神様、仁王とどっこい、鷲の
小学生 さらい子、こんにゃく問答、絵姿女房、おいてけ堀、金をひ
（低） ろったら、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑦ かぐや姫 ほか
（資料コード： 5200002458）

69

幼児～ かぐや姫、鬼の妹、まんじゅうこわい、うばすて山、水の神
小学生 の文使い、運のよいにわか侍、海幸彦と山幸彦、河童が出
（低） てきた日、閻魔さまの失敗、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑧ 三つの斧 ほか
（資料コード： 5200002466）

69

幼児～ 三つの斧、猿の婿どの、天狗と盗人、屁ひり嫁、猫と茶釜
小学生 の蓋、ちゃくりかきふ、ねずみの婿取り、小石の手紙、だん
（低） まりくらべ、９話収録。

Ｈ28

3

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑨ 天狗の隠れみの ほか
（資料コード： 5200002474）

69

幼児～ 天狗の隠れみの、鬼婆さんが仲人、閻魔様はハチゴロど
小学生 ん、きき耳ずきん、犬と猫と宝物、幽霊の歌よみ、たのきゅ
（低） う、てえてえ小法師、にせ地蔵、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑩ 鶴の恩返し ほか
（資料コード： 5200002482）

69

幼児～ 鶴の恩返し、宝ひょうたん、若返りの水、猫女房、ごんぞう
小学生 虫、鼻高扇、たわらの藤太、狐のお産、取っつく引っつく、９
（低） 話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑪ 因幡の白兎 ほか
（資料コード： 5200002490）

69

幼児～ 因幡の白兎、嫁の坊主頭、三枚のお札、炭焼き長者、金の
小学生 なる木、お坊さんの手ぬぐい、三人の兄弟、狼の眉毛、どっ
（低） こいしょ、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑫ 大江山の鬼退治 ほか
（資料コード： 5200002508）

69

幼児～ 大江山の鬼退治、小僧とネコの絵、貧乏神、馬方山姥、え
小学生 びのお伊勢参り、なんの病、山梨とり、一軒家の婆さん、ム
（低） カデの医者むかえ、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑬ 桃太郎 ほか
（資料コード： 5200002516）

69

幼児～ 桃太郎、はちかつぎ姫、十二支のはなし、いくさはやめた、
小学生 大蛇と狩人、尻尾の釣り、天福地福、菜飯八兵衛、茗荷女
（低） 房、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑭ 町のねずみと田舎のねずみ ほ
か
（資料コード： 5200002524）

69

幼児～ 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
小学生 子、カッパとわらぞうり、そら豆とわらと炭、味噌買い橋、猫
（低） 檀家、鳥呑みじいさん、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑮ 笠地蔵 ほか
（資料コード： 5200002532）

69

幼児～ 笠地蔵、塩ふき臼、大年の客、風の神と子供たち、漆の兄
小学生 弟、天の邪鬼とわらし、あとかくしの雪、三つの謎かけ、こ
（低） おった声、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑯ 一足千里のわらじ ほか
（資料コード： 5200002540）

69

幼児～ 一足千里のわらじ、山伏と白い猿、月日のたつのは早い、
小学生 七羽の白鳥、謎の恋歌、「お」は難しい、尻鳴りべら、涙を
（低） 流した鬼の面、星の火、９話収録。

Ｈ28

ふるさと再生日本の昔ばなし
⑰ ヤマタノオロチ ほか
（資料コード： 5200002557）

46

幼児～
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
小学生
叫び、タコほねなし、元犬、６話収録。
（低）

Ｈ28

62

「ミッキーの消防隊」、「ミッキーのダンスパーティー」、「ミッ
幼児～
キーのライバル大騒動」、「ミッキーとあざらし」、「ミッキー
小学生
の猟は楽し」、「ミッキーの移動住宅」、「ミッキーのポロゲー
（低）
ム」、「ミッキーのドキドキ汽車旅行」８話収録。

Ｈ28

66

「ミッキーのアイス・スケート」、「ミッキーの巨人退治」、「い
幼児～
たずら子象」、「ミッキーの魚釣り」、「ミッキーの害虫退
小学生
治」、「ミッキーの山登り」、「ミッキーの船長さん」、「ミッキー
（低）
のがんばれサーカス」８話収録。

Ｈ28

69

「ミッキーのお化け退治」、「ミッキーの造船技師」、「ミッ
幼児～
キーの猛獣狩り」、「ミッキーとはらぺこオウム」、「ミッキー
小学生
の大演奏会」、「ミッキーの引越し大騒動」、「ミッキーの夢
（低）
物語」、「ミッキーの芝居見物」８話収録。

Ｈ28

65

「ミッキーのハワイ旅行」、「ミッキーの青春手帳」、「ミッキー
幼児～
のつむじ風」、「ミッキーのグランドオペラ」、「ミッキーの捕
小学生
鯨船」、「プルートの化け猫裁判」、「ミッキーのアマチュア合
（低）
戦」、「ミッキーの大時計」８話収録。

Ｈ28

ミッキーマウス① ミッキーの消防隊
（資料コード： 5200002672）

ミッキーマウス② ミッキーのがんば
れサーカス
（資料コード： 5200002680）

ミッキーマウス③ ミッキーのお化け
退治
（資料コード： 5200002698）

ミッキーマウス④ ミッキーのハワイ
旅行
（資料コード： 5200002706）

4

ミッキーマウス⑤ ミッキーの誕生日
（資料コード： 5200002714）

やまなし
（資料コード： 5200002631）

60

「ミッキーの誕生日」、「ミッキーのオーケストラ」、「ミッキー
幼児～
の魔術師」、「ミッキーのあらいぐまをさがせ」、「ドナルド
小学生
ダックの遠足騒動」、「ミッキーの不思議な薬」、「ミッキーの
（低）
愛犬」、「ミッキーの大探検」８話収録。

Ｈ28

15

サワガニの兄弟が体験する、川のなかでのできごと。魚
や、魚を採るカワセミ、そして川に落ちてきた「やまなし」。
小学生
すべてが兄弟にとって、驚きの連続。宮沢賢治原作の童話
を影絵アニメーションで描く。

Ｈ28

９１ 劇映画〈日本〉
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

サクラサク
（資料コード： 5200002581）

盲目の名馬タカラコスモス
（資料コード： 5200002573）

時間
（分）

107

47

対 象

内

容

受入年

「精霊流し」、「解夏」、「眉山」、「アントキノイノチ」…、良質
の映画化が相次ぐさだまさしの小説から新たな感動作が誕
生しました。さだまさし自身の父親の思い出を下敷きに描
かれた物語です。「満開の桜がきれいだった…」壊れかけ
た家族は、７０年前の父の大切な思い出の場所にたどりつ
けるのでしょうか。

Ｈ28

盲目のサラブレッド、タカラコスモス。馬術会では誰もが憧
れた名馬だったが、病に冒され失明してしまう。走れなく
なったらその命を終えてしまうはずの馬を引き取ったのは、
高校生
北国青森の農業高校。そこで世話を任されたのは馬の事
～成人
など全く知らない新入生の女子馬術部員。気位の高い名
馬は彼女を翻弄し続けた。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。

Ｈ28

成人

９３ 劇映画〈西洋〉
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

ネコのミヌース
（資料コード： 5200002334）

時間
（分）

83

対 象

内

容

オランダで空前の大ヒットを記録した児童文学の映画化作
品「ネコのミヌース」は、子供から大人まで一緒になって楽
小学生
しめるハートウォーミング“ねこ”コメディ！ ネコがしゃべっ
～成人
たり、一生懸命演技する姿に心の底から応援したくなる、
心温まる作品です。

受入年

Ｈ28

３７ 教育方法制度〔寄贈〕
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

見て 学んで 考える WEB教材
キッズ介護教材 長寿大国を探検し
よう
（資料コード： 5200002284）

時間
（分）

30

対 象

内

容

少子高齢化が進んでいる中で、社会の中で子ども達が高
齢者に出会う割合はますます多くなっています。６５歳以上
の高齢者数は１０年後には３０％を超え、２０５０年頃には
小学生 約４割が高齢者になるとのことです。子どもたちに縁遠いも
～成人 のではない「介護」について、楽しくわかりやすく学んでもら
うものです。本編であるＷｅｂ教材の中から映像部分を再編
集し、このＤＶＤだけでもある程度の解除の方法や介護の
お手伝いを行うことを学ぶことができます。

5

受入年

Ｈ28

