
０４　保健衛生

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

新型インフルエンザ　対策編
(資料コード： 5200001260）

52
小学生～

成人

２００９年春発生し大流行しているＨ１Ｎ１型と今後、発生が
心配されているＨ５Ｎ１型新型インフルエンザの両方に対応
した予防策を、多面的、総合的に解説。

Ｈ23

０５　災害防止　防犯

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

海上保安官が見た巨大津波と東
日本大震災復興支援
(資料コード： 5200002326）

118 成人

２０１１年３月１１日午後２時４６分に発生した東北地方太平
洋沖地震により発生した巨大津波が、東北地方、関東地方
沿岸に襲いかかる映像が海上保安官によって撮影されま
した。津波が去った後、海上保安官たちは、被災者の救
助、救援物資を運ぶために港を復旧させる作業、沖に流さ
れた船舶の調査、そして行方不明者を探す任務を遂行して
います。

Ｈ26

感染症対策　vol．２
地域・社会で備える編
(資料コード： 5200003381）

31 成人

感染症が流行ったら!? 　通勤電車、公共施設、学校など社
会生活における注意点や対策ガイドラインなど個人ではな
く社会の中での対策・予防について紹介！
収録内容　○感染症の拡大とルート　○社会的対策　○デ
マの拡散　正しい情報を得るために

Ｒ３

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

3.11東日本大震災から学ぶ
津波・命を守る心構え
(資料コード： 5200001625）

20 成人

東日本大震災津波を取材し、津波という自然災害から命を
守っていくためにはどのような意識を持ち、どのような行動
をすべきかを考えます。小中学生６００人が津波から逃げ
切った「釜石の奇跡」はなぜ起こったか。釜石で長年防災を
指導してきた片田敏孝教授にお話を伺う。また、津波のメカ
ニズムを解説し、津波から命を守る知恵を伝えて行きま
す。

Ｈ23

3.11東日本大震災から学ぶ
もし今、地震が起きたら
(資料コード： 5200001633）

19 成人

過去に起きた大地震の教訓をもとに、地震時の心得が伝
えられてきました。しかし、近年の地震被害に関する研究
や、社会情勢の変化に伴い、それらの心得が現在でも有
効かどうかの検証が進められています。未曾有の大災害と
なった東日本大震災の経験も踏まえ、いま求められる地震
時の心得、地震への備えを考えます。

Ｈ23

小学生の自転車の安全な乗り方
(資料コード： 5200000627）

16 小学生

小学生は、学年が上がるにつれて自転車運転の技量も向
上し、行動範囲が広がります。それは同時に危険に遭遇す
る機会が増えることも意味します。「なぜ危険なのか？」「ど
うしたら安全なのか？」子ども達に質問を投げかけ、考えさ
せるといった手法を用いることで、自然にルールやマナー、
危険予測が身につくことを目指します。

Ｈ23

水害発生 その時 !!　　～命を守る
日頃の備え～
(資料コード： 5200003332）

22 成人

想定を超える水害は誰も予測できないもの。2004年に集中
豪雨の被害を受けた新潟県三条市の現地取材を交え、
「自分の身を守るのは自分自身」という自助の考え方が防
災の基本であることを訴えます。

Ｒ２
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地震への備えが命を守る
緊急地震速報の音声が流れたら
(資料コード： 5200001617）

21 小学生
子どもが学校にいる時、通学途中、一人で家にいる時、大
地震に突然襲われたことを想定し、クイズ形式で「こんなと
きどうする？」と随所で考えさせながら展開します。

Ｈ23

孫悟空の火の用心
(資料コード： 5200000619）

12
幼児～小
学生（低）

孫悟空、猪八戒、沙悟淨の仲間たちが師匠の三蔵法師と
一緒に火災の恐ろしさを学びます。孫悟空たちは使い捨て
ライターによる火遊びの怖さ、煙の危険性や花火をすると
きの注意点などクイズを交えながら勉強します。

Ｈ23

地域で守る子どもの安全
(資料コード： 5200001278）

17 成人

子ども達にとって安心で安全な社会づくりをしていく上で、
地域として、大人として何ができるか？全国的に増加して
いる「自主防犯グループ」、個人でできる防犯対策などを紹
介・解説。

Ｈ23

つぎはあなたかも !!　　特殊詐欺被
害に遭わないために
(資料コード： 5200003209）

34 成人
「奥州カルチャー」の協力を得て、欺される方の心理や最新
の手口、具体的な対処方法について、寸劇方式で説明。

Ｒ１

はじめに、なぜ、だまされるのか？
手口１　キャッシュカードをだまし取る手口
手口２　「操作に協力してくれませんか？」
手口３　「料金未納で、裁判します。」
手口４　孫をかたるオレオレ詐欺

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

マギー司郎のお年寄りの交通安全
(資料コード： 5200000643）

20 成人

いつまでたっても減らないお年寄りの交通事故。その事故
のほとんどが歩行中もしくは自転車乗車中に起きていま
す。この事実を踏まえ、お年寄りに外出時の交通安全知識
をより理解していただけることを目的にしました。進行はマ
ギー司郎氏。マギー司郎氏が街に出かけお年寄りの事故
が多い場所（車の後ろからの飛び出し、横断歩道のない場
所での横断など）で、交通安全のポイントを得意のマジック
と映像のマジックで楽しくわかりやすく解説します。

Ｈ23

まめうしくんの交通安全
(資料コード： 5200000635）

12
幼児～小
学生（低）

絵本やテレビでおなじみの「まめうしくん」が登場する、楽し
く学べる交通安全アニメーションです。まめうしくんたち楽し
い仲間にとって、町を歩くのは初めての体験です。みんな
は安全な道路のわたり方、信号についてなどの交通ルー
ルの基本を学びます。

Ｈ23

２１　日本史

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

あの日の写真館　岩手県
(資料コード： 5200003357）

32 成人

岩手県の明治３０年代から昭和２１年頃までの、懐かしい
風景などの画像を、音楽にのせて収録しています。
「昭和の生活道具」　「岩手県」　「服装の移り変わり」を収
録。

Ｒ２

 2



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

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）

Ｈ28

２７　史跡文化財
    

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

よみがえる金色堂
(資料コード： 5200001849）

45 成人

 「中尊寺金色堂」は、数少ない12世紀の建築として、また
優れた工芸技術の作品として世界文化遺産に登録。この
映画は創建以来はじめて解体修理が行われた昭和37年か
ら7年間の貴重な記録。

Ｈ26

２８　伝記

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

北上・西和賀地方の先人
（資料コード：5200003100）

30
小学生～

成人
北上市の「澤藤幸治」、湯田町の「菊池淡水」、沢内村の
「加藤新平」３人の人物と業績を紹介。

Ｈ30

花巻地方の先人
（資料コード：5200003118）

30
小学生～

成人

花巻市の「島善鄰」、大迫町の「菅原隆太郎」、石鳥谷町の
「谷村貞冶」、東和町の「萬鉄五郎」４名の生い立ちや業績
を紹介。

Ｈ30

３６　社会

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

映像で振り返る僕らの昭和
第二巻　経済/産業編
(資料コード： 5200002219）

102 成人
戦後の昭和の復興と繁栄を、“貴重なニュース映画”と“団
塊の世代”の作家“山根一眞氏”の解説や“吉永みち子氏”
との対談で振り返る！

Ｈ27

日本の道(1955年）　東洋一のかけ橋（1955年）
科学ニッポン（1956年）　自動車ニッポン（1957年）
夢去りぬ神武景気（1957年）　関門トンネル開通（1958年）
あの道・この道（1958年）　八郎潟（1958年）
つきない住まいの悩み（1960年）
天王山にきた三池スト（1960年）
うず潮をこえる送電線（1961年）
日本最長の北陸トンネル開通（1962年）
いよいよ宇宙通信時代へ（1962年）
初の国産旅客機飛ぶ（1962年）
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開通した東洋一のつり橋（1962年）
のびる地下鉄の新路線（1963年）
完成した黒部第四発電所（1963年）
いよいよハイウエー時代（1963年）
五輪の新動脈（1964年）　東京－大阪四時間で（1964年）
環状７号線（1964年）　コンピューター時代（1967年）
地上百四十メートル（1968年）　ああ分譲地（1969年）
万国博幕開く（1970年）　買いだめ騒動（1973年）
ＥＸＰO'75海洋博・沖縄（1975年）
神戸ポートアイランド博覧会（1981年）
ＴSＵＫＵＢＡ・ＥＸＰＯ’８５（1985年）
カードの時代（1987年）

映像で振り返る僕らの昭和
第四巻　女性/ニューファミリーの
時代編(資料コード： 5200002227）

110 成人
戦後の昭和の復興と繁栄を、“貴重なニュース映画”と“団
塊の世代”の作家“山根一眞氏”の解説や“吉永みち子氏”
との対談で振り返る！

Ｈ27

手をつなぐ母親たち（1955年）
小さい流行・大きい流行（1957年）　バスガール（1958年）
特報－皇太子妃に正田美智子さん（1958年）
お二人でテニスを（1958年）
サラリーマンと結ばれる清宮様（1959年）
世界一の児島明子さん（1959年）
お母さん大臣売り出す（1960年）
マンモス化の団地住宅（1962年）
春だ銀座だニューモード（1964年）
ギンザの青春（1965年）
電化教育時代（1966年）　ミニの女王来日（1967年）
副都心・新宿（1968年）　　ドライブインは花ざかり（1970年）
ファッションゲリラ（1970年）　２ＤＫ庭つき８５万円（1970年）
埋立地（1972年）　ヤングの商法（1972年）
大連休・人、人、人（1973年）
マンションは「高値」の花（1973年）
原宿シャンゼリゼ（1974年）　千円亭主（1974年）
待ち遠しい春（1977年）　最近の団地事情（1982年）
ウォーターフロント浦安（1988年）

映像で振り返る僕らの昭和
第六巻　スポーツ/文化芸能編
(資料コード： 5200002235）

140 成人
戦後の昭和の復興と繁栄を、“貴重なニュース映画”と“団
塊の世代”の作家“山根一眞氏”の解説や“吉永みち子氏”
との対談で振り返る！

Ｈ27

力道山組勝つ（1955年）　名門ヤンキース来日（1955年）
後特報（31,2,6）猪谷選手初の日章旗（冬季オリンピック第２
報）（1956年）
王妃となったグレースケリー（1956年）
四人の横綱（1957年）　力道山対ルーテーズ（1957年）
檜舞台の黒沢監督（1957年）　若乃花優勝（1958年）
ロカビリー（1958年）
特報－「無法松の一生」にグランプリ－　（1958年）
プロ野球は花ざかり（1959年）
首位争いのヒーローたち（1961年）
カミナリ天国（1961年）　いよいよ柏鵬時代へ（1961年）
三船敏郎の受賞パーティ　（1961年）
ねじれて踊ろう（1962年）　原田・世界の王座に（1962年）
海老原世界の王座へ（1963年）　金田とＯＮ砲（1964年）
特報－第18回オリンピック東京大会－（1964年）
オリンピック東京大会（第二報）（1964年）
シンザン号晴れの三冠馬（1964年）
スイムで踊ろう（1965年）　ああビートルズ（1966年）
藤、ロポポロＫＯ世界ジュニアウェルター級タイトルマッチ
（1967年）
千客万来武道館（1968年）

 4



君原に銀メダル－メキシコオリンピック－（1968年）
巨人が五年連続の王座－日本シリーズ第６戦西宮球場－
（1969年）
日本ジャンプ陣強し－札幌五輪－（1972年）
“札幌オリンピックを成功させましょう”（1972年）
ハイセイコ－強し（1973年）　ハイセイコ－破れる（1973年）
「長島巨人」Ｖ１成る（1976年）
妖精の舞－コマネチ選手―（1976年）
王選手、七五六号達成－ホームラン世界最高記録―
（1977年）
長島監督辞任（1980年）　さよなら、日劇（1981年）
初の国際レース－競馬・ジャパンカップー（1981年）

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
(資料コード： 5200000155）

　45
各15

中学生～
成人

ケニアの環境副大臣マンガリ・マータイさんは長年、植林を
通じて貧困や紛争の解決に取組んできました。
①地球規模で考える環境　②新しい技術が環境を守る　③
くらしの工夫が地球を守る

H18

未来へわたす　東日本大震災から
５年
(資料コード： 5200002763）

34
中学生～

成人

2011年3月11日の東日本大震災から５年。復興工事が進
められている岩手県宮古市。市民は今回の震災の体験か
ら得た教訓や気付きを、次の世代に伝えようとしている。未
来へ何をわたし、活かしていくのか。人々の模索の日々を
描き出す。

Ｈ29

田老第一中学校生徒による震災演劇の創作

認定こども園宮古ひかりの開設

重茂漁協による持続可能な漁業への挑戦

３７　教育方法制度
    

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

あしたをつかめ平成若者仕事図鑑
警察官
(資料コード： 5200000114）

24
中学生
高校生

希望職種に就くための資格・試験の実態やライフサイク
ル、収入の目安等も示唆。働くことの魅力について考えて
もらう＜仕事ガイダンス教材＞。

H18

あしたをつかめ平成若者仕事図鑑
声優
(資料コード： 5200000148）

23
中学生
高校生

〃 H18

あしたをつかめ平成若者仕事図鑑
プログラマー
(資料コード： 5200000122）

24
中学生
高校生

〃 H18

あしたをつかめ平成若者仕事図鑑
保育士
(資料コード： 5200000106）

24
中学生
高校生

〃 H18

あしたをつかめ平成若者仕事図鑑
レスキュー隊員
(資料コード： 5200000130）

24
中学生
高校生

〃 H18

季節をさがしに
①あそびかた発見！春夏秋冬
(資料コード： 5200001674）

60
小学生～

成人

6歳～12歳の子どもたちが身近な自然に親しみ、自然を楽
しむ姿があります。日々の生活で四季を感じる幸せを、大
人がこどもたちと共に味わい、見つけてもらうための教材。

H24
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季節をさがしに
②学びかた発見！春夏秋冬
(資料コード： 5200001682）

60
小学生～

成人

6歳～12歳の子どもたちと自然の中で学ぶことがたくさんあ
ることに気づきます。大人も子どもも、日本の四季折々の
恵みや美しさを感じながら遊び、遊びながら学習できます。

H24

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）

30
小学生～

成人

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
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
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。

Ｈ28

３８　民俗風習

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

奥州市の無形民俗文化財
ーFoｌｋ　art  in  Oshuー
(資料コード： 5200003092）

25
小学生～

成人
奥州市の無形民俗文化財を広く県民の皆様にご理解いた
だき、併せて後継者育成にも活用するため作成。

Ｒ１

神楽講中の待つ地域へ
－いわて花巻の幸田神楽ー
(資料コード:5200003142)

60 成人
幸田神楽の練習に励む人々とそれを受け入れる地域の
人々との交流を描きながら、神楽を伝承していくことの大切
さを紹介します。

Ｈ30

北上・西和賀地方のまつり
(資料コード:5200003126)

24
小学生～

成人

北上市の「三日月神社の火焚きまつり」、湯田町の「白木
野厄払い人形まつり」、沢内村の「山祇神社まつりと川舟田
植踊」を収録。

Ｈ30

小正月行事
(資料コード:5200003191)

19
小学生～

成人
平成16年度未来に伝える地域文化記録事業。花巻地方の
小正月行事を収録。

Ｒ１

南部神楽　末長い継承への願い
普及版
(資料コード： 5200003084）

80
　小学生
～成人

「南部神楽」を広く県民の皆様にご理解いただき、併せて後
継者育成にも活用するため作成。
収録内容：八岐大蛇・風流羽衣・道太鼓

Ｒ１

南部神楽　伝統の技を未来へ
(資料コード： 5200002722）

108
小学生～

成人
「南部神楽」を広く県民の皆様にご理解いただき、併せて後
継者育成にも活用するため作成。

Ｈ28

御神楽（鶏舞）、天の岩戸入れ、天の岩戸開き、五代

領、三番叟、協力：狼ケ志田神楽保存会

南部神楽　歴史を紡ぐ伝承の物語
(資料コード： 5200002771）

DISC1
105分

小学生～
成人

 「南部神楽」を広く県民の皆様にご理解いただき、併せて
後継者育成にも活用するため作成。

Ｈ29

DISC2 DISC1　神楽の伝承について

110分 　　　　　岩戸入れ ・ 三番叟 ・ 宝剣納 ・ 彦火火出見尊

DISC2　牛若丸弁慶五條の橋 ・ 篠田森　石川悪右衛門 

　　　　　合戦の巻 ・ 田村二代

ニュース映画に見る・懐かしの日
本　昭和30年代の生活と文化②
東北編
(資料コード： 5200002201）

31 成人

昭和３０年代、映画館では本編の前に必ずニュース映画が
上映されていました。このＤＶＤは、読売国際ニュース映画
に見る懐かしい青森・秋田・岩手・山形・宮城の貴重な記録
映画です。

Ｈ27

３０年　「犬の町をゆく」　秋田県
３０年　「脚光をあびる日本のチベット」　岩手県
３０年　「羽黒の山伏たち」　山形県
３２年　「鳴子ダム」　宮城県
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３２年　「コケシの町でコケシ祭り」　宮城県
３５年　「八郎潟」　秋田県
３６年　「春を待つ雪国の子供ら」　秋田県
３８年　「陸中海岸」　岩手県
３８年　「なまはげの国」　秋田県
３８年　「きょうはたのしバカンスで」　山形県・新潟県
３８年　「津軽の秋探し」　青森県
３８年　「初冬の南部」　岩手県
３９年　「津軽の湖」　青森県

花巻地方のまつり
(資料コード:5200003167)

23
小学生～

成人

花巻市の「胡四王蘇民祭」、大迫町の「あんどん祭り」、石
鳥谷町の「虫追い祭」、東和町の「泣き相撲」を題材に、各
まつりの由来や準備風景、まつり当日の様子を紹介。

Ｒ１

花巻地方の昔の子どもの遊び・遊
び歌
(資料コード:5200003175)

20
小学生～

成人

お手玉・竹割り・おはじき・藤あそび・毬つき・手あそび・ケン
ケンを収録。平成１４年度花巻市教育委員会文化課無形
民俗文化財保存記録事業。

Ｒ１

盆行事
(資料コード:5200003183)

23
小学生～

成人
平成17年度未来に伝える地域文化記録事業。花巻地方の
盆行事を収録。

Ｒ１

むかしの暮らし
(資料コード： 5200001567）

34
小学生～

成人

岩手県金ヶ崎町農業協同組合の全面的な協力のもと、昭
和初期の東北地方の四季折々の風習、先祖代々の知恵と
工夫、生活の営みなどを記録、後世に引継ぐ貴重な作品。

Ｈ23

４０　自然科学
    

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

でんじろう先生の日曜実験室ラブ
ラボ！　①空気鉄砲 ・ゴムの不思
議　・視覚の不思議
(資料コード： 5200001575）

73
小学生～

成人

実験や解説を盗して、分かりやすく「科学のおもしろさ」を紹
介する。
①空気鉄砲　24分　　②ゴムの不思議　24分　　③視覚の
不思議　25分

Ｈ23

でんじろう先生の日曜実験室ラブ
ラボ！　②磁石で遊ぼう！　・カル
シウム　・船の科学
(資料コード： 5200001583）

77
小学生～

成人

実験や解説を通して、分かりやすく「科学のおもしろさ」を紹
介する。
①磁石で遊ぼう　25分　　②カルシウム　26分　　③船の科
学　26分

Ｈ23

でんじろう先生の日曜実験室ラブ
ラボ！　⑥空気の力　・ペットボトル
ロケットで遊ぼう　・花火の不思議
(資料コード： 5200001591）

74
小学生～

成人

実験や解説を通して、分かりやすく「科学のおもしろさ」を紹
介する。
①空気の力　25分　　②ペットボトルロケットで遊ぼう　25分
③花火の不思議　24分

Ｈ23

でんじろう先生の日曜実験室ラブ
ラボ！　⑦超低温の世界　・水蒸
気　・水の上を歩こう！
(資料コード： 5200001609）

75
小学生～

成人

実験や解説を通して、分かりやすく「科学のおもしろさ」を紹
介する。
①超低温の世界　25分　　②水蒸気　25分　　③水の上を
歩こう！　24分

Ｈ23

４４　天文
    

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

小学校理科ＤＶＤシリーズ　星や月
①　　～星の明るさや色を調べよう
～
(資料コード： 5200000015）

15
小学生
（４年）

彦星、織姫やデネブの観察を通して、星の明るさや色には
違いがあることを理解します。また、星座の探し方として、
星座早見の使い方も紹介します。さらに、星座神話のアニ
メを通して、天体に関する興味と関心を深めます。

H18
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小学校理科ＤＶＤシリーズ　星や月
②　　～月はうごくのだろうか～
(資料コード： 5200000023）

15
小学生
（４年）

半月と満月の動きを時間を追って撮影し、それを早送りす
再生することで、月の位置が時間の経過に伴って変化する
ことを理解します。また、発展的な学習として、月の表面の
観察のしかたを紹介します。

H18

小学校理科ＤＶＤシリーズ　星や月
③　　～星はうごくのだろうか～
(資料コード： 5200000031）

15
小学生
（４年）

オリオン座を時間を追って観察することで、星座は並び方
を変えずに、位置を変えていることを理解します。また、宇
宙を調べたり、利用したする方法や国際宇宙ステーション
などについても紹介し、天体に対する興味・関心を深めま
す。

H18

４５　地学　気象

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

小学校理科ＤＶＤシリーズ
流れる水のはたらき①　～水の流
れの変化とはたらき/川の水のは
たらき～
(資料コード： 5200000049）

15
小学生
（５年）

水の速さや量を制御した流水実験や雨水の流れ、実際の
川の様子を調べることで、流れる水には、土地を削ったり、
石や土などを流したり積もらせたりする働きがあることを理
解します。

H18

小学校理科ＤＶＤシリーズ
流れる水のはたらき②　～流れる
水と変化する土地/川とわたしたち
の生活～
(資料コード： 5200000056）

15
小学生
（５年）

雨による川の水の量の変化や流れの速の変化によって、
土地の様子が大きく変化することを、グランドキャニオンな
どの映像を通して理解します。さらに、川の上流・中流・下
流の流れや川原の様子の違いや洪水を防ぐ工夫なども紹
介します。

H18

小学校理科ＤＶＤシリーズ
土地のつくりと変化①　～土地をつ
くっているもの/地層のでき方～
(資料コード： 5200000064）

15
小学生
（６年）

さまざまながけの様子やその名ｋに含まれる物を観察や実
験を通して調べることで、土地が、礫、砂、粘土などからで
きていること、幾重にも層状になって地層を作っているもの
があることを理解します。さらに、流水実験や化石の観察
から、地層のでき方も追及します。

H18

小学校理科ＤＶＤシリーズ
土地のつくりと変化②　～火山灰
でできた土地～
(資料コード： 5200000072）

15
小学生
（６年）

雄大な火山の映像をもとにしながら、火山灰でできた土地
の特徴を、シラス、東京都大島、関東ローム層の観察を通
して理解します。また、火山の噴火実験や鉱物の洗い出し
の方法も紹介します。

H18

小学校理科ＤＶＤシリーズ
土地のつくりと変化③　～火山活
動による土地の変化～
(資料コード： 5200000080）

15
小学生
（６年）

激しい噴火の様子、火口の様子、海底火山によってできた
土地、溶岩でせき止められた湖などの観察を通して、土地
が火山の噴火によって変化することを理解します。また、火
山の噴火による災害を防ぐために行われる噴火の予知に
ついても紹介します。

H18

小学校理科ＤＶＤシリーズ
土地のつくりと変化④　～地震によ
る土地の変化～
(資料コード： 5200000098）

15
小学生
（６年）

大地震による地割れ、断層、崖崩れの様子を観察すること
で、土地が地震によって変化することを理解します。また、
地震による災害を防ぐために行われる地震の予知につい
ても紹介します。

H18

４８　動物   
 

 

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

自然なぜなに？DVD図鑑①
カブトムシ
(資料コード： 5200000916）

22 小学生
昆虫の王者カブトムシ。その行動や生態を余さず記録。幼
虫からさなぎになる過程でツノが生えてくる様子や羽化な
ど、地面の中の姿までカメラが追跡します。

Ｈ23
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自然なぜなに？DVD図鑑②
アリ
(資料コード： 5200000924）

24 小学生
女王アリを中心として分業制生活を送るアリの世界の秘密
をカメラが探ります。

Ｈ23

自然なぜなに？DVD図鑑③
ナナホシテントウ
(資料コード： 5200000932）

24 小学生
自分の体ほどもあるアブラムシを食べて、どんどん成長し
ていく幼虫時代。背中の模様はいつ現れるのか。成長の過
程や飛翔のメカニズムなど、その秘密に迫ります。

Ｈ23

自然なぜなに？DVD図鑑④
ホタル
(資料コード： 5200000940）

26 小学生
ふ化、カワニナを食べる幼虫時代。お尻の先が光っている
サナギ、羽化、そして光の合図で交尾に至るホタルのライ
フサイクルを解説します。

Ｈ23

自然なぜなに？DVD図鑑⑤
アメリカザリガニ
(資料コード： 5200000957）

24 小学生
ウシガエルのエサ用にアメリカから輸入されました。硬い甲
羅と大きなハサミで瞬く間に日本に定着。脱皮の様子やオ
ス同士のケンカ、育児などの水中での映像記録。

Ｈ23

自然なぜなに？DVD図鑑⑥
オオカマキリ
(資料コード： 5200000965）

23 小学生
秘密の多い生態や、春から秋までの一生をオオカマキリを
代表として収録。獲物を捕らえる瞬間や体の仕組み、雌に
食べられてしまった雄や、産卵の秘密にカメラが迫ります。

Ｈ23

自然なぜなに？DVD図鑑⑦
クワガタムシ
(資料コード： 5200000973）

22 小学生
他の昆虫を圧倒する大アゴで人気抜群のクワガタムシ。成
長過程やその食性の不思議、カブトムシとの戦いにカメラ
が迫ります。

Ｈ23

49　医学

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

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
小学生～

成人

「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
いう素朴な疑問を原子の仕組みからはじまって、放射能・
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。

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
小学生～

成人

放射線は目に見えないにも関わらず、体への悪影響があ
ることによって、恐怖感が募ります。放射線の具体的な体
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

50　工学

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

ようこそ！　エネルギー図書館へ
(資料コード： 5200001435）

43
小学生
（高）

社会・理科・総合  映像教材｛新学習指導要領準拠｝  「社
会編」全22分  身近にあふれるエネルギー・エネルギーと
人類の生活・エネルギーのこれから  「理科編」全23分  身
近にあふれるエネルギー・身近なエネルギー「電気」・エネ
ルギーのこれから  「総合編」全12分  便利なエネルギーを
使う代償・今の生活を捨てられる？・クリーンな発電・未来
を生きて行くのはわたしたち

H24
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５１　土木     

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

里湖　八郎潟物語
(資料コード： 5200001666）

88
小学生
（高）～
成人

国は戦後の食糧増産を目的に、八郎潟を干拓。湖は５分
の１の残存湖（調整池）となり、半世紀、水質の悪化をたど
り、漁業不振を招いた。八郎潟の再生・復活を願う湖畔住
民の奮闘のドキュメンタリー。

H24

53　機械

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

放射線映像教材集
(資料コード： 5200001799）

72 中学生
放射線の基礎知識（20分）、放射線の利用（33分）、放射線
講座（19分）、放射線に関する資料映像（ショウートムー
ビー１６本）

Ｈ26

６０　産業

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

北上地方の手工芸
(資料コード:5200003225)

22
小学生～

成人

北上市の「鬼剣舞の面」・「ドライほおずき」、湯田町の「伝
統こけし」、沢内村の「かんじき」を取材し、それぞれの製作
過程を紹介。

Ｒ２

伝統の技　南部系こけし
(資料コード:5200003258)

30
小学生～

成人
南部系こけしの紹介・製作記録。 Ｒ２

花巻地方の手工芸
(資料コード:5200003217)

20
小学生～

成人
花巻市の「提灯」、大迫町の「木彫刻」、石鳥谷町の「藍
染」、東和町の「ホームスパン」の製作工程を記録。

Ｒ２

６１　農業

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

北上・西和賀地方の地場産業　－
農産物編ー
(資料コード:5200003134)

30
小学生～

成人
北上市の「二子のさといも」、湯田町の「牛乳・乳製品」、沢
内村の「リンドウ・ユリ」を紹介。

Ｈ30

花巻地方の地場産業　－農産物
編ー
(資料コード:5200003159)

25
小学生～

成人

花巻地方４市町の主要農産物（お米・りんご・ぶどう・東和
牛）に携わる生産者の声や収穫・出荷風景を取材し、紹介
します。

Ｒ１

昔の米づくり　～昭和二十年代の
稲作～
(資料コード:5200003233)

20
小学生～

成人

花巻市歴史民族資料館で収集展示している有形民俗文化
財（道具・機具類）を実際に使用して、昔の農作業を収録。
平成１３年度花巻市教育委員会文化課有形民俗文化財活
用記録事業。

Ｒ２
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藁　～その魅力と活用～
(資料コード:5200003241)

20
小学生～

成人

稲藁利用製品の紹介・製作記録。
平成１５年度花巻市教育委員会文化課有形民俗文化財活
用記録事業。

Ｒ２

６５　林業     

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

絶海に浮かぶ進化の島々　小笠
原諸島(資料コード： 5200002243）

33 成人

2011年、日本で４番目の世界自然遺産に登録された小笠
原諸島。小笠原諸島の自然と、そこに生息・生育する動植
物の生態を最新の研究成果を踏まえ、科学的な視点で解
説。また、人間の活動と共に島々へ侵入してきた外来の動
植物から、貴重な小笠原諸島の自然を守る、人々の様々
な取り組みを紹介します。

Ｈ27

日本の森シリーズ
北の大地に息づく命
(資料コード： 5200001807）

35 成人

北海道の森・・・。北の大地に広がる豊かな森では、様々な
生き物たちが繋がり合い、お互いに密接に関わり合いなが
ら、生育・生息しています。自然の不思議とその魅力に迫り
ながら、北海道の森と人々との関わりを見つめ、貴重な森
を守っていくための試みも紹介。

H26

日本の森シリーズ
四季が育む生命の山々
(資料コード： 5200001427）

31 成人

東北の山々を中心に、四季それぞれに豊かな表情を見せ
る冷温帯の森の具体的な特徴を解説します。そこに生きる
多様な動植物たちを紹介し、自然の不思議とその魅力に
迫ります。更に、冷温帯の森と人々との関わりを見つめ、
様々な動植物が生息・生育しやすい環境を守っていくため
の試みを紹介。

H24

日本の森シリーズ
生命の宝庫　亜熱帯の森
(資料コード： 5200000213）

33 成人

西表島、沖縄本島北部のやんばる、そして、奄美大島を中
心に、豊かな亜熱帯林の具体的な特徴を解説。これらの地
域でしか見られない多種多様な動植物たちを紹介し、大自
然の不思議と魅力に迫ります。更に、亜熱帯の森と人々と
の関わりを見つめ、貴重な森を守っていくための様々な試
みを紹介。

H21

日本の森シリーズ
暖温帯の森
(資料コード： 5200000452）

34 成人

暖温帯を代表する森、照葉樹林を中心に解説。多種多様
な生物が生きる厳しい環境の中、どのように世代交代が行
われ、どのように生命をつないでいくのか、そのしくみを探
ります。また、人と深い関わりを持ち暮らしを支えてきた、暖
温帯の人工林を紹介。

H23

森に生きる　－森の名手・名人ー
(資料コード： 5200000205）

32 成人

古来、日本人は、森と深く関わり、その森から多くの恵を受
けてきました。先人から受け継がれた巧みの技術によっ
て、日本の木の文化は、今も全国各地で森と共に生きる・
木の名手・名人たちによって支えられています。日本人と
森との深い関わりの歴史と、その中で培われてきた独自の
林業技術を見つめ、また、現代にその技術を受け継ぐ、森
の名手・名人の姿を通じて、日本の木の文化の重要性を訴
求していくものです。

H21

７９　動画（アニメ）     

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

アニメ落語館　ＤＩＳＣ１
馬の田楽・お血脈
(資料コード： 5200000809）

各16
小学生～

成人

「馬の田楽」　ミソを馬で運んでいた男の馬が、酒屋の主人
と話し込んでいる間にいなくなった。通りかかった知り合い
にたずねてみると…。
「お血脈」　信州信濃善光寺の❝お血脈の印❞にせいで、
地獄は閑古鳥。閻魔大王は、石川五右衛門に印を盗み出
すよう命じるのですが…。

Ｈ23
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アニメ落語館　ＤＩＳＣ２
かぼちゃ屋・転失気
(資料コード： 5200001344）

各21
小学生～

成人

「かぼちゃ屋」　二十歳になっても仕事をしない与太郎に八
百屋の伯父さんが、かぼちゃを売ってこいと言いつける。見
事に売り切って しまうのですが…。
「転失気」　かかりつけの医者に❝転失気❞はあるかと聞
かれた和尚さん。知ったぶりをして、❝無い❞と答えました
が。さて、❝転失気❞とは…？

Ｈ23

アニメ落語館　ＤＩＳＣ３
たらちね・つる・一目上がり・替り目
(資料コード： 5200001351）

各８
小学生～

成人

「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、この嫁さん、ちょっと変わった癖があ
り…。「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、うまくいかな
い…。他に、「一目上がり」　「替り目」を収録。

Ｈ23

うしろのせきのオチアイくん
(資料コード： 5200000577）

46 小学生

第１話「うしろのせきは、コワイ！」　歌が苦手なミホちゃん
は、学芸会の練習が憂鬱です。いつも意地悪する、うしろ
の席のオチアイくんはものすごい音痴。２人だけの放課後
特訓を始めるのですが…。 第２話「ドッチボール対決」

Ｈ23

狼森とざる森、ぬすと森
（資料コード： 5200002649）

19 小学生

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
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

大男とクリスマスツリー
(資料コード： 5200000825）

13
幼児～小
学生（低）

むかしむかし、ある山奥に二人の大男が住んでいました。
ふもとの村に降りてきた大男は、ハンスの家のクリスマスツ
リーがほしくなり、家ごと持って帰りました。戻ってきたハン
スは、家がなくなってビックリ仰天！ハンスは魔法使いのお
じいさんと一緒に大きな大きな足跡を追って、山奥の大男
の家に向かいました。

Ｈ23

大きなかぶ
(資料コード： 5200000882）

21 小学生

絵本で親しまれている作品を映像化しました。種をまいて
からかぶが抜けるまでの動きが伝わってきます。もちろん、
絵本には出てこなかったお話もたくさん出てきます。おじい
さんが、おばあさんが、いぬが、ねこが、かぶを一生懸命に
引っ張ります。

Ｈ23

おれたち　ともだち
(資料コード： 5200000502）

52 小学生

１時間100円で『ともだちや』をはじめたキツネ。でも、ともだ
ちって、お金でかうもの？キツネは、オオカミと楽しく遊んだ
後にお代を請求しますが…。キツネとオオカミのゆかいで
かわいい友情物語。 第１話「ともだちや」　第２話「ともだち
くるかな」　第３話「あした ともだち」　　第４話「ごめんね と
もだち」

Ｈ23

かっぱのすりばち
（資料コード： 5200002599）

20 小学生

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
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

からすのパンやさん／どろぼう
がっこう
(資料コード： 5200000478）

40 小学生

第１話「 からすのパンやさん」　いずみが森のからすのパン
屋さん。とんかちパンに、かえるパン、バナナパンに、きょう
りゅうパン、おもしろくてすてきなパンをどっさり焼いてきまし
た。するとそのパンは町中の子どもに大評判！大人たちも
何事かとかけだして、パン屋さんの店の前は大騒ぎになっ
てしまいます。第２話「どろぼうがっこう」

Ｈ23

 12



がんばれスイミー
(資料コード： 5200000874）

26 小学生

原作/レオ・レオニ。広い広い海の中、サザエサンゴの周り
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
いのに一匹だけ真黒、でも誰にも負けないほど早く泳げま
した。その名は、”スイミー”。ある日、スピード競争をしてい
たスイミー達に大きなマグロが突っ込んできました。驚き逃
げ出したスイミーは、仲間とはぐれ、疲れ果て、暗い海の底
に落ちてしまいました。

Ｈ23

きょうしつはおばけがいっぱい /
ぼくはゆうしゃだぞ
（資料コード： 5200002755）

45
幼児～小
学生（低）

第１話「きょうしつはおばけがいっぱい」おばけやしきの中
は、ホンモノのおばけたちでいっぱい!? 　 第２話「ぼくはゆ
うしゃだぞ」テレビゲームの世界に行って、モンスター相手
に大活躍!?

Ｈ29

銀河鉄道の夜
(資料コード： 5200000783）

48
小学生～

成人

“これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野原や鉄道線
路やらで、虹や月明かりからもらってきたのです･･･”８０年
前の作品、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」。そこに描かれた
風景が、デジタル映像として完成。映像は透明感あふれる
作風で人気の、アーティストＫＡＧＡＹＡ。これまで目にした
事のない感動の風景に包まれて、夢の列車にご乗車くださ
い。

Ｈ23

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）

85
小学生～

成人

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
工場」や「沼ばたけ」の赤髭の百姓のところで働きながら一
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

グリム名作劇場　命の水
(資料コード： 5200001047）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001054）

23 小学生

ある国に重い病の王さまがいました。王さまは優しい弟王
子を後継ぎに考えていました。そんな時、弟王子が魔の森
に病気を治す命の水があることを聞きつけます。弟王子は
森の老人に水のありかを教えてもらい、魔法をかけられた
お城へやってきます。知恵と勇気で魔法を解いて無事に命
の水を手に入れますが、…。　バリアフリー版もあり。

Ｈ23

グリム名作劇場　金のがちょう
(資料コード： 5200001005）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001013）

23 小学生

ある木こりの親子に二人の兄弟がいました。ある日、兄が
父の代わりに仕事に出かけると、お腹をすかせたおじいさ
んに会いました。おじいさんは、お腹がすいているので食べ
物をわけてくれと頼みますが、意地悪な兄は、取り合わず、
森で大ケガをしてしまいました。今度は弟が仕事に出かけ
ると、また、おじいさんが現れ、心の優しい弟は食べ物をわ
けてあげます。すると、おじいさんは…。　バリアフリー版も
あり。

Ｈ23

グリム名作劇場　ブレーメンの音
楽隊
(資料コード： 5200000981）
バリアフリー版
(資料コード： 5200000999）

23 小学生

ある粉ひき屋に荷物運びの年老いたロバがいました。ロバ
は飼い主夫婦が「年寄りロバは役に立たないのでた食べて
しまおう」と言っているのを聞いて、逃げ出してしまいます。
同じように逃げ出した犬と猫とおんどりに出会い、ブレーメ
ンの音楽隊に入るために旅に出ることになりました。　バリ
アフリー版もあり。

Ｈ23

グリム名作劇場　６人のごうけつ
(資料コード： 5200001021）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001039）

23 小学生

ある国に欲張りでケチな王様とわがままで高慢な姫がいま
した。命がけで戦った勇敢な兵士に褒美の一つも与えませ
ん。人々の暮らしがどんなに貧しくても、おかまいなしです。
そんな王様と姫を見て怒った兵士は、森で出会った力持
ち、凄腕に漁師、はや足男、鼻息男、帽子男と力を合わ
せ、王様と姫をこらしめようということになりました。　バリア
フリー版もあり。

Ｈ23
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げんきげんきノンタン　おばけむら
めいろ
(資料コード： 5200003365）

32 幼児 

元気いっぱいノンタンが、絵本から飛び出してみんなのおう
ちにやって来た！「おばけむらめいろ」　「いもうといいな」
「こちょこちょこちょ」　「おやすみなさい」　「ふわふわタータ
ン」の５つのお話と、それに関する５つの「やってみよう」を
収録。

Ｒ２

げんきげんきノンタン  スプーンた
んたんたん
(資料コード： 5200003373）

35 幼児 

元気いっぱいノンタンが、絵本から飛び出してみんなのおう
ちにやって来た！「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」の５つのお話と、それに関する５つの「やってみよ
う」を収録。

Ｒ２

虔十公園林
(資料コード： 5200001658）

18 小学生

自然をこよなく愛した一人の少年・虔十が、空地に杉の苗
を植え、大切に育てた苦労がみのり、大きな杉林として成
長。人々から公園として親しまれる。
宮沢賢治原作。

H24

こども人形劇場　①日本編
(資料コード： 5200000650）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「かさじぞう」　「金の斧」　「じゅげむじゅげむ」

Ｈ23

こども人形劇場　②日本編
(資料コード： 5200000668）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「ごんぎつね」　「わらしべちょうじゃ」　「三枚のお札」

Ｈ23

こども人形劇場　③日本編
(資料コード： 5200000676）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「つるのおんがえし」　「かぐやひめ」　「てぶくろをかい
に」

Ｈ23

こども人形劇場　④世界編
(資料コード： 5200000684）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「三びきのやぎのがらがらどん」　「ハーメルンのふえ
ふき男」　「ブレーメンの音楽隊」

Ｈ23

こども人形劇場　⑤世界編
(資料コード： 5200000692）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「マッチ売りの少女」　「みにくいあひるの子」　「けもの
の城」

Ｈ23

こども人形劇場　⑥世界編
(資料コード： 5200000700）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「王さまの耳はロバの耳」　「おおかみと七ひきのこや
ぎ」　「バラモンとトラとジャッカル」

Ｈ23

こども人形劇場　⑦日本編
(資料コード： 5200000718）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「うらしまたろう」　「おむすびころりん」　「びんぼう神と
ふくの神」

Ｈ23

こども人形劇場　⑧日本編
(資料コード： 5200000726）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「さるとかに」　「ねずみのよめいり」　「ゆきおんな」

Ｈ23

こども人形劇場　⑨日本編
(資料コード： 5200000734）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「かちかちやま」　「一休さん」　「さんねんねたろう」

Ｈ23

こども人形劇場　⑩世界編
(資料コード： 5200000742）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「おやゆびひめ」　「イソップときつね」　「幸福な王子」

Ｈ23

こども人形劇場　⑪世界編
(資料コード： 5200000759）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「赤ずきん」　「最後の一葉」　「ぎざみみうさぎ」

Ｈ23

こども人形劇場　⑫世界編
(資料コード： 5200000767）

45
幼児～小
学生（低）

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」　１話（15
分）　「西遊記　第一回」　「西遊記　第二回」　「ふしぎなひ
しゃく」

Ｈ23
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シートン動物記　ギザ耳うさぎ
(資料コード： 5200001088）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001096）

23 小学生

ギザ耳うさぎとは、彼の耳がギザギザになっているのでつ
けられた名前です。黒ヘビとの戦いで片耳を噛みちぎられ
てしまったのです。次の冒険は、どんな冒険になるのでしょ
う。バリアフリー版もあり。

Ｈ23

シートン動物記　タラク山の熊王
(資料コード： 5200001120）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001138）

23 小学生

猟師のランは、お気に入りのジャックと名づけた頭の良い
子グマを手放すことになり、猟師をやめてしまいました。あ
る日、家畜を襲う「タラク山の熊王」をしとめて欲しいと頼ま
れ、ランは、熊王を追って再び山に向かうことに…。バリア
フリー版もあり。

Ｈ23

シートン動物記　ちび犬チンク
(資料コード： 5200001104）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001112）

23 小学生

山男のビリーじいさんは、チンクというかわいい子犬を飼っ
ていました。ある日、ビリーじいさんは町へ行くことになり、
チンクにテントの見張りを言いつけて、出かけていきまし
た。しばらくするとテントを狙うコヨーテが…。　バリアフリー
版もあり。

Ｈ23

シートン動物記　峰の王者羊のク
ラッグ
(資料コード： 5200001146）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001153）

23 小学生

大角羊のクラッグは、知恵と勇気、そして丈夫な体と、誰よ
りも立派な角によって大きな群れのリーダーになります。し
かし、その角が人間の欲望の対象となり、多額の賞金がか
かり、クラッグと猟師のスコッティの戦いが始まりました。バ
リアフリー版もあり。

Ｈ23

シートン動物記　森を守る小さな赤
リス
(資料コード： 5200001062）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001070）

23 小学生

リスたちは、母親の教えによって生きていくための知恵を学
びますが、先祖から受継いできた「不思議な知恵」の働きに
よることも多いのです。おいしい実のなるヒッコリーや、森
の木はたいていリスたちによって植えられることが多いの
です。バリアフリー版もあり。

Ｈ23

１０ぴきのかえる①
(資料コード： 5200000551）

40
幼児～小
学生（低）

第１話「１０ぴきのかえる」　ひょうたん沼に生まれた10ぴき
のおたまじゃくし。ところがある日、いたずらっ子に捕まって
コンクリートの池の中へ。すると、優しいどじょうじいさんが
言いました。「おたまじゃくしはかえるのこ。かえるになった
ら帰りなさい。」やがて立派なかえるになった10ぴきは、故
郷のひょうたん沼を目指します。
第２話「１０ぴきのかえるのなつまつり」

Ｈ23

セロひきのゴーシュ
（資料コード： 5200002565）

20 小学生

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
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

ぞくぞく村のオバケたち①
(資料コード： 5200000585）

52
幼児～小
学生（低）

第１話「ミイラのラムさん」　ミイラのラムさんは、お風呂に入
るのが大好きです。ただ一度ほうたいをほどいたら最後、こ
んがらがったり、からまったり大変です。
第２話「魔女のオバタン」　魔女のオバタンは、何だってでき
ます！おまじないはもちろん、ねずみやもぐらと話もできま
す。でも、ほうきにだけはうまくのれません。

Ｈ23

ぞくぞく村のオバケたち②
(資料コード： 5200003407）

40
幼児～
小学生
（低）

第１話「ちびっこおばけグー・スー・ピー」　ちびっこおばけ
グー・スー・ピーのおじいちゃんは、おしゃれおばけ。なくし
た指輪をさがすために魔女のオバタンをたずねたのですが
…!?
第２話「小鬼のゴブリン」  七つ子が生まれて、てんてこまい
のゴブリンさん家に、ベビーシッターがやってきました。で
も、どこかが変!?七つ子たちの運命は…？

Ｒ３

ぞくぞく村のオバケたち③
(資料コード： 5200002870）

40
幼児～小
学生（低）

第１話「おおかみ男」おおかみ男のちくちく先生は、腕のい
い歯医者さん。そんな先生の最近の悩みは、時々ブタに変
身してしまうことです。どうしておおかみ男がブタに変身して
しまうの？  第２話「ドラキュラのむすこ」お父さんドラキュラ
の留守中に息子のニンニンは、仲良しのオバケたちを呼ん
で飲めや歌えの大騒ぎ！そこへ魔女のオバタンが現れて、
パーティーは大混乱！？

Ｈ30
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ぞくぞく村のオバケたち④
(資料コード： 5200002862）

40
幼児～小
学生（低）

第１話「妖精レロレロ」ぞくぞく村で水中エアロビクスを教え
る妖精レロレロ。そんなレロレロのところへ、風船男を追っ
て旅に出ていた妹のメロメロが突然帰ってきました！  第２
話「とうめい人間サムガリー」とうめい人間サムガリーはぞく
ぞく村に隠された宝の話を聞いて、奥さんの誕生日プレゼ
ントにしようと、早速宝探しへ。ところが、大へびや怪鳥が
現れて、サムガリーは大ピンチ！

Ｈ30

ぞくぞく村のオバケたち⑤
(資料コード： 5200003068）

40
幼児 ～小
学生（低）

第１話「がいこつガチャさん」がいこつガチャさんは、夢見る
詩人。今日も虹の上を歩きながら得意の詩を作っていた
ら、部屋の鍵をかけ忘れたことを思い出して大慌て。部屋
に戻ると、そこには悪夢のような現実が待っていました！
第２話「雪女ユキミダイフク」おけら山で事件発生！雪女の
ユキミダイフクの彫刻庭から、ダイヤモンドが埋め込まれた
恐竜の雪像が消えてしまったのです！ユキミダイフクは、
秘技の雪だるま大回転で探しに行きます！２話収録。

Ｒ１

ぞくぞく村のオバケたち⑥
(資料コード： 5200003340）

40
幼児 ～小
学生（低）

第１話「雨ぼうずピッチャン」　雨ぼうずのピッチャンは、い
たずらが大好き。相棒のくもすけといたずらばかりしていた
ので、魔女のオバタンやグー・スー・ピーたちを怒らせてし
まい、お仕置きをされてしまいました。
第２話「魔女のオバタンの使い魔」　方向オンチのバッサ
リ、太っちょアカトラ、すぐにシッポの切れるペロリ、のろま
なイボイボ…魔女のオバタンの使い魔たちは、日夜修行に
悪戦苦闘。そんなある日、七つ子誕生パーティーの招待状
が届いて…!?　２話収録。

Ｒ２

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～小
学生（低）

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
話「ちびねこチョビ」  第２話「ちびねこコビとおともだち」

Ｈ28

注文の多い料理店
(資料コード： 5200001823）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001831）

23 小学生

猟に出かけた都会の二人の紳士は、山道で道に迷ってい
たところ、一軒の西洋料理店「山猫軒」を見つけ、大喜びで
中に入って行きます。「ことに肥ったお方や若いお方は大歓
迎です。」と書かれていました。
宮沢賢治原作。　バリアフリー版もあり。

Ｈ26

月の輪グマ
(資料コード： 5200000817）

23 小学生

長野県と静岡県の境を流れる山深い谷川で、幼い小熊を
見つけた作者は生け捕りにして飼ってみたいと思い、小熊
を滝つぼに追い詰めた。いよいよ捕まえようとしたその時、
小熊の悲しい泣き声を聞いた母熊が子を助けるため、高い
滝の上から命をかけて滝つぼに飛び降りてきた。　椋鳩十
原作。

Ｈ23

ディズニーキャラクターズ
グーフィー
(資料コード： 5200003050）

60
幼児 ～小
学生（低）

「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」８話収
録。

Ｒ１

ディズニーキャラクターズ
チップとデール
(資料コード： 5200003043）

53
幼児 ～小
学生（低）

「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」８話収録。

Ｒ１

ディズニーキャラクターズ
ドナルド・ダック
(資料コード： 5200003027）

68
幼児 ～小
学生（低）

「ドナルドの駅長さん」、「ドナルドの海水浴」、「ドナルドのダ
ンス好き」、「ドナルドの消防隊長」、「ドナルドのカメラ大好
き」、「ドナルドの雪合戦」、「ドナルドの透明人間」、「ドナル
ドのパイロット」８話収録。

Ｒ１

ディズニーキャラクターズ
プルート
(資料コード： 5200003035）

58
幼児 ～小
学生（低）

「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」８話収録。

Ｒ１
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手塚治虫ワールド
ASTORO　BOY・鉄腕アトム
(資料コード： 5200001286）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001294）

24
小学生～

成人

世界ではロボットが、人間の手足となって活躍していた。ア
トムは心を持つロボットとして、お茶の水博士のてによって
目覚めた。心を持つロボットの存在は、人間達の間に波紋
を広げ、反対する人々から迫害を受けることも…。アトム
は、素晴らしい能力を使って、人々を危機から救うために
活躍する。原作・監督/手塚治虫。 バリアフリー版もあり。

Ｈ23

手塚治虫ワールド　雨ふり小僧
(資料コード： 5200001302）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001310）

24
小学生～

成人

モウ太は、生徒がたった３人で、父が教師を勤める奥沢村
の分校に通う中学生。月に一度、街の本校に行くたびに大
喧嘩をして帰ってくる。そんなある日、モウ太は傘の妖怪雨
ふり小僧と出会った。雨ふり小僧はモウ太の履いている新
品の雨靴が、すっかり気に入ってしまった。モウ太は３つの
願いをかなえたら雨靴をあげると約束するが…。　原作・監
督/手塚治虫。　バリアフリー版もあり。

Ｈ23

手塚治虫ワールド　山太郎かえる
(資料コード： 5200001328）
バリアフリー版
(資料コード： 5200001336）

24
小学生～

成人

両親を失い人間に拾われたクマの山太郎は、目の前を走
る蒸気機関車のしい六（Ｃ６２）と仲良くなり、やがて汽笛の
様に吠えるようになる。鎖でつながれていた山太郎は、友
だちのしい六に励まされ、自由への道を踏み出そうとする
が…。１頭のクマと蒸気機関車の心の絆が全編を貫き、力
強い自由への賛歌が描かれた心温まるアニメーション。
原作・監督/手塚治虫。バリアフリー版もあり。

Ｈ23

トムとジェリー　上には上がある
(資料コード： 5200000486）

60
幼児～小
学生（低）

ネコのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
「上には上がある」　「恐怖の白ネズミ」　「おしゃべり子ガ
モ」　「ジェリーとジャンボ」　「にわとり婆さん」　「ネズミ取り
必勝法」　「パーティー荒し」　「猫はやっぱり猫でした」　８話
収録。

Ｈ23

トムとジェリー　赤ちゃんはいいな
(資料コード： 5200000775）

60
幼児～小
学生（低）

ネコのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
「赤ちゃんはいいな」　「母をたずねて」　「おかしなアヒルの
子」　「可愛い逃亡者」　「可愛い花嫁さん」　「計算違い」
「目茶苦茶ゴルフ」　「人造ネコ」　　　８話収録。

Ｈ23

トムとジェリー　天国と地獄
(資料コード： 5200000510）

60
幼児～小
学生（低）

ネコのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
「天国と地獄」　「悪魔のささやき」　「復讐もほどほどに」
「透明ネズミ」　「変な魚釣り」　「やんちゃな生徒」　「ブルお
じさん」　「夢と消えた百万ドル」　　　　　８話収録。

Ｈ23

トムとジェリー　星空の音楽会
（資料コード： 5200002797）

60
幼児～小
学生（低）

ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中?!
「星空の音楽会」　「恋のとりこ」　「いたずらきつつき」　「お
化け騒動」　「ショックで直せ」　「共同作戦」　「ジェリーと金
魚」　「玉つきゲームは楽しいね」　８話収録。

Ｈ29

トムとジェリー　恋ははかなく
（資料コード： 5200002805）

60
幼児～小
学生（低）

ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中?!
「メリークリスマス」　「トラになったトム」　「恋ははかなく」
「命の恩人」　「台所戦争」　「仲良し同盟」　「なかよし」　「ト
ムのガールフレンド」　８話収録。

Ｈ29

トムとジェリー　ジェリー街へ行く
(資料コード： 5200003324）

60
幼児 ～小
学生（低）

「ジェリー街へ行く」、「あべこべ物語」、「お掃除はこうする
の」、「西部の伊達ねずみ」、「ジェリーの日記」、「ごきげん
ないとこ」、「淋しがりや」、「こわいお手伝いさん」８話収録。

Ｒ２

トムとジェリー　楽しいボーリング
(資料コード： 5200003316）

60
幼児 ～小
学生（低）

「楽しいボーリング」、「ここまでおいで」、「ワルツの王様」、
「テニスなんて楽だね」、「ピアノ・コンサート」、「インディアン
ごっこ」、「強敵あらわる」、「土曜の夜は」８話収録。

Ｒ２
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トムとジェリー　バラ色の人生
(資料コード： 5200003449）

60
幼児～
小学生
（低）

「バラ色の人生」、「海の底はすばらしい」、「トム君空を飛
ぶ」、「トム氏の優雅な生活」、「南の島」、「可愛い子猫と
思ったら」、「夜中のつまみ食い」、「春はいたずらもの」
８話収録。

Ｒ３

どんぐりと山猫
（資料コード： 5200002615）

20 小学生

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
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

日本のおばけ話　きもだめしのば
ん
(資料コード： 5200000890）

15 小学生

ある冬も近い夜のこと。村の若者たちが集まって、わら仕
事をしていると、だんだんたいくつになってきました。そんな
とき、「きもだめしをするべ」と言いだした男がいました。裏
山のお墓の大きな松の木の上で、一晩過ごそうというので
す。

Ｈ23

日本のおばけ話　のっぺらぼう
(資料コード： 5200000908）

15 小学生

大工の正八は、町はずれのお寺を修理していました。つい
つい仕事に夢中になってしまい、もう日も暮れそうです。仕
事を終えて縁側でお茶をいただくと、和尚さんが妙なことを
言い出しました。「こよいは満月、帰りはじゅうじゅうお気を
つけなされ…」空には、赤い不気味な月が出ています。たし
かに何か、起りそうな気配がします。

Ｈ23

其之一「旅立ちのとうげ」

ねぎぼうずのあさたろう　巻之一
(資料コード： 5200002185）

51

幼児～小
学生（低）

あさたろうはねぎぼうず。広い世界を旅してみたいと、いつ
も遠くを眺めてた。ある日、やつがしらの権兵衛が、子分引
き連れいつもの悪さ。我慢できずにあさたろう、ねぎじる飛
ばしてやっつけた。しかしきっと権兵衛たちが仕返しをしに
やって来る。そこで決意のあさたろう。迷惑かけちゃいけ
ねぇと、畑を飛び出し旅に出た…。

Ｈ27

其之二「出会いの宿場町」

初めて目にする江戸の町。そこで出会った、にんにくにき
ち。　何も知らないあさたろうに、いろいろ世話を焼いてくれ
る。ところがこのにんにく男、じつは権兵衛の手先だった。
本当はいいやつなのに、ついつい手を出す悪の道。果たし
てあさたろうの運命は？門付け・こももも巻き込んで、飛ば
すねぎじる、仲間のあかし。

其之三「謎のゆうれい屋敷」

ねぎぼうずのあさたろう　巻之二
(資料コード： 5200002193）

102
幼児～小
学生（低）

旅を続ける三人衆は、雨に打たれてぬれねずみ。このまま
では風邪ひくと、急いで飛び込むボロ屋敷。そこで目にする
不気味な影。ここはもしや幽霊屋敷！？

Ｈ27

其之四「おまんじゅうは恋の味」
ろくごう名物よねまんじゅう。ところがなぜか旨くない。店の
娘も困り顔。どうやら商売敵の仕業らしい。娘にホの字のに
んにくにきち、男を見せんと立ち上がる！

其之五「弁天様のくれた赤ん坊」
弁天参りのご一行、そこで見つけた赤ん坊。こりゃ大変！
捨て子だと、始めた子育て、親捜し、程なく母親名乗り出
て、裏切られたと訴える。そこへ黒幕現れて…。

其之六「きゅうべえと磯菊の花」
再び相見えた浪人きゅうべえ。またも命をもらうと刀を抜く
が、病気のせいで動けない。放っておけぬとあさたろう、手
をさしのべる男意気。

　 其之七「嘘つき小僧すず吉」

ねぎぼうずのあさたろう　巻之三
（資料コード： 5200002318）

102
幼児～小
学生（低）

偶然出会ったすず吉に、情けをかけたが運のつき、ニセモ
ノたんまり買わされる。実はすず吉、悩みがあった。事情を
知ったあさたろう、正義のねぎ汁びゅるるっと飛ばす！

Ｈ28

其之八「村を守った秘密箱」
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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」

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？

　 其之十一「鉄火肌火の玉おてつ」

ねぎぼうずのあさたろう　巻之四
（資料コード： 5200002789）

102
幼児～小
学生（低）

屋台の並ぶ暮れの市。女親分火の玉おてつに、忍び寄る
は悪党とうぞう。それに気づいたあさたろう、そうはさせぬと
立ち向かう！

Ｈ29

其之十二「はらぺこ侍必殺剣」
沼津の宿で出会ったのは、財布を盗られたはらぺこ侍。財
布の中には大事な手紙、取り返さねえとてぇーへんだ。「そ
の盗人、知ってやす！」にきちを頼りに乗り込んだ。

其之十三「大笑い一番勝負！」
偶然見つけたお笑い勝負の辻の札。パプリカ王子を笑わ
せりゃ、うなぎの蒲焼き食べ放題。がぜん燃える三人だが、
王子はむすっと黙るばかり。果たして王子は笑うのか？

其之十四「もろこし天狗党あらわる」
あらぬ疑いかけられて、お縄頂戴三人衆。無実の罪を晴ら
すため、同じくお縄のきゅうべえと、犯人探しに西東。浮か
び上がったその名前、なぞのもろこし天狗党。

猫の事務所
(資料コード： 5200000833）
バリアフリー版
(資料コード： 5200000841）

22 小学生

銀河鉄道の停車場の近くに、猫の歴史と地理を調べる猫
の第六事務所があります。そこには、黒猫の事務長、一番
書記の白猫、二番書記の虎猫、三番書記の三毛猫、四番
書記のかま猫が働いていました。今日もぜいたく猫が質問
にやってきました。しかし、誰も質問に答えられず、かま猫
だけが答える事が出来ましたが…。　　宮沢賢治原作。　バ
リアフリー版もあり。

Ｈ23

ねずみくんのチョッキ①
(資料コード： 5200000569）

38 幼児

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
楽しいお話。  第１話「ねずみくんのチョッキ」  第２話「りん
ごがたべたいねずみくん」  第３話「コップをわったねずみく
ん」  第４話「また！ねずみくんのチョッキ」  第５話「ねずみ
くんとブランコ」  第６話「ねみちゃんとねずみくん」

Ｈ23

ねずみくんのチョッキ②
（資料コード： 5200002664）

38
幼児～小
学生（低）

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
楽しいお話。第1話「またまた！ねずみくんのチョッキ」  第2
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
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

年中行事シリーズＰⅠ
(資料コード： 5200000528）

54 幼児

年中行事をテーマに心温まる楽しいお話でつづったアニ
メーション。「なかよし鯉のぼり」　「赤いカーネーション」
「七夕さま」　「おじいちゃんはボクのヒーロー」　「お月様とう
さぎ」　５話収録。

Ｈ23

年中行事シリーズＰⅡ
(資料コード： 5200000536）

54 幼児

年中行事をテーマに心温まる楽しいお話でつづったアニ
メーション。「七五三と子どもたち」　「神様がくれたクリスマ
スツリー」　「年神様とお正月」　「福は内！鬼は外！」　「ひ
なまつり」　５話収録。

Ｈ23
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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）

24 小学生

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
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

双子の星
（資料コード： 5200000858）
バリアフリー版
（資料コード： 5200000866）

26 小学生

天の川の西にある水晶のお宮に、可愛い双子の星、チュン
セとポウセが住んでいました。双子のお星様は、毎晩笛を
吹くのが役目です。役目が果たせないと海に落ちてヒトデ
になってしまいます。ある日のこと、お星様は、大ガラスと
サソリのケンカに巻き込まれてしまいます。宮沢賢治原作。
バリアフリー版もあり。

Ｈ23

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～小
学生（低）

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。

　 　 　 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、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～小
学生（低）

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、９話収録。

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～小
学生（低）

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、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～小
学生（低）

ぶんぶく茶釜、三年寝太郎、鼻たれ小僧、最後の嘘、うれ
しめでたしありがたや、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、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～小
学生（低）

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～小
学生（低）

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、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～小
学生（低）

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、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～小
学生（低）

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、９話収録。

Ｈ28

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～小
学生（低）

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、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～小
学生（低）

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、９
話収録。

Ｈ28
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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～小
学生（低）

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、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～小
学生（低）

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、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～小
学生（低）

桃太郎、はちかつぎ姫、十二支のはなし、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、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～小
学生（低）

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～小
学生（低）

笠地蔵、塩ふき臼、大年の客、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、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～小
学生（低）

一足千里のわらじ、山伏と白い猿、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、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～小
学生（低）

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、６話収録。

Ｈ28

ぼくは王さま
(資料コード： 5200000544）

40 幼児

みんなに愛されている「王さま」シリーズが、アニメーション
になりました。たまごが大好きで、好奇心旺盛な王さまと、
魔法使いのチョモチョモとの楽しいお話。
第１話「おしゃべりなたまごやき」  第２話「王さまタクシー」
第３話「たまごがいっぱい」  第４話「たんじょう日のプレゼン
ト」

Ｈ23

ミッキーマウス①　ミッキーの消防
隊
（資料コード： 5200002672）

62
幼児～小
学生（低）

「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」８話収録。

Ｈ28

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）

66
幼児～小
学生（低）

「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」、「ミッキーの魚釣り」、「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」８話収録。

Ｈ28

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

69
幼児～小
学生（低）

「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」８話収録。

Ｈ28

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

65
幼児～小
学生（低）

「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」８話収録。

Ｈ28

ミッキーマウス⑤　ミッキーの誕生
日
（資料コード： 5200002714）

60
幼児～小
学生（低）

「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」８話収録。

Ｈ28
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ムーミン谷とウィンターワンダーラ
ンド
(資料コード： 5200003076）

86
幼児 ～小
学生（低）

秋が終わり、冬が始まろうとする頃、ムーミンはまもなくやっ
てくるという「クリスマス」の存在を知ります。冬になると春ま
で眠るムーミン一家にとって、初めて目にするその名前。
「クリスマスさんってどんな人？」クリスマスを探しに出かけ
たムーミンがはじめて体験する冒険と喜びの物語。

Ｒ１

盲導犬クィールの一生
(資料コード： 5200000791）

25 小学生

全国の人々の瞳を感動の涙で濡らさせたあの物語。1986
年6月25日東京・杉並、水戸さんの家の一室で5匹の仔犬
が生まれジョナサンと名づけられました。わき腹に黒いシミ
のような模様をつけたオスの犬、それがのちの盲導犬・
クィールです。そのクィールの一生を描いた作品。

Ｈ23

やまなし
（資料コード： 5200002631）

15 小学生

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」。
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

雪渡り
（資料コード： 5200001732）
バリアフリー版
（資料コード： 5200001740）

23 小学生

四朗とかん子は、狐の紺三郎と友達になり、狐の幻燈会に
招待されました。月のきれいな晩、森の木の枝に白い布が
かけられ、いよいよ幻燈会が始まります。
宮沢賢治原作。　バリアフリー版もあり。

H25

いたずら子ネコ　日本語吹き替え
版
(資料コード： 5200000361）

45
小学生～

成人

どうぶつ好きなチビッコ集まれ！アメリカで作られたどうぶ
つを主人公にしたアニメーションが大集合したよ。リス、ウ
サギ、カヤクグリ、子ネコの物語、はじまり、はじまり〜。
子リスのお手紙／にぎやかなおひっこし／赤ちゃんどっち
／いたずら子ネコ／うさぎショーは大騒ぎ／森の魔物を
やっつけろ！ 全６話  パブリック・ドメイン

H19

三人の騎士　日本語吹き替え版
(資料コード： 5200000288）

70
小学生～

成人

ある日ドナルド・ダックに届いた、ラテン・アメリカの友人か
らの誕生日プレゼント。大きな箱の中に入っていたのは、
映写機と８ｍｍフィルムでした。ドナルドは大喜びで、南極
の寒がりペンギン「パブロ」や少年ガウチョと空飛ぶロバの
「ブリトー」の物語を楽しみました。次のプレゼントは、とび
だす絵本です。その本から抜け出してきた「ホセ・キャリオ
カ」に誘われ、不思議な体験をすることになります。
パブリック・ドメイン

H19

白雪姫　日本語吹き替え版
(資料コード： 5200000296）

81
小学生～

成人

雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。継母の女王は、
自分より美しい者がいることを許すことができません。そん
な女王はいつも「この世で最高に美しい女は？」と“魔法の
鏡”に問いかけていました。しかしある日、ついに魔法の鏡
は白雪姫に方が美しいと告げてしまいました。その嫉妬は
すぐに憎しみとなり、女王は白雪姫を殺してしまおうとする
のでした…。  パブリック・ドメイン

H19

ダンボ　日本語吹き替え版
(資料コード： 5200000304）

62
小学生～

成人

サーカスの象ジャンボの元にコウノトリが運んできた神様
の贈り物。その小象の名前を“ダンボ”といいました。ところ
があまりにも大きすぎる耳のために、芸をしてもからまった
り、踏んづけて転んだりと失敗ばかり。笑いものにされるダ
ンボを母は愛情いっぱいに抱きしめるのでした。しかしダン
ボをいじめた人間に怒り暴れた母は、檻の中に閉じこめら
れてしまいます…。  パブリック・ドメイン

H19

バンビ　日本語吹き替え版
(資料コード： 5200000346）

70
小学生～

成人

緑の豊かな森の奥で、１頭の雄の小鹿が生まれました。バ
ンビと名付けられた王子、母の愛と森の仲間に見守られな
がら、すくすくと育っていきます。フクロウさんや、ウサギの
ジャスパー、スカンクのフラワーとの楽しい時間…。遠くか
ら見守る、森の王である父。厳しい冬を耐えやっと春を迎え
るころ、悲しいことに、狩りにきたハンターの銃弾によって、
母は命を落としてしまったのです。時は流れ、再び森に春
がやってきたころ、バンビはファリーンと恋に落ちました…。
パブリック・ドメイン

H19

 22



ピノキオ　日本語吹き替え版
(資料コード： 5200000320）

86
小学生～

成人

心を込めて作り上げた木の人形“ピノキオ”が、人間の子ど
もになって欲しいと星に願うジェペットじいさん。妖精はピノ
キオを、自由に動き回り、話すことができるようにしました。
でも本当の子どもになるためには、勇気を持ち、正直で優
しくなければなりません。そこでこうろぎのジミニーを…。
パブリック・ドメイン

H19

ピーターパン　日本語吹き替え版
(資料コード： 5200000338）

75
小学生～

成人

いつも弟ジョンとマイケルにピーターパンの話を聞かせてい
る姉のウェンディは、お父さんに子ども部屋をでるようにと
言われてしまいます。その夜、ピーターパンと妖精のティン
カー・ベルが、なくした影を探しにやってきました。目を覚ま
した子どもたちは、ピーターパンの住む、永遠に子どものま
までいられる夢と冒険の国・ネバーランドへと旅立っていき
ました…。  パブリック・ドメイン

H19

ファンタジア　日本語吹き替え版
(資料コード： 5200000312）

117
小学生～

成人

バッハやチャイコフスキー、ベートーヴェンなどの世界的に
有名なクラシック音楽とともに、ミッ キーをはじめ、 妖精・
天使・ユニコーン・ケンタウロス・悪魔などが繰り広げる幻
想的な世界が広がっていきます。 ＜曲目リスト＞① トッ
カータとフーガ ニ短調（バッハ） ② 舞踊組曲「くるみ割り人
形」：こんぺい糖の精の踊り／中国の踊り／葦笛の踊り／
アラビアの踊り／ロシアの踊り／花のワルツ（チャイコフス
キー） …。  パブリック・ドメイン

H19

ポパイ　日本語吹き替え版
(資料コード： 5200000353）

43
小学生～

成人

みんなのヒーロー“ポパイ”のアニメが大集合！ブルートと
オリーブも、もちろん一緒だよ！  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  全７話  パブリック・ドメイン

H19

リトルマーメイド
(資料コード： 5200003399）

77
幼児～
小学生
（低）

海に住む人魚姫のアニーは、ある嵐の日、人間の船を見
つける。船は激しい波にさらわれ、ウィリアム船長の幼い
娘、ソフィーは海に投げ出されてしまう。アニーは海のおき
てに背いてソフィーを助け、人間の姿となって街に繰り出
す。勇気と知恵…そして優しさを持った、新しい人魚姫の物
語。

Ｒ３

８１　言語　日本     

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

綾小路きみまろ爆笑！　エキサイ
トライブ第１集
(資料コード： 5200001179）

31 成人

潜伏期間３０年、今や中高年のアイドルとして大人気の綾
小路きみまろのエキサイトライブの第1集です。どこを切っ
ても金太郎あめのように笑いが飛び出し、速射砲のように
これでもかこれでもかと襲いかかってきます。

Ｈ23

綾小路きみまろ爆笑！　エキサイ
トライブ第２集
(資料コード： 5200001187）

50 成人
2004年富士河口湖町ステラシアターで行われたライブ映像
を編集。ファン待望の新ネタを加え、収録内容を50分に大
増量。ますます毒舌の冴える大爆笑作品。

Ｈ23

綾小路きみまろ爆笑！　エキサイ
トライブ第３集
(資料コード： 5200001195）

65 成人 芸能生活３５周年集大成のノンストップライブを完全収録。 Ｈ23

綾小路きみまろ爆笑！　エキサイ
トライブ第４集
(資料コード： 5200002250）

63 成人
2011年に還暦を迎え、勢いはますます加速、毒舌は絶好
調！！  速い！鋭い!止められない!「きみまろ」ワールド、ノ
ンストップ！ライブステージです。

Ｈ28
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綾小路きみまろ爆笑！　最新ライ
ブ名演集～きみまろさん、それは
言いすぎです！～
(資料コード： 5200002268）

62 成人
毒舌大爆走で大爆笑！綾小路きみまろの最新ライブ３会
場での爆笑あのネタ、このネタを収録！！

Ｈ28

六代目三遊亭圓楽襲名記念
三遊亭楽太郎十八番集　ＤＩＳＣ１
(資料コード： 5200001765）

61 成人
「薮入り」・「お化け長屋」  六代目三遊亭円楽の還暦・芸能
生活４０周年・襲名式に合わせ発売した記念作品。

H25

六代目三遊亭圓楽襲名記念
三遊亭楽太郎十八番集　ＤＩＳＣ２
(資料コード： 5200001773）

69 成人
「禁酒番屋」・「死神」  六代目三遊亭円楽の還暦・芸能生
活４０周年・襲名式にあわせて発売した記念作品。

H25

六代目三遊亭圓楽襲名記念
三遊亭楽太郎十八番集　ＤＩＳＣ３
(資料コード： 5200001781）

71 成人
「明烏」・「芝浜」  六代目三遊亭円楽の還暦・芸能生活４０
周年・襲名式にあわせて発売した記念作品。

H25

９１　劇映画（日本）     

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

あぶあぶあの奇跡
（資料コード： 5200002813）

114
中学生～

成人

1982年、神戸に小さな楽団が誕生した。練習に気の遠くな
るような時間をかけ、決して巧みとは言えない演奏や踊りを
繰り広げる知的ハンディをもつメンバーたち…。しかし、
年々観客動員数は増え続け、千人収容のホールを満杯に
する。海外公演も大盛況のうちに成功させた。舞台を見終
わったあと、深く暖かい感動が心を満たす。なぜ彼らは
人々を根底から揺さぶるのか。そこには、この楽団ゆえの
「物語」と「奇跡」があった。

Ｈ29

いのち耕す人々
(資料コード： 5200001161）

100 成人

30年以上にわたって有機農業に取り組んできた山形県高
畠町の人々の軌跡を通して、お金でははかれない豊かさを
伝えます。まるでわが子を見つめるようなやさしい眼差しで
作物を育てている人々。彼らは自然との対話を大切にしな
がら、人間の生命を根底から支える食糧の生産に誇りを持
ち、日々、汗を流し、安全でおいしい作物を育てています。

Ｈ23

映画　深夜食堂
(資料コード： 5200003266）

119 成人

ワケありな客たちとマスターの味で紡ぐ、「めしや」の春夏
秋冬ー。マスターの作る味と居心地の良さを求めて、夜な
夜なにぎわうめしや。ある日、誰かが店に置き忘れた骨壺
をめぐってマスターは思案顔。詮索好きな常連たちは骨壺
をネタに、いつもの与太話に花を咲かせている。

Ｒ２

かあちゃん
(資料コード： 5200000593）

60 成人

原作：山本周五郎  出演：野川由美子他  女手ひとつで４人
の子どもを育てるお勝は、情けが厚く、評判の女だった。だ
が裕福になるにつれてお金に汚くなり、今ではお金の亡者
と呼ばれている。そんなお勝の金を狙って、食い詰め者の
勇吉が強盗に入った。お勝は騒ぎ声一つ立てず、逆に勇
吉をもてなし金箱を渡す。その理由とは…。

Ｈ23

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　その１   種山ケ原
(資料コード： 5200002896）

54 成人

1924年3月に花巻農学校で上演された戯曲「種山ケ原」に
出演した教え子たち。根子吉盛さんが語る夏の“種山ケ原”
の原風景、宮澤先生との山行、そして夢幻劇「種山ケ原」
の再現。「風の又三郎」の舞台にもなった自然をどのように
受け止め、生徒たちとの劇に生かしたか、大切な感性の部
分が教え子たちの口から生き生きと語られます。

Ｈ30
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賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　その2   雨ニモマケズ
(資料コード： 5200002904）

106 成人

世の中で一番大切な仕事は「百姓」と教え、自らも「百姓」
になった賢治。酸性土壌を石灰によって改良し、米の生産
を少しでも上げ、農民の生活を向上しようと農業指導をした
賢治。肥料設計の実際と岩手県東山町の東北砕石工場
で、土地改良のために献身していた時代のエピソードの
数々。

Ｈ30

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　その3   心象スケッチ
(資料コード： 5200002912）

78 成人

見えない心象風景を、スケッチブックに書き留める賢治。不
思議そうに眺めていた教え子たち。寄宿舎に泊まり込んだ
先生が度々暗い夜道を歩いたり、月夜の晩に生徒と出か
けたりしたこともありました。当時の先生の歩き方、花巻で
の宮澤家の長男としての評判、賢治の暮らし、父親との関
係、田の水をめぐっての仲裁。さらに賢治先生が亡くなって
から法華経が送られてきたこと等、教え子たちの心に残る
賢治先生の姿がいっぱいです。

Ｈ30

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　その４　イギリス海岸
(資料コード： 5200002920）

88 成人
土壌学を中心とするさまざまな授業風景のおもしろさや、放
課後の賢治の奇抜さあふれる行動を教え子たちが語りま
す。

Ｈ30

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　その５　稲作挿話
(資料コード： 5200002938）

89 成人

「先生はまともに歩くことが少なく、一緒に歩いているとす
ぐ、ほほーと走り出して、ひょいと薮に入っていくんです。」
と話す朝倉六郎さん。困窮した農村の生活の中で先生が
希望した百姓にならず、教員の道を歩んだ教え子たちの中
にある思い。その中でも佐藤栄作さんは、先生の「家畜な
ければ、農業なし」の言葉を胸に、杉山伝助先生に「杉山
農法」を学び鶏とリンゴの独自の農業経営を開始。宮澤先
生の教えが生きる農業を模索、実践していきます。

Ｈ30

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　その６　精神歌
(資料コード： 5200002946）

99 成人

専業農家一筋でやってきた瀬川哲男さんは今も「宮澤先生
と出会い、先生を感じ、話をする」という。その瀬川さんは６
０歳を過ぎてから、賢治が花巻農学校の生徒のために書い
た「精神歌」の探究に取組始めました。映画では、「精神
歌」のことばに触れながら、賢治が世界、人間、そして人の
道をどのように捉えていたかを、瀬川さんが解釈していきま
す。この探究は、さらに、「農民芸術概論綱要」の真髄へと
導きます。

Ｈ30

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　その７  クラムボン
(資料コード： 5200002953）

90 成人

北上川に浮かぶ小舟に乗った宮澤賢治と照井謹二郎さ
ん。その川面にリンゴを落として遊ぶ先生。水面に広がる
輪が光を受けて輝く。「きれいだー」と感動して何度も繰り
返す先生。照井さんは、よく先生に連れられて、山や川に
行き、そんな姿を見ていました。その後、教員そして幼稚園
の園長となった照井さんは約５０年間賢治の童話劇をこど
もと共に取り組んでいくことになりました。また、「雨ニモマ
ケズ」の詩中の「ヒドリ」をめぐる話もあります。浅沼政規さ
んが賢治先生や詩人高村光太郎との出会いを語ります。
教え子たちの中に蒔かれた「マコトノクサノタネ」が花開い
ていったことに出会える作品です。

Ｈ30

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　その８　バナナン大将
(資料コード： 5200002961）

82 成人

友だちの試験についてきただけの長坂俊雄さんに、宮澤先
生は声をかけ、長坂さんは花巻農学校を受験することにな
り、合格します。数多くのイタズラをし、「喜劇の天才」と宮
澤先生から呼ばれた長坂俊雄さんに先生も負けてはいま
せん。先生に裏をかかれた思い出の数々が語られます。そ
して長坂さんの人生を変えた劇「バナナン大将」。その精神
が、のちに、長坂さんが日本兵として駐留したインドネシア
で、現地の日本人２４０人の命を救うことにつながります。
「人間は平等であるということ」を一生の人生訓とした長坂
さんが語る、多くのいたずらや失敗の中から学んだこと、長
坂さんが賢治先生と共演するという話、何かほっとさせるも
のがあります。

Ｈ30
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賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　総集編　先生はほほーっと宙
に舞った
(資料コード： 5200002888）

112 成人

教師としての賢治に関心をもった鳥山敏子が８０歳を超え
た教え子たちに話を聞き、教え子たちの「からだ」に今なお
残る賢治の実践の秘密を探ります。先生は道を歩いている
と、突然草むらに入ったり、何かを発見すると突然「ほほー
と」いって跳び上がったりしました。教え子たちの人生に蒔
かれたたくさんの種が、彼らの人生でどのように花開いて
いったのでしょうか。

Ｈ30

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　別巻１  長坂俊雄　艶笑小咄
(資料コード： 5200002987）

87 成人
宮澤先生から喜劇の天才と褒められ、自らはいたずらの天
才と称する長坂さんの洒脱で軽妙な語りをお楽しみくださ
い。

Ｈ30

賢治の学校　宮澤賢治の教え子た
ち　　別巻２   長坂俊雄　昔ばなし
語り
(資料コード： 5200002979）

87 成人

幼少期におばあさんから毎晩聞いたお話の数々をもとに地
域のこどもたちに昔話をかたる長坂さん。幼い頃の体験が
どれだけ長坂さんの人生に影響を与えていたか、物が豊
かにない時代にあっておばあさんから昔話を聞く時間がど
れだけ大切な時間であったかを想像することができます。
また長坂さんの話に引き込まれてゆく現代のこどもたちの
姿は、語り手と聞き手ということ、昔ばなしの意味について
も考えさせられます。

Ｈ30

こどもしょくどう
(資料コード： 5200003415）

93 成人

小学５年生の高野ユウトは、食堂を営む両親と妹と健やか
な日々を過ごしていた。一方、ユウトの幼馴染のタカシの家
は、育児放棄の母子家庭で、ユウトの両親はそんなタカシ
を心配し、頻繁に夕食を振舞っていた。ある日、ユウトとタ
カシは河原で父親と車中生活をしている姉妹に出会った。
❝子ども食堂❞が必要とされる現代社会を子どもの視点
から描いた物語。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出演：
常盤貴子　吉岡秀隆　ほか
第４４回日本カトリック映画賞受賞作品

Ｒ３

午後の遺言状
(資料コード： 5200002995）

112 成人

毎年、夏になると蓼科の別荘を訪れる新劇のベテラン女
優・森本容子と、もう３０年以上も別荘を管理している農婦
のとよ子。今年の夏も別荘でさまざまな出来事が起きてい
く。そして、とよ子は、容子に向かって、ある重大な秘密を
打ち明けた…。名匠・新藤兼人監督が、老いと死というす
べての人間が避けられない問題に向き合って取り組んだ
ヒューマン映画。

Ｒ１

サクラサク
（資料コード： 5200002581）

107 成人

「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

昭和30年代の日本・家族の生活
都会のくらし編
(資料コード： 5200001377）

148 成人

敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和３０年代の日本。
人々は皆必死に、たくましく輝いていた。当時の父・母・子
どもの毎日はどんなだったのでしょう。ニュース映画から当
時の出来事を振り返り、短編映画で都市と農村の生活を懐
かしむ。　私たちが得たものと失ったものは、何だったの
か？　「百人の陽気な女房たち」（30分）　「大都会の生活.」
（21分）　「おやじの日曜日」（28分）　「昼だけの都会」（12
分）　「猫の散歩（26分）

Ｈ23

昭和30年代の日本・家族の生活
都会の子どもたち編
(資料コード： 5200001369）

142 成人

敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和３０年代の日本。
人々は皆必死に、たくましく輝いていた。当時の父・母・子
どもの毎日はどんなだったのでしょう。ニュース映画から当
時の出来事を振り返り、短編映画で都市と農村の生活を懐
かしむ。　私たちが得たものと失ったものは、何だったの
か？　「おやつ」（20分）　「お姉さんと一緒」（50分）　「赤
ちゃんの意見」（12分）　「遊び場のない子どもたち」（37分）

Ｈ23
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昭和30年代の日本・家族の生活
農村のくらし編
(資料コード： 5200001385）

133 成人

敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和３０年代の日本。
人々は皆必死に、たくましく輝いていた。当時の父・母・子
どもの毎日はどんなだったのでしょう。ニュース映画から当
時の出来事を振り返り、短編映画で都市と農村の生活を懐
かしむ。　私たちが得たものと失ったものは、何だったの
か？　「おふくろのバス旅行」（22分）　「おばあちゃんあやま
る」（30分）　「おやじ」（18分）　「刈干切り唄」（43分）

Ｈ23

昭和30年代の日本・家族の幸福
親子編
(資料コード： 5200001401）

154 成人

高度経済成長の過程で日本人が失ってきた、日本人らしい
濃密な人情や温かさ、生真面目さにあふれています。昭和
３０年代の家族のこころ、きずな、愛情を、「夫婦」　「親子」
「家族」編でまとめたこの作品は、当時を生きた方ばかりで
なく、若い方にも「本当の幸福とはなにか」を考えさせます。
「小さな町の小さな物語」（39分）　「風光る日に」（55分）
「現代家族」（48分）

Ｈ23

昭和30年代の日本・家族の幸福
家族編
(資料コード： 5200001419）

144 成人

高度経済成長の過程で日本人が失ってきた、日本人らしい
濃密な人情や温かさ、生真面目さにあふれています。昭和
３０年代の家族のこころ、きずな、愛情を、「夫婦」　「親子」
「家族」編でまとめたこの作品は、当時を生きた方ばかりで
なく、若い方にも「本当の幸福とはなにか」を考えさせます。
「お母さんの幸せ」（48分）　「おじいさんはがんこもの」（30
分）　「長男」（56分）

Ｈ23

昭和30年代の日本・家族の幸福
夫婦編
(資料コード： 5200001393）

146 成人

高度経済成長の過程で日本人が失ってきた、日本人らしい
濃密な人情や温かさ、生真面目さにあふれています。昭和
３０年代の家族のこころ、きずな、愛情を、「夫婦」　「親子」
「家族」編でまとめたこの作品は、当時を生きた方ばかりで
なく、若い方にも「本当の幸福とはなにか」を考えさせます。
「今どきの嫁」（47分）　「妻と夫がけんかした話」（34分）
「愛情屋台」（55分）

Ｈ23

昭和レトロ映画館　風の又三郎
(資料コード： 5200001641）

49 成人

ある日やってきた不思議な転校生・高田三郎。クラスの少
年たちは彼を「風の叉三郎」と信じ込んでいます。彼らはす
ぐに仲良くなり自然の中で自由に遊びまわります。そんな
ある日、嘉助と一郎は不思議な夢を見るのです。

Ｈ23

人生、いろどり
（資料コード： 5200002821）

112 成人

徳島県、上勝町。活気を無くした町の農協職員・江田は、
山で採れる葉っぱを料理の“つまもの”として売ろうと思い
つく。花恵と薫は、家族に内緒で葉っぱ作りに参加する。70
代、80代の女性達の活躍と友情を描く、感動の実話。
聴覚障がい者対応日本語字幕あり。

Ｈ29

人生ごっこ！？
(資料コード： 5200001203）

80 成人

ある日突然、あっけなく死んでしまった生保の営業マン、飛
賀  渡が訪れたのは「魂学校」。そこは魂となった人間達が
生まれ変わって新しい人生へと旅立つための場所だった
…。「人生ごっこ」で渡が気付いた、人生で本当に大切なこ
ととは…？

Ｈ23

スープ・オペラ
(資料コード： 5200003001）

119 成人

３０数年一緒に暮らしていた叔母のトバちゃんが家を出て
いき、ルイの心にぽっかりと穴があく。或る日へんなオジサ
ン（トニーさん）が家に転がり込んでくる。さらに妙に明るい
若者（康介）も同居することに。そしてルイの人生は輝きを
増して、回転木馬のようにくるくると回り始める－。たとえか
かわった時間が長くても短くても、恋人であってもなくって
も、大切な人がいる。阿川佐和子原作「スープ・オペラ」を
映画化。❝きちんとごはんを作ること❞、❝だれかと一緒に
食べること❞を通して、人と人との関係の大切さをほろ苦く
描いた大人のファンタジー。

Ｒ１
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そして父になる
(資料コード： 5200003274）

121 成人

学歴、仕事、家庭。自分の能力で全てを手に入れ、自分は
人生の勝ち組だと信じて疑っていなかった良多。ある日病
院からの連絡で、６年間育てた息子は病院内で取り違えら
れた他人の夫婦の子供だったことが判明する…。
息子を取り違えられた二つの家族。血のつながりか、共に
過ごした時間か。突き付けられる慟哭の選択。
第６６回カンヌ国際映画祭審査員賞受賞。

Ｒ２

旅立ちの島唄　～十五の春～
(資料コード： 5200002854）

114
小学生～

成人

中学３年生になったばかりの仲里優奈。父はさとうきび農
家を営み、母は兄や姉の進学で那覇に渡ったきり戻ってこ
ない。優奈も1年後には高校進学のために島を出なくては
ならなかった。父との残された僅かな時間、母への思い、
那覇での暮しに対する不安と憧れ、淡い初恋、そして家族
みんなで一緒に暮らしたいという叶わぬ願い…。おとなに
なるには早すぎる年齢で人生の岐路に立つ１５歳の春。優
奈は精一杯の想いを込めて「アバヨーイ」を唄う。

Ｈ30

たまはスーパー駅長　～いちごの
風にのって～
(資料コード： 5200001757）

56 成人
和歌山県紀ノ川市、終点の無人駅「貴志駅」で働くスー
パー駅長のたま。その仕事ぶりやご近所の犬のお友だち、
そしてお客様との触れ合いなど「たま」の魅力がいっぱい。

H25

天王寺おばあちゃんゾウ　春子最
後の夏
（資料コード： 5200002839）

99
中学生～

成人

国内2番目の高齢アジアゾウ・春子は、1950年、まだ戦争
の爪痕が残る中、タイから大阪の天王寺動物園に来園しま
した。まだ2歳だった春子は、当時、熱烈な歓迎を受け、以
来、64年間、大阪の人々に愛され続けました。しかし、2013
年、夏は炎天下の運動場に出るのを嫌がり始め、冬にはあ
ることが原因で春子の食事を抜く事態が起きるなど、人気
の陰で飼育員にとって初めての事態が相次ぎました。そし
て、2014年、春から夏へと季節が変わる中、春子に大きな
変化が起きます。老いと闘いながら、最後の最後までお客
さんの前に立ち続けた春子。天国へ旅立つ時までカメラは
まわり続けました。

Ｈ29

泥棒と殿様
(資料コード： 5200000601）

60 成人

原作：山本周五郎  出演：火野正平他  家中の権力争いに
巻き込まれ、国許のあばら家に幽閉された若殿。真面目に
働きながらも過酷な人生に押し流され泥棒に身を落とした
中年の男。二人の男が奇妙な縁で、共同生活を送る。身分
を超えた友情の行く末は果たして…。

Ｈ23

日本名作映画集　愛妻物語
(資料コード： 5200003308）

ﾓﾉｸﾛ
96

成人

溝口健二を師と仰いだ新藤兼人が、溝口との師弟関係を
描いた監督デビュー作で、妻を病気で失うシナリオライター
が主人公の半自伝映画である。戦争の影が濃くなる時代
に、何とか映画を作り続けようとする映画人の気質や時代
背景をバックに、何度もシナリオの書き直しを要求する一
見非常な監督、夫が一人前のシナリオライターになれるよ
う陰で支え続ける妻。　人に対する思いやりや目的を達成
するための努力や、日本人が失いかけているものがある映
画。

Ｒ２

日本映画名作集　雨月物語
(資料コード： 5200001245）

97 成人

戦国時代、貧しい陶工・源十郎が若狭姫という女性と知り
合い、暮らし始める。だがその美しい若狭姫の正体は死霊
であった。それを知った源十郎は若狭姫を捨てて故郷に逃
げるが、彼女の怨念は執拗に追いすがる…。
溝口健二監督作品。　出演：京まちこ　森 雅之

Ｈ23

日本映画名作集　祇園囃子
(資料コード： 5200001237）

85 成人
「赤線地帯」など女性が中心の特殊な社会を題材に、京都
の花街・祇園を舞台に、そこで暮らす人々を描いた人間ドラ
マ。　溝口健二監督作品。　出演:木暮実千代　若尾文子

Ｈ23
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日本名作映画集
丹下左膳餘話　百萬両の壺
(資料コード： 5200003290）

ﾓﾉｸﾛ
92

成人

大河内傳次郎が主演している丹下左膳シリーズの中で、
山中貞雄が監督したこの作品は、それまでのチャンバラ映
画から、左膳を中心にした人情喜劇に見事に変貌してい
る。ある小藩に伝わるこけ猿の壺、その壺の中には先祖が
隠した百万両のありかが示されていた。その壺を巡って、
藩主の弟の道場主や父親を殺された少年、少年を引き取
る矢場の女将など様々な人間ドラマが展開する。

Ｒ２

日本映画名作集　東京物語
(資料コード： 5200000494）

136 成人

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、親に気を使いながらも、皆生活に追
われていた。ただ、戦死した次男の嫁だけが年老いた義理
の両親をやさしくねぎらうのだった。
小津安二郎監督作品。　出演：笠 智衆　東山千栄子　原節
子

Ｈ23

日本映画名作集　戸田家の兄妹
(資料コード： 5200001229）

106 成人

上流階級である戸田家の当主が亡くなり、残された妻や子
供達とそれぞれの家族が右往左往しながら、父親の一周
忌を迎えるまでの経緯を描いた作品。
小津安二郎監督作品。　出演：高峰三枝子　佐分利 信

Ｈ23

日本名作映画集　麦秋
(資料コード： 5200003431）

ﾓﾉｸﾛ
124

成人

間宮家全員の目下の気がかりは、２８歳を迎えた末娘の紀
子のことだった。会社務めで独身生活を謳歌する紀子に結
婚の意思はあるのだろうか。また、結婚というものをどう考
えているのか。そんな時、紀子の会社の上司からの縁談話
が持ち上がる。家族の間で様々な意見が上がるなか、紀
子は知人で妻に先立たれた子持ちの男性との結婚を宣言
する。小津安二郎監督作品　出演：原節子　笠智衆　ほか

Ｒ３

日本映画名作集　１人息子
(資料コード： 5200001211）

87 成人

小津安二郎監督のトーキー第一作であり、飯田蝶子が、一
人息子の成長だけを楽しみに、貧しい生活に耐えながら、
一人子どもを育て上げ、最後まで成長した息子と一緒に暮
らすことを夢見ながら生き続ける母親を演じている。子ども
に期待する親とその期待に応えられず悩む子どもの姿を
描きます。出演：飯田蝶子　日守新一　笠 智衆

Ｈ23

ホーム・スイートホーム
(資料コード： 5200001252）

112 成人

山下宏（７５歳）は痴呆症である。部屋でも街頭でも、力の
限り歌い徘徊する毎日。彼を取り巻く息子夫婦と孫娘たち
の苦悩と軋轢は限界に達し、ある決断をする。それは岩手
のグループホーム「おばんでがんす」の前に宏を置き去り
にする事だった。

Ｈ23

ポテチ
(資料コード： 5200003019）

68 成人

仙台の街で生まれ育った２人の青年の奇妙な運命を独特
の切り口で描いた感動の人間ドラマです。プロ野球のス
ター選手・尾崎と、空き巣を生業とする凡人・今村、別々の
人生を歩んでいるかのよう思えた２人は、目に見えない強
い力で引き寄せられていった…。そんな運命に翻弄される
主人公を通して、家族や恋人、友人、大切な人を想うあた
たかな気持ち、運命に負けない強い心を独特のユーモアで
描いています。伊坂幸太郎原作「ポテチ」。

Ｒ１

ミッドナイト・バス
(資料コード： 5200003423）

156 成人

バツイチ中年男の高宮利一は、新潟～東京間を走る長距
離深夜バスの運転手。東京で定食屋を営む恋人・志穂との
再婚を考えていた矢先、息子の怜司が東京での仕事を辞
め、帰ってくる。娘の彩菜は友人とマンガやグッズのウェブ
ショップを立ち上げ、実現しそうな夢と結婚の間で揺れてい
た。そしてある夜、利一が運転する新潟行きのバスに、十
六年前に別れた妻・美雪が乗り合わせる。十六年の長い時
を経て、やるせない現実と人生の不安が、再び、利一と美
雪の心を近づける。母の出現に反発する彩菜、動揺する怜
司。突然の思いがけない再会をきっかけに、停まっていた
家族の時間が、また動き出す――。
出演：原田泰造　山本未來　小西真奈美　ほか

Ｒ３
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水戸黄門
１話
46分

成人

「水戸黄門」第二集　全１２１話　放映：昭和５０年３月～
５４年２月　主演：東野英治郎
目的地は熊本。薩摩の島津家に嫁いだ、将軍綱吉の娘に
姫が生まれ、その賀詞を述べるために、旅が始まります。

Ｈ26

(資料コード： 5200001856）   ① 鹿児島　　怒れ！薩摩隼人  
  　　宮崎　　   哀愁稗搗節  
  　　人吉　　   よみがえった男  
  　　八代　　   わしは天下の大泥棒  
    

(資料コード： 5200001864）   ② 熊本　　   おてもやんの初恋  
  　　山鹿　　   あかね雲  
  　　大分　　   姫だるまに似た女  
  　　小倉　　   孤独の捕縄  
    

(資料コード： 5200001872）   ③ 福岡　　   偽黄門さまの助太刀  
  　　壱岐　　   兄妹拳法　絶海の対決  
  　　出雲　　   黄門さまの縁結び  
  　　松江　　   宍道湖慕情  
    

(資料コード： 5200001880）   ④ 鳥取　　   忍びの女  
  　　津山　　   弥七二人旅  
  　　倉敷　　   丁半花むしろ  
  　　松山　　   若君替玉作戦  
    

(資料コード： 5200001898）   ⑤ 高知　　    紙を喰う虫  
  　　徳島　　    仇討ち！阿波踊り  
  　　和歌山　　 若者の恋  
  　　八尾　　    ど根性河内節  
    

(資料コード： 5200001906） ⑥ 伊勢　　   父恋し伊勢参り
　　尾張　　   あっぱれ武士道
　　浜松　　   うなぎ屋の助太刀
　　金谷　　   海道一の大盗人

(資料コード： 5200001914）   ⑦ 甲府　　  暴れん坊の恋  
　　箱根　　  箱根の山は天下の嶮
　　鎌倉　　  めぐり逢い
　　木更津　 黄門さまの頑固くらべ

(資料コード： 5200001922） ⑧ 成田　　  希望の灯
　　潮来　　  人情潮来節
　　水戸　　  素晴らしきかな人生

(資料コード： 5200001930） ⑨ 水戸・白河　　水戸から消えた黄門さま
　　福島　　   姫君はにせ者
　　仙台　　   人情喧嘩まんじゅう
　　石巻　　   御用船大爆破！！

(資料コード： 5200001948） ⑩ 花巻　　   何の因果で若旦那
　　盛岡　　   武士道無明
　　八戸　　   帰って来た南部駒
　　青森　　   ちゃんの土俵入り

(資料コード： 5200001955） １話 成人 ⑪ 松前　　   群狼の罠 Ｈ26

46分 　　函館　　   吼えろ！！北海の火縄銃
　　弘前　　   津軽こぎん
　　大舘　　   忘れてしまった仇討ち

(資料コード： 5200001963） ⑫ 秋田　　   泣くなわらしっこ
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　　横手　　   八兵衛殿様五万石
　　酒田　　   大見得きった偽黄門
　　鶴岡　　   突っ走れ！！韋駄天野郎

(資料コード： 5200001971） ⑬ 天童　　   黄門さまの駒裁き
　　山形　　   盗まれた印籠
　　米沢　　   最上紅花恋の唄
　　会津　　   暴れ姫君

(資料コード： 5200001989） ⑭ 新発田　　江戸から来た密使
　　新潟　　   つけ馬連れた若旦那
　　佐渡　　   地獄で聞いた佐渡おけさ
　　長岡　　   仇討ち角兵衛獅子

(資料コード： 5200001997） ⑮ 高田　　   母恋し、父悲し
　　長野　　   馬にひかれて善光寺
　　松本　　   真実に命をかけて
　　諏訪　　   ひょうろく玉の仇討ち

(資料コード： 5200002003） ⑯ 飯田　　   花嫁になったお新
　　上田　　   おふくろさまは山びこ
　　渋川　　   助さん恪さん子守唄
　　高崎　　   高嶺の花が俺の嫁！！

(資料コード： 5200002011） ⑰ 伊勢崎　　十七年目の泣き笑い
　　宇都宮・水戸　　日光街道日本晴れ

(資料コード： 5200002029） ⑱ 江戸　　   薩摩へ向かう世直し旅
　　川崎　　   駕籠屋になった助さん恪さん
　　平塚　　   東海道お化け旅籠
　　沼津　　   黄門さまに似た男

(資料コード： 5200002037） ⑲ 清水　　   秘密を握られた男
　　駿河　　   自慢高慢馬鹿のうち
　　掛川　　   助さんの身替り亭主
　　吉田　　   骨身にこたえた母の愛

(資料コード： 5200002045） ⑳ 岡崎　　   人情しだれ柳
　　名古屋　　命かける時
　　桑名　　   風車に賭けた恋
　　松坂　　   掏ってしまった仇討免状

(資料コード： 5200002052） ㉑ 伊勢　　   芝居になった漫遊記
　　新宮　　   飛籠の火祭り
　　和歌山　　殺しを誘う薪能
　　橋本　　   非情の対決

(資料コード： 5200002060） １話 成人 ㉒ 奈良　　   鹿が知っていた悪い奴　　 Ｈ26

46分 　　堺　　　    黄門さまの土蔵破り
　　兵庫　　   人情灘の生一本
　　洲本　　   虚無僧の密書

(資料コード： 5200002078） ㉓ 高松　　   黄門さまも人の親
　　高知　　   海鳴り竜王岬
　　大洲　　   黄門さまは時の氏神
　　宇和島　　裏切り武士道

(資料コード： 5200002086） ㉔ 博多　　   初春博多囃子
　　中津　　   うぐいす春風剣
　　別府　　   熱湯に浸った悪い奴
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(資料コード： 5200002094） ㉕ 宮崎　　   愛の奇跡
　　鹿児島　　妖雲晴れた桜島

(資料コード： 5200002102） ㉖ 江戸　　   北国への旅立ち
　　いわき　　死を賭けた武士道
　　相馬　　   狐が唄った相馬盆唄
　　福島　　   芝居になった悪い奴

(資料コード： 5200002110） ㉗ 仙台　　  黄門様のそっくりさん
　　一ノ関　　恐怖の標的
　　盛岡　　  裁かれたジャジャ馬姫
　　三戸　　  荒野の襲撃

(資料コード： 5200002128） ㉘ 弘前　　   黄門さまの父子裁き
　　秋田　　   風雲久保田城
　　酒田　　   過去をもつ男
　　新潟　　   二人いた弥七

(資料コード： 5200002136） ㉙ 長岡　　   黄門さまの泥棒ごっこ
　　高田　　   鈴に秘めた愛
　　輪島　　   名工二大輪島塗り
　　金沢　　   百万石の味自慢

(資料コード： 5200002144） ㉚ 福井　　   越前めおと奉書
　　五箇山　　命を賭けた忍びの掟
　　中津川　　仇討ち笹りんどう
　　木曽福島　　帰って来た中乗りさん

(資料コード： 5200002151） ㉛ 奈良井　　偽者にされた黄門様
　　諏訪　　   初春女狐騒動
　　甲府　　   からくりお茶壺道中
　　川越　　   弟思いの一番勝負

(資料コード： 5200002169） ㉜ 館林　　   黄門さまの天狗退治
　　佐野　　   代官を救った文庫
　　水戸　　   三国一の嫁騒動

もういちど
（資料コード： 5200002847）

95
小学生～

成人

たい平は落語家修行をあきらめ絶望のうちに独り長屋に流
れ着く。そこで出会った心を閉ざした少年貞吉にひょんなこ
とから落語を教えることに。最初は仕方なく引き受けたのだ
がどんなことにも素直に驚き、一生懸命な貞吉を見て亡くし
てしまった息子を思い出す。いつの間にか親子の様に笑い
合うふたりは長屋の個性豊かな連中に温かく包まれ自分を
取り戻していく。桜の咲く頃の落語会に向けて修行が続く、
それはある運命を決める大切な会になるのであった。バリ
アフリー仕様（日本語音声ガイド・日本語字幕あり）

Ｈ30

盲目の名馬タカラコスモス
（資料コード： 5200002573）

47
高校生～

成人

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、
北国青森の農業高校。そこで世話を任されたのは馬の事
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
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Little DJ　小さな恋の物語
(資料コード： 5200003282）

128 成人

病院で院内放送のＤＪとなった少年が過ごした６ｹ月の奇
跡。１９７７年、函館。ラジオと野球が大好きな少年・太郎は
ある日、試合の途中で突然倒れ、海辺の病院で入院生活
を送ることになった。長引く入院生活にうんざりし始めた太
郎に、先生は治療の一環として院内放送のＤＪ＜ディスク
ジョッキー＞をすることを提案する。リクエストと一緒に送ら
れてくる様々な想い、メッセージ。太郎は、番組を通して
送った言葉や音楽が、人々へ届く喜びを体験し、すっかり
のめりこんでいく。

Ｒ２

９３　劇映画（西洋）     

タ　イ　ト　ル　（ＤＶＤ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

かえるくんとマックス
(資料コード： 5200002177）

75 小学生

マックスは６歳。兄のヤーヌスが扁桃腺の手術で入院する
ため、田舎のおばあちゃんに預けられた。おばあちゃんは
病気や怪我した動物たちの世話をし、特大のパンケーキを
焼いてくれる。翌日ヤーヌスを見舞ったマックスは、カエル
の卵を持ち帰ることを約束する。カエルの卵を見つけないと
ヤーヌスは二度と口がきけなくなると信じて。途中で知り
合った少女ジェシとともに卵探しの冒険に出たマックス。
原っぱで豚と遊んだり、孤児の少年に牛の乳搾りを教えて
もらったり、森ではキツネやシカと目が合ったり―わくわくす
る出来事の連続。でもいったい、カエルの卵はどこにあ
る？

Ｈ27

ネコのミヌース
（資料コード： 5200002334）

83
小学生～

成人

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
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
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。

Ｈ28
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