花巻図書館視聴覚ライブラリーDVD所蔵目録
０４ 保健衛生
タイトル （DVD）

時間
（分）

対象

内容

受入年

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

時間
（分）

対象

内容

受入年

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

成人

東日本大震災津波を取材し、津波という災害から
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開
設し、津波から命を守る知恵を伝えて行きます。

H23

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。未曽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

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

小学生

子どもが学校にいるとき、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

新型インフルエンザ 対策編
（資料コード：5200001260）

０５ 災害防止 防犯
タイトル （DVD）

海上保安官が見た巨大津波と
東日本
大震災復興支援

118

（資料コード：5200002326）

3.11東日本大震災から学ぶ
津波・命を守る心構え

20

（資料コード：5200001625）

3.11東日本大震災から学ぶ
もし今、地震が起きたら

19

（資料コード：5200001633）

小学生の自転車の安全な乗り
方

16

（資料コード：5200000627）

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

1

12

孫悟空、猪八戒、沙悟浄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
幼児～
空たちは使い捨てライターによる火遊びのこわさ、
小学生（低）
煙の危険性や花火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

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

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

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。
幼児～ まめうしくんたち楽しい仲間にとって、街を歩くのは
小学生（低） 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

孫悟空の火の用心
（資料コード：5200000619）

地域で守る子供の安全
（資料コード：5200001278）

マギー司郎のお年寄りの交通
安全

20

（資料コード：5200000643）

まめうしくんの交通安全
12
（資料コード：5200000635）

３６ 社会
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
映像で振り返る僕らの昭和
第二巻 経済/産業編

時間
（分）

対 象

102

成人

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）、

Ｈ27

110

成人

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）、

Ｈ27

140

成人

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）猪谷選手の日章旗（冬季オリン
ピック第２報）（1956年）、

Ｈ27

時間
（分）

対 象

内

容

受入年

(資料コード：5200002219)
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)
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)

３８ 民俗風習
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
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

内

容

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。

2

受入年

Ｈ27

６５ 林業
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

絶海に浮かぶ進化の島〄 小笠原
諸島

時間
（分）

対 象

33

成人

時間
（分）

対 象

(資料コード：5200002243)

内

容

2011年、日本で４番目に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〄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〄の様〄な取り組みを紹介します。

受入年

Ｈ27

２７ 史跡文化財
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

よみがえる金色堂

内

容

「中尊寺金色堂」は、数尐ない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。

受入年

45

成人

時間
（分）

対 象

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

102

成人

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）、

Ｈ27

110

成人

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）、

Ｈ27

140

成人

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）猪谷選手の日章旗（冬季オリン
ピック第２報）（1956年）、

Ｈ27

時間
（分）

対 象

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：5200000148)

24

中学生
高校生

〃

H18

(資料コード：5200001849)

Ｈ26

３６ 社会
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
(資料コード：5200000155)
映像で振り返る僕らの昭和
第二巻 経済/産業編

内

容

受入年

(資料コード：5200002219)
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)
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)

３７ 教育方法制度
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
あしたをつかめ平成若者仕事図鑑
警察官
(資料コード：5200000114)

内

3

容

受入年

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

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〄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

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〄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

時間
（分）

対 象

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〄の風習、先祖代〄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

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

時間
（分）

対 象

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

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

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

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

時間
（分）

対 象

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

３８ 民俗風習
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
むかしの暮らし
(資料コード：5200001567)
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)

内

容

受入年

４０ 自然科学
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
でんじろう先生の日曜実験室ラブラ
ボ！ ①空気鉄砲 ②ゴムの不思
議 ③視覚の不思議
(資料コード：5200001575）
でんじろう先生の日曜実験室ラブラ
ボ！ ②磁石で遊ぼう！ ②カルシ
ウム ③船の科学
(資料コード：5200001583)
でんじろう先生の日曜実験室ラブラ
ボ！ ⑥空気の力 ②ペットボトル
ロケットで遊ぼう ③花火の不思議
(資料コード：5200001591)
でんじろう先生の日曜実験室ラブラ
ボ！ ⑦超低温の世界 ②水蒸気
③水の上を歩こう！
(資料コード：5200001609)

内

容

受入年

４４ 天文
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

内

4

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
～

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。

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

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

時間
（分）

対 象

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

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

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

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

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

時間
（分）

対 象

(資料コード：5200000015)
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)
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)

H18

４５ 地学 気象
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
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～

内

容

受入年

(資料コード：5200000049)
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～

15

(資料コード：5200000056)
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)
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)
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)
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)

４８ 動物
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

内

5

容

受入年

自然なぜなに？DVD図鑑①
カブトムシ

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

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

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

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

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

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

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

時間
（分）

対 象

(資料コード：5200000916)
自然なぜなに？DVD図鑑②
アリ
(資料コード：5200000924)
自然なぜなに？DVD図鑑③
ナナホシテントウ
(資料コード：5200000932)
自然なぜなに？DVD図鑑④
ホタル
(資料コード：5200000940)
自然なぜなに？DVD図鑑⑤
アメリカザリガニ

24

(資料コード：5200000957)
自然なぜなに？DVD図鑑⑥
オオカマキリ
(資料コード：5200000965)
自然なぜなに？DVD図鑑⑦
クワガタムシ
(資料コード：5200000973)

50 工学
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

ようこそ！ エネルギー図書館へ
43
(資料コード：5200001435)

内

容

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
小学生（高） 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

受入年

H24

５１ 土木
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

時間
（分）

里湖 八郎潟物語
88
(資料コード：5200001666)

対 象

内

容

国は戦後の食糧増産を目的に、八郎潟を干拓。湖は５
小学生（高） 分の１の残存湖（調整池）となり、半世紀、水質の悪化
～成人
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。

受入年

H24

53 機械
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

時間
（分）

対 象

内

6

容

受入年

放射線映像教材集
72

中学生

時間
（分）

対 象

(資料コード：5200001799)

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

６５ 林業
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
日本の森シリーズ
北の大地に息づく命

H26

成人

東北の山〄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〄との関わり
を見つめ、様〄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

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〄との関わりを見つめ、貴重な森を守ってい
くための様〄な試みを紹介。

H21

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

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

33

成人

2011年、日本で４番目に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〄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〄の様〄な取り組みを紹介します。

Ｈ27

時間
（分）

対 象

31

33

(資料コード：5200000213)

日本の森シリーズ
暖温帯の森

34

(資料コード：5200000452)

森に生きる －森の名手・名人ー
32
(資料コード：5200000205)

絶海に浮かぶ進化の島〄 小笠原
諸島

受入年

成人

35

(資料コード：5200001427)

日本の森シリーズ
生命の宝庫 亜熱帯の森

容

北海道の森・・・。北の大地に広がる豊かな森では、
様〄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〄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。

(資料コード：5200001807)

日本の森シリーズ
四季が育む生命の山〄

内

(資料コード：5200002243)

７９ 動画（アニメ）
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

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

内

容

「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…。

7

受入年

Ｈ23

アニメ落語館
ＤＩＳＣ２ かぼちゃ屋・転失気

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

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

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

13

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
幼児～
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
小学生（低） 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

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

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

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

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

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ＫＡＧＵＹ
Ａ。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

各21

(資料コード：5200001344)

アニメ落語館
ＤＩＳＣ３ たらちね・つる・一目上が
り・替り目

各８

(資料コード：5200001351)

うしろのせきのオチアイくん
46
(資料コード：5200000577)

大男とクリスマスツリー
(資料コード：5200000825)

大きなかぶ
(資料コード：5200000882)

おれたち ともだち
52
(資料コード：5200000502)

からすのパンやさん／どろぼうがっ
こう

40

(資料コード：5200000478)

がんばれスイミー
26
(資料コード： 5200000874)

宮沢賢治銀河鉄道の夜
48
(資料コード：5200000783)

8

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

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

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

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〄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

小学生

自然をこよなく愛した一人の尐年・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〄から公園として親しまれる。
宮沢賢治原作。

H24

45

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

Ｈ23

45

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

Ｈ23

45

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

Ｈ23

45

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

Ｈ23

45

ＮＨＫ教育テレビでお馴染み「こども人形劇場」 １話（15
幼児～
分） 「マッチ売りの尐女」 「みにくいあひるの子」 「け
小学生（低）
ものの城」

Ｈ23

45

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

Ｈ23

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

23

グリム名作劇場 金のがちょう
23
(資料コード：5200001005)

グリム名作劇場 ブレーメンの音楽
隊
23
(資料コード：5200000981)
(【バリアフリー版】：5200000999)

グリム名作劇場 ６人のごうけつ
(資料コード：5200000981)
(【バリアフリー版】：5200001039)

23

虔十公園林
18
(資料コード：5200001658)
こども人形劇場 ①日本編
(資料コード：5200000650)
こども人形劇場 ②日本編
(資料コード：5200000668)
こども人形劇場 ③日本編
(資料コード：5200000676)
こども人形劇場 ④世界編
(資料コード：5200000684)
こども人形劇場 ⑤世界編
（資料コード：5200000692）
こども人形劇場 ⑥世界編
（資料コード：5200000700）

9

こども人形劇場 ⑦日本編
45

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

Ｈ23

45

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

Ｈ23

45

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

Ｈ23

45

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

Ｈ23

45

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

Ｈ23

45

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

Ｈ23

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

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

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

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

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

（資料コード：5200000718）
こども人形劇場 ⑧日本編
（資料コード：5200000726）
こども人形劇場 ⑨日本編
（資料コード：5200000734）
こども人形劇場 ⑩世界編
（資料コード：5200000742）
こども人形劇場 ⑪世界編
(資料コード：5200000759)
こども人形劇場 ⑫世界編
（資料コード：5200000767）

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】：5200001096)

シートン動物記 タラク山の熊王
(資料コード：5200001088)
(【バリアフリー版】：5200001138)

23

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】：5200001112)

23

シートン動物記 峰の王者羊のク
ラッグ
23
(資料コード：5200001146)
(【バリアフリー版】：5200001153)

シートン動物記 森を守る小さな赤
リス
23
(資料コード：5200001062)
(【バリアフリー版】：5200001070)

10

40

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
幼児～
じいさんが言いました。「おたまじゃくしはかえるのこ。か
小学生（低）
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

52

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
幼児～
最後、こんがらがったり、からまったり大変です。
小学生（低） 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

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

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

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〄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〄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

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

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

１０ぴきのかえる①
(資料コード：5200000551)

ぞくぞく村のオバケたち①
(資料コード：5200000585)

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

月の輪グマ
23
(資料コード：5200000817)

手塚治虫ワールド
ASTORO BOY・鉄腕アトム

24

(所蔵無し)

手塚治虫ワールド
雨ふり小僧
24
(所蔵コード：5200001302)
(【バリアフリー版】：5200001310)

手塚治虫ワールド
山太郎かえる
24
(資料コード：5200001328)
(【バリアフリー版】：5200001336)

60

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
幼児～
しゃべり子ガモ」 「ジェリーとジャンボ」 「にわとり婆さ
小学生（低）
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

60

ネコのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ
中？！ 「あかちゃんはいいな」 「母をたずねて」 「お
幼児～
かしなアヒルの子」 「可愛い逃亡者」 「可愛い花嫁さ
小学生（低）
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 上には上がある
(資料コード：5200000486)

トムとジェリー あかちゃんはいい
な
(資料：5200000775)

11

60

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
幼児～
どほどに」 「透明ネズミ」 「変な魚釣り」 「やんちゃな
小学生（低）
生徒」 「ブルおじさん」 「夢と消えた百万ドル」
８話収録。

Ｈ23

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

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

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

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

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

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

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

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

トムとジェリー 天国と地獄
(資料コード：5200000510)

日本のおばけ話 きもだめしのば
ん
(資料コード：5200000890)

日本のおばけ話 のっぺらぼう
15
(資料コード：5200000908)

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

22

ねずみくんのチョッキ①
38
(資料コード：5200000569)

年中行事シリーズＰⅠ
54
(資料コード：5200000528)

年中行事シリーズＰⅡ
54
(資料コード：5200000536)

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

26

ぼくは王さま
40
(資料コード：5200000544)

12

小学生

全国の人〄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

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

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

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」や尐年ガウチョと空
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

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

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

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

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

盲導犬クィールの一生
25
(資料コード：5200000791)

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

いたずら子ネコ 日本語吹き替え
版

23

45

(資料コード：5200000361)

三人の騎士 日本語吹き替え版
70
(資料コード：5200000288)

白雪姫 日本語吹き替え版
81
(資料コード：5200000296)

ダンボ 日本語吹き替え版
62
(資料コード：5200000304)

バンビ 日本語吹き替え版
70
(資料コード：5200000346)

ピノキオ 日本語吹き替え版
86
(資料コード：5200000320)

13

ピーターパン 日本語吹き替え版
75
(資料コード：5200000338)

ファンタジア 日本語吹き替え版
117
(資料コード：5200000312)

ポパイ 日本語吹き替え版
43
(資料コード：5200000353)

ねぎぼうずのあさたろう 巻之一

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

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

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

51

幼児～
其之一「旅立ちのとうげ」 其之二「出会いの宿場町」
小学生（低）

Ｈ27

102

其之三「謎のゆうれい屋敷」 其之四「おまんじゅうは恋
幼児～
の味」 其之五「弁天様のくれた赤ん坊」 其之六「きゅう
小学生（低）
べえと磯菊の花」

Ｈ27

(資料コード：5200002185)
ねぎぼうずのあさたろう 巻之二
(資料コード：5200002193)

８１ 言語 日本
タ イ ト ル （ＤＶＤ）
綾小路きみまろ爆笑！ エキサイト
ライブ第１集

時間
（分）

対 象

内

容

受入年

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。

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

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

(資料コード：5200001179)

14

Ｈ23

９１ 劇映画（日本）
タ イ ト ル （ＤＶＤ）

時間
（分）

対 象

Ｈ23

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

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〄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

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〄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

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〄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

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

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

かあちゃん
(資料コード：5200000593)

昭和30年代の日本・家族の生活
都会のくらし編

148

(資料コード：5200001377)

昭和30年代の日本・家族の生活
都会の子どもたち編

142

(資料コード：5200001369)

昭和30年代の日本・家族の生活
農村のくらし編

133

(資料コード：5200001385)

昭和30年代の日本・家族の幸福
親子編

154

(資料コード：5200001401)

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

144

受入年

成人

(資料コード：5200001161)

60

容

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〄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〄。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〄、汗を流し、安全でおいし
い作物を育てています。

いのち耕す人〄
100

内

15

昭和30年代の日本・家族の幸福
夫婦編

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

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
尐年たちは彼を「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

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

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

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泤棒に身
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

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

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〄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

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

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

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

(資料コード：5200001393)

昭和レトロ映画館 風の又三郎
49
(資料コード：5200001641)

人生ごっこ！？
80
(資料コード：5200001203)

たまはスーパー駅長 ～いちごの
風に乗って～

56

(資料コード：5200001757)

泤棒と殿様
60
(資料コード：5200000601)

日本映画名作集 雨月物語
97
(資料コード：5200001245)

日本映画名作集 祇園囃子
85
(資料コード：5200001237)

日本映画名作集 東京物語
136
(資料コード：5200000494)

日本映画名作集 戸田家の兄妹
106
(資料コード：5200001229)

日本映画名作集 １人息子
87
(資料コード：5200001211)

16

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

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

ホーム・スイートホーム
112
(資料コード：5200001252)

水戸黄門

１話
４６分

(資料コード：5200001856)

① 鹿児島
宮崎
人吉
八代

怒れ！薩摩隼人
哀愁稗搗節
よみがえった男
わしは天下の大泤棒

(資料コード：5200001864)

② 熊本
山鹿
大分
小倉

おてもやんの初恋
あかね雲
姫だるまに似た女
孤独の捕縄

(資料コード：5200001872)

③ 福岡
壱岐
出雲
松江

偽黄門さまの助太刀
兄妹拳法 絶海の対決
黄門さまの縁結び
宍道湖慕情

(資料コード：5200001880)

④ 鳥取
津山
倉敷
松山

忍びの女
弥七二人旅
丁半花むしろ
若君替玉作戦

(資料コード：5200001898)

⑤ 高知
徳島
和歌山
八尾

(資料コード：5200001906)

⑥ 伊勢
尾張
浜松
金谷

(資料コード：5200001914)

⑦ 甲府
箱根
鎌倉
木更津

暴れん坊の恋
箱根の山は天下の嶮
めぐり逢い
黄門さまの頑固くらべ

(資料コード：5200001922)

⑧ 成田
潮来
水戸

希望の灯
人情潮来節
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
盛岡
八戸
青森

何の因果で若旦那
武士道無明
帰って来た南部駒
ちゃんの土俵入り

(資料コード：5200001955)

⑪ 松前
函館

群狼の罠
吼えろ！！北海の火縄銃

17

紙を喰う虫
仇討ち！阿波踊り
若者の恋
ど根性河内節
父恋し伊勢参り
あっぱれ武士道
うなぎ屋の助太刀
海道一の大盗人

弘前
大舘

津軽こぎん
忘れてしまった仇討ち

(資料コード：5200001963)

⑫ 秋田
横手
酒田
鶴岡

泣くなわらしっこ
八兵衛殿様五万石
大見得きった偽黄門
突っ走れ！！韋駄天野郎

（資料コード：5200001971）

⑬ 天童
山形
米沢
会津

黄門さまの駒裁き
盗まれた印籠
最上紅花恋の唄
暴れ姫君

(資料コード：5200001989)

⑭ 新発田
新潟
佐渡
長岡

江戸から来た密使
つけ馬連れた若旦那
地獄で聞いた佐渡おけさ
仇討ち角兵衛獅子

(資料コード：5200001997)

⑮ 高田
長野
松本
諏訪

母恋し、父悲し
馬にひかれて善光寺
真実に命をかけて
ひょうろく玉の仇討ち

(資料コード：5200002003)

⑯ 飯田
上田
渋川
高崎

花嫁になったお新
おふくろさまは山びこ
助さん恪さん子守唄
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
川崎
平塚
沼津

薩摩へ向かう世直し旅
駕籠屋になった助さん恪さん
東海道お化け旅籠
黄門さまに似た男

(資料コード：5200002037)

⑲ 清水
駿河
掛川
吉田

秘密を握られた男
自慢高慢馬鹿のうち
助さんの身替り亭主
骨身にこたえた母の愛

(資料コード：5200002045)

⑳ 岡崎
名古屋
桑名
松坂

人情しだれ柳
命かける時
風車に賭けた恋
掏ってしまった仇討免状

(資料コード：5200002052)

㉑ 伊勢
新宮
和歌山
橋本

芝居になった漫遊記
飛籠の火祭り
殺しを誘う薪能
非情の対決

(資料コード：5200002060)

㉒ 奈良
堺
兵庫
洲本

鹿が知っていた悪い奴
黄門さまの土蔵破り
人情灘の生一本
虚無僧の密書

(資料コード：5200002078)

㉓ 高松
高知
大洲
宇和島

黄門さまも人の親
海鳴り竜王岬
黄門さまは時の氏神
裏切り武士道

(資料コード：5200002086)

㉔ 博多
中津
別府

初春博多囃子
うぐいす春風剣
熱湯に浸った悪い奴

18

(資料コード：5200002094)

㉕ 宮崎
鹿児島

愛の奇跡
妖雲晴れた桜島

(資料コード：5200002102)

㉖ 江戸
いわき
相馬
福島

北国への旅立ち
死を賭けた武士道
狐が唄った相馬盆唄
芝居になった悪い奴

(資料コード：5200002110)

㉗ 仙台
一ノ関
盛岡
三戸

黄門様のそっくりさん
恐怖の標的
裁かれたジャジャ馬姫
荒野の襲撃

(資料コード：5200002128)

㉘ 弘前
秋田
酒田
新潟

黄門さまの父子裁き
風雲久保田城
過去をもつ男
二人いた弥七

(資料コード：5200002136)

㉙ 長岡
高田
輪島
金沢

黄門さまの泤棒ごっこ
鈴に秘めた愛
名工二大輪島塗り
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
諏訪
甲府
川越

偽者にされた黄門様
初春女狐騒動
からくりお茶壺道中
弟思いの一番勝負

(資料コード：5200002169)

㉜ 館林
佐野
水戸

黄門さまの天狗退治
代官を救った文庫
三国一の嫁騒動

９３ 劇映画〈西洋〉
かえるくんとマックス
76
(資料コード：5200002177)

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。

19

Ｈ27

