
Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D26 道徳 ５等になりたい 78 小、中
身体にハンディを持ち、悩みながらも、明るく、たくましく生き
抜く小学校３年生の律子。彼女の夢は「かけっこで５等にな
る！」ことであった…。感動的に描く、アニメーション映画

D27 道徳 地球が動いた日 78 小

1995年1月17日未明、大地震が神戸を襲った。今まで考え
られなかった悲しみと苦しみ。この惨状から、希望を失わ
ず、復興に向かって進む子供達の姿を感動的に描いたアニ
メーション作品。

D45 道徳 セッちゃん 34
小、中、
高、一般

「いじめ、止まんないよ。そんなに現実って甘くないもん」。子
どもの学校でのいじめを通じて、家族のあり方を考える。

D46 道徳 ホーム・スイートホーム 110
小、中、
高、一般

様々な暮らしの中の、それぞれの人生。ひとりの老人をめぐ
る心温まる家族愛のドラマです。

D48 道徳 メル友募集に潜む落とし穴 21 中、高、一般

好奇心や遊び半分のつもりで出会い系サイトのメル友募集
を利用することは危険です。中高生は、自らが危機意識を
持つ心構えの必要性を訴えます。

D49 道徳 凶器にもかわる携帯電話 20 中、高、一般

中高生たちは携帯電話に潜む危険性を理解せず好奇心だ
けで利用し、犯罪や被害に巻き込まれるケースが多発。被
害に遭わないために防止策などの取り組みを訴えます。

D50 道徳 風の旅人 30
小、中、
高、一般

ベッド式の車椅子を通りがかりの人々に押してもらい旅をす
る・・。人々の間を風のように駆け抜けた、実在の重度身体
障害者の感動的な生きざまの物語です。

D66 道徳
契約って何？　消費者とし
ての自立

18 中、高
カード使用にともなう危険、落とし穴など、消費者の認識の
甘さが招くトラブルを紹介し、その被害にあったときの対応
について中学生の目を通し平易に解説した作品です。

D67 道徳
お金って何？　リスクと自
己責任

18 中、高
経済の血液である「お金」の働きを通し、「自己責任」の意味
を中学生の視点から分かりやすく説明。賢い消費者になる
ためには…。

D133 道徳 エールを贈るバス 29 小、中
登場する直子は、勇気を出して謝ったことで直子と障害を持
つ智香の友情が芽生える。障害者も健常者も同じ社会の一
員として認め合うことの大切さを学びあう内容です。

D135 道徳 こころの交響楽 43
中、高、

一般
家庭の身近なところで起こる言葉や力の暴力の問題を取り
上げ「人間の尊厳・命の尊さ」などを考えます。

D136 道徳 陽だまりの家 43
中、高、

一般
共に生きる、命の尊さ、高齢者の介護、男女共同参画社会
の実現、世代間の交流を考えます。

D137 道徳 障害者の心 20
小、中、
高、一般

障害を持つ人たちが、健常者との接し方や社会生活の中で
感じる様々な問題点について、自らの視点で語ります。

D138 道徳
ぜったい、ゆうかいされな
いぞ！

16 幼、小、中
誘拐や連れ去りに遭わないようにするための基本的なノウ
ハウや、犯罪の起こりやすい場所や状況を認識し危険を察
知する能力を高める内容となっています。

D139 道徳 子ども連れ去り被害防止 22 一般
身近でいつ起きるかもしれない連れ去り。地域の大人たち
での犯罪の起きない環境づくりを実際の活動例を紹介。

D147 道徳 みみをすます 46
小、中、
高、一般

聴覚障害者にとって｢聴く｣とは何か？。「聴こえない」という
「障害」ってなんだろうということを障害者自身の体験を共有
することで考える、バリアフリーを体験する作品です。

D176 道徳
いのちを学ぶ　生きること
死ぬこと

22
中、高、

一般

臓器移植や生殖補助医療、子どもの自殺など、いのちに関
する問題が身近なものになっています。誰もがたどる「生ま
れ、生き、そして死を迎える」ことにスポットをあて、いのちの
大切さ、かけがえのなさを考えていきます。

D220 道徳
知っておこう！小学生の携
帯電話

18 小
小学生が携帯電話を持つ上での注意すべき点や、使用効
果など、長所・短所を挙げて、安全に正しく携帯電話を使う
ために守らなければならない約束事を解説。

D234 道徳
配偶者からの暴力の根絶
をめざして

35 一般
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権
侵害です。配偶者からの暴力の根絶をめざし、「配偶者暴
力防止法」のしくみ等について紹介しています。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D268 道徳 ケータイトラブル－子ども
を犯罪者・被害者にさせない－

25 一般

子どもがケータイの世界へ無防備、無自覚にふれてしまう、
乱用するといった背景には、家庭、学校における人間関係、
親子関係のあり方が指摘されている。３つの事例で紹介し、
親などに問題提起します。

D291 道徳
知っていますか 薬物の
真実

21
中、高、

一般

薬物体験者自身の、強い説得力を持つ言葉で、｢薬物の真
実｣、＝｢薬物乱用の本当の怖さ｣を伝えています。不確かな
情報や好奇心で薬物に手を出すことが果たしてどんな結果
を招くのか、その真実を明らかにします。

D302 道徳 ネットの暴力を許さない 19
中、高、

一般

中高生の間で流行しているブログ。それがいじめの温床と
なっています。自分たちは加害者と同じ、いじめをしていな
いか等の問いかけから、子どもたちに人を傷つけることの愚
かさへの気づきを持たせ、人権意識を育てます。

D304 道徳
障害者と補助犬の生活か
ら学ぶ　盲導犬編

20
小、中、
高、一般

・補助犬とは ・目に障害がある人たちの生活 ・身体障害
者補助犬法 ・盲導犬の一生 ・知ってほしいこと ・盲導犬
のいる社会

D305 道徳
障害者と補助犬の生活か
ら学ぶ　介助犬編

20
小、中、
高、一般

・補助犬とは　・手や足に障害がある人たちの生活　・身体
障害者補助犬法　・介助犬の一生　・知ってほしいこと　・介
助犬のいる社会

D306 道徳
障害者と補助犬の生活か
ら学ぶ　聴導犬編

20
小、中、
高、一般

・補助犬とは ・耳に障害がある人たちの生活 ・身体障害
者補助犬法 ・聴導犬の一生 ・知ってほしいこと ・聴導犬
のいる社会

D307 道徳
障害者と補助犬の生活か
ら学ぶ　総合編

20
小、中、
高、一般

・補助犬とは ・目に障害がある人たちの生活 ・手や足に
障害がある人たちの生活 ・耳に障害がある人たちの生活
・知ってほしいこと　・障害を持つ人からのメッセージ

D308 道徳
毎日がつらい気持ちわか
りますか ゆるせない!
ネットいじめ

18 小
主人公の加奈（５年生）は、携帯電話のメールのトラブルか
ら仲間はずれにされた友達をかばったことで、ネットいじめ
にあうようになり、悩みます。アニメ作品。

D313 道徳
小学校道徳１ 「こびと
といもむし」

11 幼、小
お祭りの夜、こびとに親切にしてもらっていたいもむしが、や
がて成長し美しい蝶となって、こびとに恩返しをするという心
温まるアニメーション作品。

D314 道徳
小学校道徳７ 「二わの
ことり」

11 幼、小
今日は、やまがらの誕生日。今日は、うぐいすの家でも、音
楽会の練習がある。両方に呼ばれているみそさざいは、ど
ちらに行こうか迷います。

D315 道徳 小学校道徳16 「こぎつね
コンとこだぬきポン」

13 幼、小
「友達って、なぁに？」、「一緒に遊ぶ人のこと」、「どこにいる
の？」と聞かれて、かあさんきつねは困りました。つばき山
には、コンのきつね一家以外は、誰も住んでいません。

D316 道徳
小学校道徳19 「おじい
ちゃんのたからもの」

11 幼、小
ひろし君は、おじいちゃんが大好きです。そんなひろし君が
おじいちゃんの大事な虫めがねを友だちにとられて…。

D317 道徳
小学校道徳20 「りゅう
の目のなみだ」

20 幼、小
南の方に、ひとつの国があり、その国の山のどこかに、大き
な竜がかくれていると人たちは、昔から話してきました。

D318 道徳
小学校道徳31 「金色の
魚」

10 小

ある日、おじいさんの網に、一ぴきの金色の魚がかかり、逃
がすと魚はお礼に何でも望みをかなえると言いましたが、お
じいさんはお礼を受け取りません。しかし、その話を聞いた
欲張りなおばあさんは…

D334 道徳
万引きは、ぜったい悪
い！

14 小
万引きは犯罪。どんな時でも許されない行為であり、謝って
すむ問題ではないという事を伝える小学生向け教材。

D355 道徳
東京書籍のアニメーショ
ン（小学校道徳）「くも
の糸」

15 小
芥川龍之介の作品をアニメで再現。お釈迦様が極楽の蓮池
のふちを歩いていると、その池の水面の蓮の葉の間から下
の様子が見えました。

D424 道徳
いじめと戦おう！中学生
編

23 中

いじめはどのように起こり、どうすれば防げるのかは
保護者や教員にとって大きなテーマともいえます。本
教材は、鑑賞した生徒がいじめのメカニズムや対策を
自分の身に置き換えて考えることができるドラマ形式
の教材です。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D425 道徳
ドラッグの悲劇 －脱法
ハーブが奪った未来―

19
中、高、

一般

大きな社会問題となっている脱法ハーブ（現在は危険
ドラッグ）。本作品は、脱法ハーブに手を出した少年
の転落の軌跡を描いた薬物乱用防止教材です。

D429 道徳
Imagination イマジネー
ション

34
中、高、

一般

ラジオ局で番組パーソナリティを務めるサヤカの元に
は、今夜もリスナーからの相談の便りが届きます。現
代社会に悩む様々な人々が番組を軸に心を通わせ、明
日へとつながる一歩を見つけていくドラマ教材。いじ
めをなくすのはアナタ、他

D430 道徳
マララ 教育を求めて闘
う少女

30
中、高、

一般

2012年10月、パキスタンの少女マララはタリバンに銃
撃された。マララは危険な目に遭いながらもなぜ世界
に訴え続けるのだろうか？ マララ自らの言葉で語る
インタビューなどから、彼女の信念、教育を受ける価
値について、改めて問う作品です。

D431 道徳
スマホの安全な使い方教
室

23 小、中

ドラマとナビゲーターの解説を通して、スマートフォ
ンの安全な使い方を学んでいく映像教材です。個人情
報の取り扱い、ＳＮＳに潜む危険とその対処法など、
最新のトピックを取り上げています。

D433 道徳
パソコンやスマホを使う
とき

16 小

スマートフォンやパソコンでインターネットを利用す
る場面、架空請求詐欺や個人情報の漏えい等、犯罪被
害に遭わないためのポイントや、ＳＮＳに書き込みを
する際のルールについて取り上げています。

D434 道徳
万引き あなたは犯罪者
になりたいですか？

18 中

「万引きしたら自分や周囲がどうなるか、どういう心
情になるか」を描く、中学生向けの万引き防止教材で
す。万引きは、窃盗罪という許されない犯罪であるこ
とを、強く訴えています。

D476 道徳 ココロ屋 25 小

先生に「心を入れ替えなさい」と叱られたヒロキの前
に現れたのは、色々な心に取り替えてくれる「ココロ
屋」。心をテーマに自分とは何かを考えさせる、道徳
教材・人権教材として好適のアニメ教材です。

D505 道徳 聲の形 30 中

「いじめ」や「障がい者との共生」などの難しいテー
マを、考える道徳教材です。転校してきた硝子は聴覚
障がい者だが、筆談ノートで積極的に皆に語りかけ
る。当初は好意的に受け入れていた将也やクラスメイ
ト達だったが、硝子が原因で授業が止まったり、ノー
トの煩わしさに徐々にストレスを感じていく…

D510 道徳 みんなの情報モラルⅠ 43
小、中、
高、一般

スマホ・ネットとのつきあい方を学ぶアニメ教材で
す。「夢中になりすぎて」「ホントの友だち」「かく
れた情報」等の6話構成で、ネット社会のルールとマ
ナーを学びます。

D511 道徳 障がいを越えて 30
中、高、

一般

障害者は、自分とは違う世界の人。そんな「心のバリ
ア」を、感じたことはないですか？しかし相手に向
かって一歩踏み出すことで、必ず壁には穴があき、新
しい景色が見えるといった実例を取り上げています。

D512 道徳 たばこの煙その影響は？ 18 中
中学生男子が父親の禁煙を契機に、煙草が及ぼす病気
や依存性、副流煙の問題等を学んでいきます。

D513 道徳
障害のある子 障害のな
い子

18 小

「合理的配慮」とは何かを解説する、小学校高学年向
けの教材です。障害の有無に関わらず、誰もが同じよ
うに、生き生さと暮らす権利があることを理解し、共
に助け合っていくことの大切さを訴えます。

D521 道徳
ほんとに大丈夫!?性感染
症のこわさ　女子生徒編

16 中、高

思春期に性感染症にり患すると、早期に相談できず適
切な治療をためらう危険性があります。この作品の中
で、クラミジアという初期自覚症状が出にくいドラマ
事例から、性の危険、こわさ、異性との交際で大事な
ものは何かを考えてもらいます。

D522 道徳
ほんとに大丈夫!?性感染
症のこわさ　男子生徒編

16 中、高
男子生徒編では淋病という性感染症を事例に、思春期
の性の危険、こわさ、異性との交際で大事なものは何
かを考えてもらいます。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D539 道徳 むしむし村の仲間たち 13 幼、小

外見や能力が異なる昆虫キャラクター達が、それぞれ
の違いが原因で相手を傷つることもありますが、大切
なのはお互いの違いを認め、相手を思いやり、助け合
うこと。楽しく学ぶアニメーション作品です。

D541 道徳
いのちと死の授業　第３巻
「いじめ・自殺を防ぐため
に」

49
中、高、

一般

本作は児童・生徒や教育関係者が生命の尊さや生きる
ことの価値を、様々な視点から気づき、学べる映像教
材です。児童・生徒向け映像 16分 教員向け映像
34分。この巻では、いじめの被害にあった子どもたち
や、自殺にいたってしまった子どもたちの例をドラマ
で再現し、自殺へ追い込まれてしまう原因や、いじめ
や自殺のサインについて解説。

D542 道徳
いのちと死の授業　第４巻
「学校における自殺予防教
育」

44
中、高、

一般

児童・生徒向け映像 19分 教員向け映像 25分。子
どもたちの自殺を予防するためには、学校や地域全体
での取組みが必要となる。いくつかの学校で実際に行
われている自殺予防のための参加型授業を紹介しま
す。

D543 道徳
いのちと死の授業　第５巻
「少年犯罪をなくすために」

53
中、高、

一般

児童・生徒向け映像 23分 教員向け映像 30分。こ
の巻では、少年たちが人を傷つけてしまった事件の再
現ドラマを見てその背景を考察。子どもたちが「生き
ること」「死ぬこと」に向き合い、そして「自分の感
情」にも気づき向き合うために学校や家庭でできるこ
とを学びます。

D544 道徳 みんなの情報モラルⅢ 21
小、中、

高

「ミニドラマ」を通してSNSに潜むリスクを知り、「ま
とめ」で安全に適切に利用するための知識やマナーを
学べるアニメ―ション。

D545 道徳
どうして盗まれる？個人情
報

24 一般

なりすましや不正アプリからの個人情報漏洩といった
ネット上のトラブル、マイナンバー制度に便乗した詐
欺などについて、個人情報の取扱いを中心に安全に
ネットを使う方法を学んでいきます。

D551 道徳
問題解決的な学習で創る
道徳授業（小学校）

122 小

現役カリスマ先生による、実際の授業(低・中・高学年
の3クラス)を全収録したアクティブ・ラーニング型の
道徳授業映像。DVD2枚組(PDF特典指導案付き)。子ども
に考えさせ、こころを育てる授業方法が映像で分かる
内容です。

D150 防災
じしんだミーちゃんのぼうさ
いくんれん

12 幼、小
ネコのミーちゃんと大樹が遊んでいると大きな地震が！地
震の怖さと日頃の備えの大切さを紹介する作品です。

D151 防災
アザラシ・タマちゃんの火
の用心

11 幼、小
子どもたちの火遊びから火事に！アザラシ・タマちゃんが正
義の勇者ファイヤーマンに変身し、消火する際の正しい火
の扱い方、危険性を紹介します。

D175 防災 大地震発生 22
中、高、

一般

最新の研究データや能登半島地震、新潟県中越地震、阪
神・淡路大震災の映像や体験談を教訓に危機意識の強化
を図り、迫り来る大地震に備えます。

D215 防災
一次救命処置 質の高い心肺蘇
生と早期の除細動 心肺蘇生と
ＡＥＤの使用手順

44 一般
日本版ガイドライン2005に準拠した心肺蘇生法を学習する
映像教材。内容は解説編(２１分)と練習編(２３分)。心肺蘇
生の自己学習、ＡＥＤの使用方法を説明。

D216 防災 火あそびは火事のもと 13 幼、小
火災の出火原因の１つである｢火遊び｣は、火に興味を持ち
始める２歳から６歳までの幼児による火災が殆どです。アニ
メーションで火に対する知識を身につけてもらいます。

D242 防災 名探偵コナン　防犯ガイド 26 幼、小

コナンと仲間たちがＱ＆Ａクイズ形式で子供達にわかりやす
く解説。被害防止教育を推進する防犯ガイドＤＶＤ。①あとを
つけられたら？②友達がつかまったら？ 他 また、選択し
ないと次に進まない形態も特徴的です。

D282 防災
マジカルプータの火あそ
びは危ないよ

15 幼、小
火遊びに夢中のキョウタが、愛犬プータたちと一緒に、「火
遊びは危ないこと」や「火災が起きた場合どうすればよい
か」について学んでいく姿を、アニメーションで描きます。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D283 防災
サル太郎 地震には負け
ないぞ！

15 幼、小
ある日、サル太郎一家の住む動物村で大きな地震が起こり
ました。地震の備えをしていない動物村の動物たちは大あ
わて。それをきっかけに地震について勉強を始めます。

D288 防災 思わぬ火もと 高齢社会・
増え続けている電気火災

20 一般

最近増えている電気ストーブや電気コードによる火災「電気
火災」に焦点を当て、実験映像などで検証します。高齢者は
身体能力の低下により火災や煙に気づきにくくなり、逃げ遅
れが起こります。どうすれば防げるのか？

D290 防災 地震への備えが命を守る 21
小、中、
高、一般

子供が学校にいるとき、あるいは通学途中、一人で家にい
るとき、大地震が突然襲うかもしれません。この作品では、
クイズ形式をとりいれ、『こんな時どうする？』と場面の随所
で考えさせながら学習します。

D312 防災
孫悟空の火の用心 まだ
まだ修行中

12 幼、小
孫悟空たちが、師匠の三蔵法師と一緒に火災の恐ろしさを
学びます。使い捨てライターから、火遊びの恐さ、煙の危険
性などの注意点等をクイズを交えながら勉強します。

D335 防災
３．１１東日本大震災か
ら学ぶもし今、地震が起
きたら

19
小、中、
高、一般

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、今求められる心得、備えを考えます。

D336 防災
地震防災ＤＶＤ(小学校向
け) 大地しんから命を守
ろう

20 小
地震の揺れを感じた時や、 緊急地震速報が流れた時の避
難行動。日頃 の地震への備えについて分かりやすく 解説。

D337 防災
地震防災ＤＶＤ（中学校
向け）　大地震に備える

25 中
地震の揺れを感じた時にどのような行動をしたら、自分や周
りの人を守ることができるか？ 中学生リポーターが専門家
を訪ねて、地震防災の事を学びます。

D371 防災
3.11東日本大震災から学
ぶ 津波・命を守る心構え

20
小、中、
高、一般

東日本大震災時、登校していた小中学生が津波から逃げ
切った｢釜石の奇跡」の事例を紹介します。津波のメカニズ
ムを解説し、津波から命を守る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伝えています。

D372 防災
大丈夫ですか？ お宅の
防火

19
小、中、
高、一般

住宅火災から命を守るために、子どもからお年寄りまで、家
族みんなで家の中の火災発生の原因や予防策を学び、火
災に対し危機意識を高めていく姿を描きます。

D373 防災 むしむし村の防災訓練 12 幼、小
「むしむし村」の昆虫キャラクターたちが、教室で防災訓練を
体験しながら、地震が起こった時の行動の仕方を学びま
す。幼児向けアニメーション。

D421 防災
命を守れますか？ 地し
んのときつ波のとき

21 小
東日本大震災から地震のメカニズムを説明し、日本に
は大地震に見舞われる危険が高いことを理解させなが
ら、クイズ形式で問いかける内容の教材です。

D422 防災
地震や津波で死なないた
めに

15
中、高、

一般

いざ地震が発生した時にベストの行動を起こすために
は日頃からの心構えが大切です。普段から私たちが心
に刻むべきことを解説します。

D423 防災
ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこ
と

14 小

釜石市の小学生たちがどのように非難したかを詳細に
描き、地震が起こったときの身の守りかたや津波のメ
カニズムを解説しながら、子どもたちの防災力向上を
ねらいます。

D428 防災
桃太郎の火あそびやめよ
う！火の用心

10 幼、小
①子どもだけで花火をしない、②煙は怖い、③ライ
ターなどの火遊びはやめよう についてアニメーショ
ンにて龍の消防士さんが解説します。

D432 防災 大きな地震が起きたとき 15 小
家の中・路上・学校の場面に分け、大きな地震が起き
たときの正しい対処法をわかりやすく解説します。

D461 防災 地震・津波から生き延びる 16 中
地震・津波の正しい知識を得た上で、いざ地震や津波が起
きた時に、どういう行動をとれば生き延びることができるの
か？中学生たちにしっかり理解させる作品です。

D475 防災
災害ケーススタディ
とっさの判断！君ならど
うする

13 小

東日本大震災を始め、竜巻や噴火、土砂崩れなど日本
各地で災害が頻発している中、具体的な災害のケース
を多数取り上げ、その場でどうすべきか考えさせる、
実践的な内容を収録しています。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D504 防災 気象災害から身を守ろう 19 小

親しみやすいアニメキャラクター「防災守くん」がナ
ビゲーターで小学生姉弟が、守くんから気象災害の仕
組みや危険から身を守る方法を学んでいきます。小学
校中・高学年向け教材です。

D506 防災
ズッコケ三人組の火あそ
び防止大作戦

11 幼、小

テレビ番組で人気のあった｢ズッコケ三人組｣を主人公
にし、そのキャラクターの動きに目を奪われているう
ちに、火に対する知識を身につけてもらう工夫が施さ
れた内容となっています。

D507 防災
やめて！ライターあそび
-どうぶつ村の消ぼう隊
出どう-

14 幼、小

火遊びが原因で起こる火災の大半が、ライターやマッ
チ、花火によるもので社会問題になっています。火の
扱い方、火の恐ろしさを知ってもらい、『火遊びは絶
対やめよう！』と、強く訴える作品です。

D550 防災
ズッコケ三人組のぼうさい
教室

14 幼、小

児童書やアニメ番組で人気の「ズッコケ三人組」の
キャラクターと共に、「地震が起きた時の命を守る行
動」など、基本的な防災知識・行動を身につけていく
教材です。

D552 防災 忍者玉丸の火の用心 13 幼、小
忍者玉丸達がが、子供たちに火災の恐ろしさを知って
もらい、火遊びが原因である火災をなくすことを目的
とした作品です。

D52 交通安全 防ごう自転車事故 16 小、中、高
自転車の交通ルール（道路交通法）や交通マナーを身に付
けることが、運転者自身の安全を確保するとともに歩行者
の安全を守ることにもつながることを理解させる作品です。

D134 交通安全 飲酒運転の報い破滅への道 27 一般
危険な運転行為をしてしまったドライバーの心の軌跡、訪れ
る家庭の崩壊、被害者を襲う突然の悲劇、悪質な交通事故
の犯罪を訴えます。

D148 交通安全 孫悟空の交通ルール修行中 13 幼、小
孫悟空とその仲間たちが、師匠の三蔵法師と一緒に、クイ
ズで修行しながら、道路の歩き方や信号、横断歩道の渡り
方など楽しく交通ルールを学ぶ作品です。

D149 交通安全
自てん車安全大作戦！歌
おうぼくらの交通安全

23 小、中
テレビなどでおなじみの人気タレントが出演して、自転車を
中心に交通安全の大切さと、具体的な交通安全のルールを
楽しくわかりやすく紹介します。

D173 交通安全
ポンカンマンの自転車免
許教室

18 幼、小
増え続ける自転車事故を減少させるべく、東京都荒川区で
は、自転車免許制度を全国で初めて実施しています。その
制度から自転車の点検方法やマナーを教えてくれます。

D174 交通安全
オズの魔法使いの交通安
全の旅

12 幼、小
やんちゃな少女ドロシーたちがオズの魔法の不思議な世界
で交通ルールの基本を学んでいく内容で、魔法使いの世界
観を楽しみながら交通安全が身につく作品です。

D213 交通安全 うさぎと亀の交通安全 13 幼、小
うさぎと亀が、なぜ交通安全を守らなければならないかを、
楽しく教えてくれる交通アニメ作品です。

D214 交通安全
皆伝！角田信朗の自転車
道　虎の巻

24
小、中、
高、一般

Ｋ－１でお馴染みの角田信朗氏が登場し、正しい自転車の
乗り方を指南します。自転車の罰則や違反例、事故で問わ
れる責任をあげ、交通標識・表示などを伝授します。

D267 交通安全 クーニャンの交通安全 15 幼、小
自転車交通事故を防ぐための小学校低学年向けアニメー
ション。かわいい猫「ク－ニャン」が謎のキャラクター「ジョ
ニー」から正しい自転車の乗り方を学んでいきます。

D281 交通安全 雪ダルマンの冬道交通安全 15 幼、小

冬の雪道は人も車も「みえない」「すべる」「予想がつかな
い」。冬道ならではのチェックをします。また、春夏秋冬の交
通安全も、一度に学べます！・雪で横断歩道が見えないと
ころでは？・除雪車には近寄らない！　など

D289 交通安全
はじめにおぼえる交通安
全

12 幼、小
子どもが初めて社会生活に触れる大切なことの一つ、交通
ルールを、馴染み易いパンダの親子のキャラクターを使い、
基本をわかりやすく教えてくれます。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D301 交通安全

なぜ？どうして？から考
える小学生の自転車の安
全な乗り方

16 小

小学生は、学年が上がるにつれて行動範囲が広がります。
そうした中で自転車を安全に乗るためには、ルールやマ
ナーを覚えるだけでは不十分で、「なぜ危険なのか？」と
いった疑問に対する子どもたち自身の理解が不可欠です。

D338 交通安全
アラジンと魔法のランプ
の交通安全

12 幼、小
『アラジンと 魔法のランプ』のキャラクターを使った、幼児向
けの交通安全アニメ。楽しく交通ルールを学べる教材です。

D339 交通安全
あさりちゃんの自転車安全
教室

10 小
テンポよく展開するあさりちゃんとタタミちゃんの自転車安全
教室に子どもたちも自然と引き込まれ、楽しく 自転車の交
通ルールを学べる作品です。

D374 交通安全 むしむし村の交通安全 12 幼、小
子どもたちに馴染みの深い虫たちがキャラクターになって、
明るく楽しいストーリーの中で、歩行者として守るべき交通
安全ルールの基本を分かりやすく解説します。

D375 交通安全
小学生のための自転車安
全教室

17 小
正しい自転車の乗り方を基本から分かりやすく解説。スタン
トによる事故再現シーンが、子どもたちに事故の恐ろしさを
深く印象付け、交通安全への意識を高めます。

D426 交通安全

自転車の交通ルールを覚
えよう 小学生の交通安
全

15 小
小学生対象に、交通ルールと正しい乗り方が何故大切
なのか、ドライブレコーダーの映像も見ながら自転車
の交通安全ルールを学びます。

D427 交通安全

あなたの乗り方、大丈
夫！？中学生の自転車交
通ルール

16 中

ドライブレコーダーが収録した衝撃的な映像を通じ
て、視聴者に交通事故を疑似体験させながら、加害者
になる例や刑事上・民事上の責任も紹介し、自転車の
安全利用の重要さを訴えます。

D462 交通安全
赤ずきんちゃんと学ぼう！
交通ルール

14 幼、小
「赤ずきんちゃん」がおばあちゃんの家に行く途中で、道路
の歩き方や、横断歩道の渡り方などを学んでいく内容で、交
通ルールの基本を、分かりやすく解説していきます。

D463 交通安全
ズッコケ三人組のこうつう
あんぜん

12 幼、小
飛び出しの危険性を子供たちに伝え、事故を防ぐために、
交通ルールを身につけておくことの大切さをアニメーション
で伝える内容の教材です。

D477 交通安全
中学生・高校生のための
自転車交通ルール

19
中、高、

一般

リアルな再現映像で感じる自転車事故の怖さと、明快
な映像で理解する正しい自転車の乗り方を理解する中
高生向け自転車交通安全ＤＶＤの決定版です。

D508 交通安全
クイズ！危険をさがせ
道路を歩くとき

15 小

道路にひそむ危険をさがし、安全な道路の歩き方を学
んでいきます。ＣＧやイラストではなく現実の交通状
況を見せて問いかけることで、子どもたちに、より実
践的な危険予測能力を身に付けさせる内容です。

D509 交通安全
忍者玉丸ルールを守って
交通安全の巻

12 幼、小
現代日本にタイムスリップした忍者玉丸たちが、道路
の歩き方や横断歩道の渡り方を学び、交通ルールを守
ることの大切さを、楽しく学べる作品です。

D519 交通安全
三太郎とかぐや姫の交通
安全

14 幼、小
浦島太郎などが、乙姫様のいるレストラン竜宮に向か
う途中で、道路の歩き方や横断歩道の渡り方を学んで
いきます。

D540 交通安全
中学生・高校生の自転車
の安全な乗り方

20 中・高
本作品では、ドライブレコーダーや実際の事故現場の
映像、最新のＣＧ映像も交え、中学生・高校生を対象
に自転車の交通ルールを分かりやすく解説します。

D558 交通安全
スマホ・ケイタイしなが
ら大丈夫？

17 小
小学生になぜ歩きスマホや歩きゲームが危険なのか、
実験を交え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。

D130 理科 日本の昆虫 120
小、中、
高、一般

ファインダーの向こうには、もう一つの小さな宇宙が広が
る！童心にかえる時間、子どもと楽しむ時間、様々な場面で
役立つ人気の昆虫１００種超を収録したＤＶＤ映像図鑑。

D131 理科 日本の野鳥 80
小、中、
高、一般

野鳥たちの動きや生態をじっくり観察し、超望遠効果と絶対
安全距離を確保した自然な雰囲気の中で丹念に撮影され
た野鳥のＤＶＤ映像図鑑。

7



Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D132 理科 日本の淡水魚 75
小、中、
高、一般

水中記録家・田口哲が長きにわたり撮影した膨大な映像か
ら、人気の淡水魚１００種超を収録したＤＶＤ映像図鑑。魚
の基本情報・生態的特徴を詳しく解説します。

D152 理科 流れる水のはたらき① 15 小
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、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紹介します。

D153 理科 流れる水のはたらき② 15 小

雨による川の水の量の変化や流れの速さの変化によって、
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。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。

D154 理科
中学校理科DVDシリーズ　日本
の天気１　気団、春の天気、春の
天気図

15 中
日本を性質が違う４つの気団が取り囲んでいることを説明。
春の天気を数日間の連続した雲画像などによって理解し、
さらに、春の気団の特徴を紹介します。

D155 理科
中学校理科DVDシリーズ　日本
の天気2　つゆ、夏の天気、つゆ
と夏の天気図

15 中
夏の小笠原気団が南にあり、オホーツク海気団が北にあ
り、勢力がつりあって、前線が停滞するつゆの天気の特徴と
天気図を理解します。夏の天気の特徴を解説します。

D156 理科
中学校理科DVDシリーズ　日本
の天気３　台風、秋・冬の天気、
秋・冬の天気図

15 中
台風の構造、進路およびその災害と災害を防ぐを防ぐ努力
を説明します。秋雨前線に軽く触れた後、秋の天気の特徴
と秋の天気図を理解します。冬の天気図も紹介します。

D178 理科 小学校理科　動物のたんじょう 19 小
メダカの卵の観察方法、微速度撮影による卵の連続変化を
見せます。ヒトについては、胎児の成長段階を超音波映像
で細かく紹介した教材です。

D179 理科
小学校理科　てんびんとて
こ、おもりのはたらき、ものの
とけ方

20 小
重いものを楽に持つことのできるてんびんから、てこの仕組
みを学びます。映像によって理解を深められるよう、実験方
法、見せ方などを工夫しています。

D180 理科
自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑
カブトムシ

22 全
昆虫の代表・昆虫の王者カブトムシの行動やその生態を余
さず記録してあります。特に、「片足を上げての排尿シーン」
は、画期的な映像になっています。

D181 理科
自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑
ナナホシテントウ

24 全
テントウムシの生態について。幼虫のころはどんな姿をして
いるのか？何を食べて成長するのか？飛翔のメカニズムな
ど、その秘密を徹底描写しました！

D182 理科
自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑
ホタル

22 全
孵化（ふか）、カワニナを食べる幼虫時代、おしりの先が光っ
ている蛹（さなぎ）、羽化（うか）、そして光の合図で交尾にい
たるホタルのライフサイクルを分かりやすく解説しています。

D183 理科
自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑
アメリカザリガニ

24 全
堅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、育児など水中での映像を記録しま
した。交尾や産卵など特別に貴重なシーンも収録。

D184 理科
自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑
クワガタムシ

22 全
他の昆虫を圧倒する大アゴで、子どもたちの間で人気抜群
のクワガタムシ。成長過程、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。

D249 理科
驚異の小宇宙・人体Ⅰ
１．生命誕生

55
小、中、
高、一般

神秘に満ちた小宇宙「人体」。その驚くべきメカニズムを、鮮
烈な映像とＣＧで徹底解剖します。たった一つの受精卵か
ら、どのようにして銀河系の星々の数百倍にも匹敵する数
の細胞が作られていくのか？など

D250 理科
驚異の小宇宙・人体Ⅰ
２．しなやかなポンプ～
心臓・血管～

54
小、中、
高、一般

一日10万回の拍動によって８トン、タンクローリー１台分もの
血液を絶えず送り出している心臓。驚異の生命ポンプは、な
ぜ一生の間休み無く働き続けることができるのか？心臓と
血管の謎をさぐる体内の旅は、何と数十キロにも及びます。

D251 理科
驚異の小宇宙・人体Ⅰ
３．消化吸収の妙～胃・
腸～

55
小、中、
高、一般

栄養素はどのようにして消化吸収されていくのか？食べ物
を消化する胃は、なぜ自分自身を消化してしまわないの
か？ 胃腸の驚くべきメカニズムを眺めつつ、生物としての
人間と環境との関わりを見つめ直します。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D252 理科
驚異の小宇宙・人体Ⅰ
４．壮大な科学工場 ～
肝臓～

59
小、中、
高、一般

ウイルスなど、体外からの侵入物の処理を一手に引きうけ
ているのが、「沈黙の臓器」と呼ばれている肝臓。体内の浄
化装置である肝臓と腎臓の旅を通して、これらの寡黙な臓
器のメッセージに耳を傾けていきます。

D253 理科
驚異の小宇宙・人体Ⅰ
５．なめらかな連携プ
レー　～骨・筋肉～

54
小、中、
高、一般

現代人は便利な生活の中で、歴史上最も退化した骨と筋肉
を持つに至ったという。ロボットには難しい２本足の歩行が、
なぜ人間には楽に出来るのか？など、筋肉と骨の連携プ
レーの秘密に迫ります。

D254 理科
驚異の小宇宙・人体 Ⅰ
６．生命を守る ～ミク
ロの戦士たち～

55
小、中、
高、一般

人間の体内では1日平均数個のがん細胞が発生していると
いわれるが、ほとんどは発病には至らない。がん細胞をリン
パ球が打ち負かす決定的瞬間、CGで描くバクテリアとミクロ
の戦士たちとの死闘などを収録しています。

D269 理科
中学理科２分野 第２巻
大地の変化

28 中
火山活動とマグマの性質（７分）、マグマからできる岩石（６
分）、地震と地球内部の動き（８分）、地層のなりたち（６分）
が収録されています。

D270 理科 地球温暖化と異常気象 20
小、中、
高、一般

地球温暖化がどうして起こるのか、メカニズムを分かりやす
く解説した上で、温暖化防止と効果的なエネルギー獲得の
ための様々な方法を紹介しています。

D292 理科
ＤＶＤ宇宙大百科 コンプ
リートコスモス　第１集

130
小、中、
高、一般

鮮明なコンピュータ・グラフィックスをNASAの最新映像と組
み合わせ、太陽系、銀河系、さらに宇宙の最果ての領域に
ついて解説。 第1集 太陽系の神秘 ・太陽系の中心部
（太陽、水星、金星）　・地球と月・火星と生命　など

D293 理科
ＤＶＤ宇宙大百科 コンプ
リートコスモス　第２集

120
小、中、
高、一般

第２集 人類と宇宙 ・宇宙開発 ・先駆者たち（人工衛
星、探査機他） ・宇宙を見る目（ハッブル宇宙望遠鏡他） ・
ディープスペース（ブラックホール他）

D294 理科
ＤＶＤ宇宙大百科 コンプ
リートコスモス　第３集

150
小、中、
高、一般

第３集 天空への道しるべ ・星はどのように動いているか
・３ヶ月ごとの星空の様子を収録

D295 理科
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
１．心が生まれた惑星～
進化～

59
中、高、

一般

生命の神秘に迫り大反響を呼んだ科学ドキュメンタリー
「NHKスペシャル 驚異の小宇宙 人体」 1993～94年に放送
されたシリーズの第2弾。 地球に最初の生命が生まれて35
億年。長い進化の歴史の中で、人間の心はいつどのように
して生まれたのか。ネアンデルタール人にまで遡る人間の
心の歴史を検証します。

D296 理科
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
２．脳が世界をつくる～
知覚～

59
中、高、

一般

私たちは、脳が情報処理することでまわりの世界をとらえて
います。脳科学が最も進歩している「見るしくみ」をCGと最先
端の画像診断装置で映像化し、脳が自分の世界をつくるプ
ロセスを伝えます。

D297 理科
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
３．人生をつむぐ臓器～
記憶～

59
中、高、

一般

突然、数十秒前のことを記憶できなくなった青年や、サヴァ
ン症候群を手掛かりに、記憶におけるミメカニズムや、老化
と記憶力、夢と記憶の関係など、解明が進む記憶のからくり
の紐をときます。

D298 理科
驚異の小宇宙　人体Ⅱ
４．人はなぜ愛するか～
感情～

59
中、高、

一般

人はなぜ愛するか？。脳の中心部にあって情動をつかさ
どっている大脳辺縁系にスポットをあて、さまざまな愛の姿
を描きながら、神秘に満ちた人間の感情のメカニズムの解
明に挑みます。

D299 理科
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
５．秘められた復元力～
発達と再生～

59
中、高、

一般

一旦傷つくと再生しないといわれた脳が、ある条件下で驚く
べき復元力を示すことがわかってきました。最新科学が解
明しつつある脳の柔軟性の謎に迫ります。

D300 理科
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
６．果てしなき脳宇宙～
無意識と創造性～

59
中、高、

一般

「天才と○○は紙一重」といわれますが、人間の脳では一体
何が起きているのか？。沖縄のユタや、創作に強い集中力
を示す画家を通してその秘密に迫ります。

D324 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第１巻

73
小、中、
高、一般

身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験。で
んじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説。以下の３
つを収録。①空気砲　②ゴムの不思議　③視覚の不思議

D325 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第２巻

77
小、中、
高、一般

①磁石で遊ぼう ②カルシウム ③船の科学 の３つが収録
されています。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D326 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第３巻

77
小、中、
高、一般

①音の科学 ②切断の科学 ③赤外線の科学 の３つが収
録されています。

D327 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第４巻

74
小、中、
高、一般

①電池のマル秘大実験 ②超音波の科学 ③紫外線の科
学　の３つが収録されています。

D328 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第５巻

74
小、中、
高、一般

①火を起こしてみよう ②真空の科学 ③光の性質 の３つ
が収録されています。

D329 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第６巻

74
小、中、
高、一般

①空気のチカラ ②ペットボトルロケットで遊ぼう ③花火の
不思議　の３つが収録されています。

D330 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第７巻

75
小、中、
高、一般

①超低温の世界 ②水蒸気 ③水の上を歩こう の３つが
収録されています。

D331 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第８巻

75
小、中、
高、一般

①不思議なガラスのパワー ②空中に浮こう ③遊園地 の
３つが収録されています。

D332 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第９巻

77
小、中、
高、一般

①科学でポカポカ ②くっつきの科学 ③ろうそく の３つが
収録されています。

D333 理科
でんじろう先生の日曜実
験室ラブラボ　第１０巻

75
小、中、
高、一般

①電子レンジ ②不思議なウール ③科学で魔球に挑戦
の３つが収録されています。

D363 理科
小学校理科ＤＶＤ 「星
や月①」星の明るさや色

15 小
おりひめ星であること座のベガ、ひこ星であるわし座のアル
タイル、白鳥座のデネブで夏の大三角を観察し、星色のち
がいや明るさの違いがあることを学習します。

D364 理科
小学校理科ＤＶＤ 「星
や月②」月の動き

14 小
月は東から西に動いて見えること、日によって形が変わって
見えること、等。月が動いていることは時間を縮めて月が速
く動く映像によって理解できます。

D365 理科
小学校理科ＤＶＤ 「星
や月③」星の動き

14 小
星座は並び方が変わらず、時刻によって位置が変化してい
ることをオリオン座の動きを見ながら説明します。そして冬
の大三角も観察します。

D377 理科
小学 校理科Ｄ ＶＤ 6年
「土地のつくりと変化
①」

15 小
様々な崖の様子やその中に含まれる物を観察や実験を通
して調べ、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ことを学びます。

D378 理科
小学校理科ＤＶＤ６年
「土地のつくりと変化
②」

15 小
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。鉱物の洗い出しの方法も紹介。

D379 理科
小学校理科ＤＶＤ６年
「土地のつくりと変化
③」

17 小
激しい噴火の様子、海底火山によってできた土地、溶岩で
せき止められてできた湖などから、土地が火山の噴火に
よって変化することを理解します。噴火の予知も紹介。

D380 理科
小学校理科ＤＶＤ６年
「土地のつくりと変化
④」

17 小
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。地震の
予知について紹介。

D464 理科
自然なぜなに？DVD図鑑
第２集　⑧　アゲハチョウ

22 全
卵から幼虫へ、さらに蛹から成虫になるまでの成長の過程
を徹底記録。蛹に変身する過程で、幼虫が木の枝に糸を渡
して帯を作り、頭をくぐらせるシーンは圧巻です。

D465 理科
自然なぜなに？DVD図鑑
第２集　⑨　トノサマバッタ

26 全
何回も繰り返される脱皮や特徴的な体の構造、天敵たちと
の関わり等、くまなく撮影している教材です。

D466 理科
自然なぜなに？DVD図鑑
第２集　⑩　ミツバチ

29 全
一匹の女王バチを中心に構成されるミツバチの世界。巣を
作る材料となるろう片を自分の体から抜き取る一瞬や女王
バチの不思議な生態などを収録しました。

D467 理科
自然なぜなに？DVD図鑑
第２集　⑪　アマガエル

26 全
捕食の瞬間やジャンプ、保護色や鳴き声の秘密や産卵のメ
カニズムの他、卵～オタマジャクシ～カエルへの成長過程も
克明に記録しています。

D468 理科
自然なぜなに？DVD図鑑
第２集　⑫　メダカ

23 全

体色の変化など敵から身を守る手段や春から秋にかけて続
く産卵の不思議、卵の成長などを追いかけました。絶滅危
惧種にも指定され、生物環境保護の観点からも貴重な作品
です。

D469 理科
自然なぜなに？DVD図鑑
第２集　⑬　ギンヤンマ

24 全
トンボ類はその幼虫時代をヤゴとして水中で過ごします。ギ
ンヤンマを代表としてその成長過程を解説します。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D470 理科
自然なぜなに？DVD図鑑
第２集　⑭　ヤドカリ

24 全
引っ越し（宿替え）の仕方やカラの奪い合いなど、カラにまつ
わる数々のエピソードを中心に、潮だまりに住むヤドカリの
ユニークな生態を紹介していきます。

D16 社会
プロジェクトＸ　妻たちへ
贈ったダイニングキッチン

43
小、中、
高、一般

東京への一極集中が始まった昭和３０年。国は日本住宅公
団を設立したが、建設費・面積等に関わる課題があった。宝
くじに当たるより難しいといわれ人気を集めた「ステンレス流
し台付き公団住宅」のプロジェクトと、その背景にあった夫婦
愛の物語を伝える。

D17 社会
プロジェクトＸ　東京タワー
恋人たちの戦い

43
小、中、
高、一般

地上３３３ｍ。１５ヶ月という突貫工事の末に完成した東京タ
ワー。世界一の自立鉄塔の誕生は当時、世界に衝撃を与
え、その完成の陰に、愛する恋人のために命を賭けた一途
な若い技術者と職人の意地と心意気の物語りがあった。

D18 社会
プロジェクトＸ　ツッパリ先
生と泣き虫先生

43
小、中、
高、一般

２０年前、わずか数年で急速に力をつけ、全国制覇を果たし
た伝説のチーム・京都市立伏見工業高校ラグビー部。式戦
での記録的な大敗から全国制覇を果たすまで、体当たりで
指導を続けた熱血教師の奮闘の物語。

D19 社会
プロジェクトＸ　よみがえれ
日本海

43
小、中、
高、一般

平成９年１月、日本海沿岸を襲った重油。「善意が奇跡を起
こした」と世界中に報道された快挙の陰に、ボランティアをま
とめる為に奔走した地元の青年達の姿があった。

D20 社会
プロジェクトＸ　町工場　世
界へ翔ぶ

43
小、中、
高、一般

かつて“メイドインジャパン”といえば、「悪かろう、安かろう」
の代名詞だった。ソニーが開発したトランジスタ・ラジオが世
界各国で爆発的に売れるまでには、日本の再建を願う営業
マンたちの壮絶な奮闘のドラマがあった。

D21 社会
プロジェクトＸ　奇跡の心臓
手術に挑む

43
小、中、
高、一般

平成８年１２月３日、日本初の画期的な外科手術が神奈川
県鎌倉市の病院で行われた。死を宣告された心臓病の患
者に生の希望を与える手術だった―。

D22 社会
プロジェクトＸ　男たちの不
屈のドラマ瀬戸大橋

43
小、中、
高、一般

昭和６３年、瀬戸大橋が完成。相次ぐ実験の失敗、石油
ショックによる着工凍結。さまざまな難問に果敢に立ち向か
い、技術者たちは瀬戸大橋の建設工事を成し遂げていく。

D23 社会
プロジェクトＸ　えりも岬に
春を呼べ

43
小、中、
高、一般

昭和２８年、北海道えりも岬ではかつての鬱蒼とした森が広
大な砂漠と化ししていた。半世紀に渡り繰り広げられた壮大
な自然再生のドラマを伝える。

D24 社会
プロジェクトＸ　運命の船
「宗谷」発信

43
小、中、
高、一般

昭和３０年、東大理学部教授の元に南極の観測に行こうと
いう参加要請が。選ばれたのは老朽船「宗谷」。予算も時間
もない中、未曾有のプロジェクトが動き出す。

D25 社会
プロジェクトＸ　極間南極越
冬隊の奇跡２

43
小、中、
高、一般

昭和基地の建設後、急遽ぶっつけ本番で越冬観測を行っ
た。１１人の隊員達は創意工夫をし挑戦、１年後無事生還。
持ち帰った成果は、世界の科学者をあっと驚かせる。

D28 社会 アジア古都物語１ 49
中、高、

一般
代々3000年にわたり栄えた北京。それは城郭を囲むように
造られた路地に暮らす人々に支えられたものでした。

D29 社会 アジア古都物語２ 49
中、高、

一般
「この町で死ねると天界に行ける」と信じられている聖地ベ
ナレス。町を囲む巡礼路を巡る巡礼者の姿。

D30 社会 アジア古都物語３ 49
中、高、

一般
王制が崩壊した今も、町を中心に位置する王宮にはスルタ
ン（王族）が暮らし、1600人もの民衆がその生活を支える。

D31 社会 アジア古都物語４ 49
中、高、

一般
生きる女神クマリ。女神像を代々守る一族。女神の力で女
性になる少女。ヒマラヤの聖都カトマンズ。

D32 社会 アジア古都物語５ 49
中、高、

一般
その昔、ペルシャ王が「地上の楽園」を築き上げようとした
町、イスファハン。イスラムの古都の魅力を描く。

D33 社会 アジア古都物語６ 49
中、高、

一般
茶道、生け花、染物、庭など「水」を利用した文化に支えられ
た「京都」の歴史。

D89 社会
プロジェクトＸ　起死回生ア
ラビアの友よ

43
小、中、
高、一般

油田開発に命懸けで取り組んだ男達のシリーズ後編。日本
を襲ったオイルショック。大量の石油を求めアブダビでの石
油の安定確保に挑んだ男達の執念のドラマ。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D90 社会
プロジェクトＸ　炎のアラビ
ア一発必中油をあてろ

43
小、中、
高、一般

昭和27年日本は遂に油田確保に乗り出す。実業家・山下太
郎はサウジで、「一発目で石油を当てる」絶体的使命の前
に、酷暑、火災事故等が技術者を苦しめる。

D91 社会
プロジェクトＸ　絶体絶命
650人決死の脱出劇

43
小、中、
高、一般

平成５年。100年に一度と言われる集中豪雨が鹿児島を襲
う。警察官の1人は逃げ場を失ったパニック寸前の650人
に、決死の避難誘導を始めたが、そこへ再び土石流が…

D92 社会
プロジェクトＸ　逆転田舎工
場世界を制す

43
小、中、
高、一般

今や全世界の９８％のシェアを占めるクオーツクリスタル腕
時計。信州の小さな時計工場が熱意と執念で奇跡の時計
開発に挑み、超小型化、超省電力化を完成させるまでの極
めて困難な道のりを特集。

D93 社会
プロジェクトＸ　通勤ラッ
シュを退治せよ

43
小、中、
高、一般

ラッシュの混雑時を劇的に解消しただけでなく、銀行のATM
のもととなった画期的な「夢の装置」。完成までに8年を費や
した磁気技術の革命とその壮絶な開発物語を描く。

D94 社会
プロジェクトＸ　炎上男たち
は飛び込んだ

43
小、中、
高、一般

昭和５７年２月８日。犠牲者３３人を出す大惨事となった巨
大ホテルから奇跡的に救出された６６人。東京消防庁の精
鋭部隊「特別救助隊」の救出劇を克明に描く。

D95 社会
プロジェクトＸ　霞ヶ関ビル
超高層への果てなき闘い

43
小、中、
高、一般

日本初の超高層ビル・霞ヶ関ビルは昭和４３年に完成した。
鹿島建設の二階盛は、３５歳以下の技術者を揃え、日本初
の難工事に挑む。地震に強い柔構造ビルとは…。

D96 社会
プロジェクトＸ　日本初のマ
イカーてんとう虫町をゆく

43
小、中、
高、一般

昭和３０年代に一軒家と同じほど高価だった自動車は如何
にして、庶民の足・家族向け「マイカー」に変貌したのか。富
士重工業の技術者たちの執念と彼らと家族の物語を描く。

D97 社会
プロジェクトＸ　耳を澄ませ
赤ちゃんの声

43
小、中、
高、一般

３０人に一人が死亡したという40年前の出産事情。京都府
立医科大学教授の小児科医・三宅廉は。日本初の新生児
医療を興し、日本の医療界に革命を起こした医師たちの感
動のドラマを描く。

D98 社会
プロジェクトＸ　液晶執念の
対決

43
小、中、
高、一般

急速に進歩するＩＴ革命に必須の「液晶」。シャープ研究所、
リーダー和田は開発に打ち込むが、プロジェクトに集まった
のは新入社員と開発に失敗した技術者たちであった。

D99 社会
プロジェクトＸ　あさま山荘
衝撃の鉄球作戦

43
小、中、
高、一般

閑静な軽井沢の別荘地を突如襲った「あさま山荘事件」。動
員された警官は延べ３万５千人。１０日間、２１９時間に及ぶ
攻防は、日本犯罪史上最長の人質救出劇となる。

D100 社会
プロジェクトＸ　決断　命の
一滴

43
小、中、
高、一般

毎年５０００人が発病する血液のガン・白血病。白血病患者
の命を救う制度「骨髄バンク」実現に挑んだのは、移植で生
を得た元患者と移植を担当した医師であった。

D101 社会
プロジェクトＸ　ゆけチャン
ピィ奇跡の犬

43
小、中、
高、一般

「一人で自由に歩いて行きたい」一人の青年と、会社が倒産
し結核を患った技術者は、盲導犬誕生に命を賭けた。日本
初の盲導犬を生んだ人々の愛と絆の物語を描く。

D102 社会
プロジェクトＸ　炎を見ろ赤
き城の伝説

43
小、中、
高、一般

かつて沖縄に栄えた首里城は、昭和２０年の沖縄戦で崩れ
去った。復元プロジェクトには５万５千枚の瓦の復元という、
大問題が。ふるさとの誇りを取り戻すため、幻の赤い城の復
活に挑んだ人々のドラマを描く。

D103 社会
プロジェクトＸ　王が眠る神
秘の遺跡

43
小、中、
高、一般

平成元年、佐賀県の小さな丘吉野ヶ里から発見された巨大
遺跡は、日本中の注目を集めた。多くの観光客を集めた陰
には、それを支えた人々の情熱の物語があった。

D104 社会
プロジェクトＸ　アンコール
ワットに誓う師弟の絆

43
小、中、
高、一般

内戦で破壊されたアンコールワット。修復を依頼された大学
教授と石職人はカンボジアへで伝統的な石職人の技術を伝
え修復を試みるが、現地の若者は次々と辞めてゆく。

D105 社会
プロジェクトＸ　謎のマスク
三億円犯人を追え

43
小、中、
高、一般

東芝府中三億円強奪事件は昭和50年、警察の信頼を揺る
がした。昭和６１年、再び起きた三億円事件に鑑識課指紋
係の男たちが挑む。鑑識という仕事に誇りを賭けたドラマ。

D106 社会
プロジェクトＸ　魔法のラー
メン

43
小、中、
高、一般

２０世紀の食生活を劇的に変えた食品「カップめん」。試作
品は問屋から「ホンマに食べもんかいな」と拒絶され…。食
品加工技術者の限界に挑んだ熱き戦いの記録。

D107 社会
プロジェクトＸ　レーザー光
のメスで命を救え

43
小、中、
高、一般

「殺人光線」と呼ばれたレーザー光線を医療に用いるレー
ザーメス。数々の問題を乗り越え実用化を果たした医師と
技術者達の執念のドラマを描く。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D158 社会 はたらく心　vol.１ 70 小、中、高
青森県内のいろいろな仕事を紹介し、夢やﾁｬﾚﾝｼﾞする心を
養いながら、就職意識を高めるために、「あおもり」をｷｰに
県内の100の仕事を紹介します。青森の大地の恵み

D159 社会 はたらく心　vol.２ 70 小、中、高 青森の伝統と匠の技

D160 社会 はたらく心　vol.３ 70 小、中、高 青森を知る・めぐる

D161 社会 はたらく心　vol.４ 70 小、中、高 青森のこれから

D162 社会 はたらく心　vol.５ 70 小、中、高 青森のくらしを支える

D185 社会
戦後60年　日韓併合への
道

30
小、中、
高、一般

戦争と平和について考える作品（全４巻）。1910年、大韓帝
国の名前が地図から消え、江華島事件から3・1万歳運動ま
で、35年の歴史的事実と背景を鋭く見つめます。

D186 社会
戦後60年　太平洋戦争と
沖縄

30
小、中、
高、一般

「本土決戦」のための捨て石となった沖縄―その地獄の戦場を証
言と記録フィルムにより再現し、歴史の真実に迫ります。

D187 社会
戦後60年　太平洋戦争へ
の道　中国大陸侵略

30
小、中、
高、一般

泥沼化する日中戦争―日本はその打開の道を太平洋戦争へと求
めていきました。中国侵略の歴史が再現された作品。

D188 社会
戦後60年　太平洋戦争と
東南アジア

30
小、中、
高、一般

マレー半島での中国人虐殺を中心に証言と記録フィルムに
より太平洋戦争の本質を探ります。

D271 社会
みるみる社会科映像資料集
スーパーマーケットを見てみ
よう

9 小
・開店前のじゅんび　・売り場の裏のようす　・売り場のくふう　・お
店をささえるいろんな仕事

D272 社会
みるみる社会科映像資料集
下水処理場を見てみよう

9 小
・下水処理場のやくわり　・汚泥を処理するしくみ　・下水をきれい
にするしくみ　・下水処理場で働く人びと

D273 社会
みるみる社会科映像資料集
清掃工場を見てみよう

9 小
・運ばれてくるごみ　・灰のゆくえ　・熱を利用する技術　・ゴミを燃
やす仕組み　・環境を守るための工夫

D274 社会
みるみる社会科映像資料集
浄水場を見てみよう

8 小
・水をきれいにするしくみ　・浄水場で働く人びと　・おいしい
水を作る技術　・水は限りある資源

D275 社会
みるみる社会科映像資料集
消防署の仕事を見てみよう

10 小
・いろんな消防車と防火服　・１１９番のしくみ　・訓練のよう
す　・火事をふせぐために

D276 社会
みるみる社会科映像資料集
警察の仕事を見てみよう

9 小
・町を守るおまわりさん　・１１０番のしくみ　・交通事故を防
ぐために

D277 社会
みるみる社会科映像資料集
米をつくる農家の人びと

10 小
・苗を育てる　・稲の生長を助ける仕事　お米の保管　・田お
こし、代かき、田植え　・稲刈りのようす

D278 社会
みるみる社会科映像資料集
郵便局を見てみよう

9 小
・郵便物を集める　・郵便物の区分　・配達される郵便物　・
郵便局のいろいろな仕事

D279 社会
みるみる社会科映像資料集
トラック輸送を見てみよう

10 小
・ターミナルに集められる荷物　・荷物の仕分け　・トラックの
ひみつ　・届けられる荷物

D280 社会
みるみる社会科映像資料集
新聞社の仕事を見てみよう

12 小
・取材をする　・紙面をつくる　・デスクのやくわり　・印刷と配
達、新聞社の役目

D366 社会
２４時間休むことなく
消防署の働きと役割

17 小
消防署の大きな４つの役割について、豊富な資料映像を交
えて解説、ひらがな中心のテロップで解りやすく解説。

D370 社会 田んぼ　生きものは語る 21
小、中、
高、一般

田んぼの生きもの調査から作成したドキュメント映画。田ん
ぼから水路へ、大空へ、そして人間社会へ。 鳥・虫・魚の視
点から、多様で豊かな生命の世界を描きます。

D514 社会
にっぽん歴史館シリーズ
Ⅱ　開国から明治維新へ

19 小

イメージが広がる歴史資料で、各時代の特色や歴史人
物に迫る内容になっています。開国から討幕運動が高
まり、幕府が倒されたことや、新しい政府が改革を進
めて、近代的な国家をめざしたこと。文明開化により
生活の変化。平等や個人の尊重する福沢諭吉の新しい
考え方を紹介。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D515 社会
にっぽん歴史館シリーズ
Ⅱ 自由民権運動と条約
改正への歩み

17 小

国会の開設を求める板垣退助の行動を通し、自由民権
運動から憲法制定まで。人々がどのような政治を期待
していたのか？。日本に不利益をもたらしていた不平
等条約を改正するために、陸奥宗光がどんな交渉をし
たのか等を取り上げます。

D516 社会
にっぽん歴史館シリーズ
Ⅱ 日清日露の戦いと社
会の変化

18 小

日清日露戦争について、当時のフィルム映像などを通
し、戦争の原因や経過について解説。またその後のア
ジア諸国との関係の変化について。産業が発展して
人々の暮らしが向上し、民主主義を求める運動や民衆
運動がさかんになった様子を解説します。

D517 社会
にっぽん歴史館シリーズ
Ⅱ 戦争が続いた時代と
人々のくらし

20 小

当時のニュースフィルムから、日中の戦いが全面化
し、アジア・太平洋に戦争が広がり、最後は原爆投下
など、大きな被害を受けて戦争が終わったこと。戦時
中は多くの国民がくらしを制限され、厳しい生活を強
いられたことを解説します。

D518 社会
にっぽん歴史館シリーズ
Ⅱ 新しい日本、平和で
豊かな日本

17 小

連合国軍の指令のもとに日本政府が進めた様々な改革
や、日本国憲法の制定について解説し、日本が平和で
民主的な国家として再出発したこと。その後、日本が
国際社会へ復帰した経過や、経済成長とともに国民生
活が豊かになり、国際社会においても重要な役割を果
たしてきたことを解説します。

D556 社会
大日本帝國海戦戦勝の記
録　DVD-BOX

145
中、高、

一般

世界最強と謳われた大日本帝國海軍の戦勝の軌跡を軸
に 列強との壮絶な戦いを貴重なフィルムで綴る実録映
像。 日清戦争からミッドウェー海戦までを収録。（２
枚組）

D557 社会 太平洋戦史　DVD-BOX 346
中、高、

一般

太平洋戦史４枚組ＤＶＤ-ＢＯＸ開戦から米軍の沖縄上
陸までを捉えた映像を収録しています。【DISC1　連合
艦隊と山本五十六】【DISC2　死闘最後の決戦】
【DISC3　硫黄島】【DISC4　海ゆかば】

D68 地域社会 十和田湖と奥入瀬渓流 20
小、中、
高、一般

十和田湖と奥入瀬渓流は、観光面ばかりでなく漁業・農業・
発電と、私たちの生活と深く関っています。四季折々の美し
い風景を鑑賞しながら、十和田湖と奥入瀬渓流の成り立ち
や開発の歴史などを多面的に解説します。

D146 地域社会
青森県の山八甲田連峰～
成り立ちと水の恵み～

78
小、中、
高、一般

八甲田連峰は、青森県を代表する山の一つです。その成り
立ちと水の恵みを紹介しています。

D157 地域社会
青森県の山　白神山地～世
界自然遺産のﾌﾞﾅの森～

20
小、中、
高、一般

白神山地の原生的ブナ林や、四季折々の雄大な風景核心
地域のようすなどを、紹介します。

D189 地域社会 青森県の山　下北半島の山々 80
小、中、
高、一般

下北半島は、青森県北西部に位置する、本州最北端の半
島です。本教材では、山々を中心に、下北半島の豊かな自
然を紹介しています。（本編１８分　資料映像６２分）

D208 地域社会 鮫の神楽　１ 128 一般
「鮫の神楽」は、八戸藩の移出入港として栄えた鮫地区にお
いて、古くから伝承されてきた民俗芸能です。2枚組み

D209 地域社会 鮫の神楽　２ 310 一般
「鮫の神楽」は、八戸藩の移出入港として栄えた鮫地区にお
いて、古くから伝承されてきた民俗芸能です。3枚組み

D210 地域社会 鮫の神楽　編集版 128 一般 「鮫の神楽」の編集版です。2枚組み

D231 地域社会
八戸をつくる大地のすが
た　１，２

30 一般
八戸をつくる大地の地質、あるいは、露出している岩石など
を説明している教材です。

D232 地域社会
青森県の山 三八地方の
山々

53 一般
青森県南西部は、特に高い山はありませんが、登りやすく、
人々とのつながりが感じられる山の多い地域です。身近な
里山的存在の三八上北地方の山々を紹介しています。

D233 地域社会
青森県の山 中南地方の
山々

63 一般

中南地方は青森県の南西部を占める地域で、三方を山々
に囲まれています。中南地方の山々を、山にまつわるエピ
ソードや人々との関わりを交えながら紹介しています。（郷
土に伝わる民話の朗読劇を収録）
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D321 地域社会
青森県の山 岩木山～成
り立ちと祈り～

20 一般
青森県の最高峰「岩木山」は津軽地方の人々にとって、古く
から信仰の対象として広く親しまれてきました。この岩木山
の成り立ちや登山ルート等を紹介します。

D322 地域社会

日本の森シリーズ四季が
育む生命の山々 東北・
冷温帯の森

31 一般
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。自然の不思議と魅力
に迫ります。

D323 地域社会

青森県の先人 廣澤安任
～青森県をつくった自主
の民～

24 一般
日本初の洋式民間牧場を現在の三沢市に開設し、地域の
発展から日本の近代化に貢献した「廣澤安任」の生涯を取
り上げた作品です。

D402 地域社会 盆舞ガールズ 28
小、中、
高、一般

青森県無形民俗文化財である田子神楽のプロモーショ
ンビデオ（２８分）と記録映像を収録しています。

D356 体育 ダンスの基本 143 中、一般

現代的なリズムのダンスとして、ヒップホップとロックについ
て、基本的なリズムトレーニング等を映像でわかりやすく解
説。その他日本の民謡、外国のフォークダンスも収録してい
ます。（中学校新学習指導要領に準拠）

D471 体育
中学校保健体育　ダンス１
創作ダンスⅠ

40 中

中学校指導用教材です。創作ダンスの初期段階で行うと効
果的なアイスブレイクの活動や、表現につながる活動を中
心に取り上げて解説しています。以下３作品同様教材中で
使用する音楽を収録したCDを付属しています。

D472 体育
中学校保健体育　ダンス２
創作ダンスⅡ

40 中
創作ダンスの活動例として、「表わしたい感じやイ
メージを強調して楽しもう」「簡単な作品へ」を取り
上げて、活動の流れを紹介しています。

D473 体育
中学校保健体育　ダンス３
現代的なリズムのダンス
Ⅰ

40 中

初めて現代的なリズムのダンスを学習するための教材で
す。ダンスの型やステップを覚えるのではなく、体からでるリ
ズムを感じたり、伝え合ったりすることからリズムに乗ること
の楽しさを身につけられるよう構成を工夫しています。

D474 体育
中学校保健体育　ダンス４
現代的なリズムのダンス
Ⅱ

40 中

ダンスの型やステップを覚えるのではなく、体からでるリズ
ムを感じたり、伝え合ったりすることからリズムに乗り、簡単
な動きをつなげることでダンスにの形になっていくよう構成を
工夫しています。

D553 体育 みてわかるドッチビー 23 小
基本的な投げ方、捕り方を理解できるように初心者向けの
内容です。また、後半ではドッジボール形式のゲーム「ディ
スクドッヂ」のルールを説明します。

D141 国語 にほんごであそぼ萬斎満開 38 小
狂言や俳句、わらべうたなどを題材にし、子どもと一緒に遊
びながら豊かな日本語表現に慣れ親しむことができます

D177 国語 名前…それは燃えるいのち 18 小
４年３組の中でよりかと平吉は、ケンカ友だち。名前のことで
ケンカになった二人に、担任の先生は「自分の名前の事を
調べて、皆の前で発表してください」と宿題を出します。

D546 国語 小学校国語　「スピーチをしよう」 20 小

スピーチの題材を見つけるところから、スピーチメモや原稿
の作成、発表をドラマ風に解説します。うれしかったことを話
そう（３，４年）。出会いを通して学んだことを話そう（５，６
年）。

D547 国語 小学校国語　「グループで話し合おう」 20 小

グループで話し合う際の司会の役割や問題の解決に向け
た話し合いのポイントを、失敗例を交え解説します。　●グ
ループで話し合おう（３，４年）　●問題を解決するために話
し合おう（５，６年）

D548 国語 小学校国語　「伝統的な言語文化　俳句」 20 小
小学校中学年用、児童が俳句の世界や句を楽しめるよう、
「おくのほそ道」を題材に、紹介映像などを収録しています。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D57 図工
いいことみつけた　中学年
の造形遊び

21 小
木切れなどの材料や場所の特徴をもとにして思いついた活
動をしたり、みんなで発想したりして楽しい造形活動をする
内容。

D58 図工
考えながら感じながら　高
学年の造形遊び

21 小
つくりだす喜びを味わうようにするとともに造形的な創造活
動の基礎的な能力を育てる。

D61 進路 新・高校入試　面接の受け方 20 中
入学選抜では、きちんとした態度で臨み、自分の考えを限ら
れた時間の中で伝えられることが大切。中学校で、いつでも
どこでも繰り返し学べる教材です。

D63 進路 わたしの進路計画 18 中
将来の人生を見通して、自己を見つめ、目標に向かって、自
分自身で責任を持って進路を選択し、決定する力を育てて
いくことを狙いとした作品。

D64 進路 進路選択の条件 18 中
移り変わる職業の世界を紹介し、高校生たちの消防署など
の体験学習を通し、自分の適正を知ることの大切さ、可能
性を広げていくことの重要性を示唆する。

D65 進路 夢や希望を語り合おう 17 中
世の中の様々な分野で活躍する人々を紹介し、自分の長所
をのばし自己を見つめることが将来の夢につながることを教
えてくれます。

D44 家庭教育 子どものしつけと父親の役割 21 一般
特に父親の家庭教育への参加を唱え、子どもの成長にとっ
て父親との触れ合いが如何に大切かを訴えます。

D47 家庭教育 子どもが不登校になったとき 29 一般
ひきこもりの段階や心情によって子どもを理解し、登校刺激
を含めた対応方法を示し、子ども達の心を、先生・保護者に
とって理解と対応の助けになるように作成。

D53 家庭教育
幼児の心を育むシリーズし
つけとルール

18 一般
社会性、協調性、自主性など、幼児期における家庭教育は
大切です。そのために必要な親としてのしつけ等を、子ども
の成長を追った映像と併せて具体的に解説します。

D54 家庭教育
幼児の心を育むシリーズ
思いやりの心

18 一般 D53の続編

D62 家庭教育 一度しかないときに 16 中
思春期の少年少女が抱く様々な不安や悩み。この作品は、
中学生の本音の部分を、多くの証言をもとに描きます。

D163 家庭教育
「コドモと親とキモチ気持ち～せ
つなさも愛しさも～」第１～５ 150 一般

青森県内で子育て奮闘中の皆さんが登場し子育ての魅力、
体験を紹介する作品です。第１回国際比較で子育てを考え
よう。第２回子育てって大変だけど楽しい！など

D164 家庭教育
「コドモと親とキモチ気持ち～せ
つなさも愛しさも～」第６～１０ 150 小

青森県内のユニークなしつけや青少年教育の実践例を紹
介する作品です。第6回放課後バンザイ！第7回今のうちか
ら経済感覚を養おう。など

D1 教養
映像の世紀１　２０世紀の
幕開け

75
中、高、

一般

２０世紀は人類が初めて映像という記録手段を手に入れた
世紀だった。人類初の映像から、ＴＶ放送が開始された昭和
までの記録を１１巻に収録。世界を支配していた王朝国家
が最後の時を迎える１９世紀末から第一次世界大戦までの
時代を構成。

D2 教養
映像の世紀２　大量殺戮
の完成

75
中、高、

一般

農業用トラクターを改良した第１号戦車、最初の空襲、毒ガ
ス兵器など大量殺戮兵器の誕生と、その前になすすべもな
く死んでいく兵士たちの姿が映し出されている。

D3 教養
映像の世紀３　それはマン
ハッタンから始まった

75
中、高、

一般

１９２０年代映画館にかかるニュース映画が定着し、社会の
変貌を伝えている。こうしたアメリカ社会の様相、その光と影
をマンハッタンを舞台に描いていく。

D4 教養
映像の世紀４　ヒトラーの
野望

75
中、高、

一般

１９３０年代大恐慌から債権に苦しむアメリカ、資本主義社
会への優越性を宣伝するソ連、満州国の建設に踏み出した
日本の姿と、ナチス・ドイツの狂気の道を伝える。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D5 教養
映像の世紀５　世界は地
獄を見た

75
中、高、

一般
第二次世界大戦史上最悪の戦争だった。目的のためなら手
段を選ばない地獄の日々を写しだしている。

D6 教養
映像の世紀６　独立の旗
の下に

75
中、高、

一般
植民地支配の実情と挫折を繰り返した独立運動、そして指
導者たちの苦難の奇跡を半世紀にわたって描く。

D7 教養
映像の世紀７　勝者の世
界分割

75
中、高、

一般
ヤルタ会談から始まった東西の冷戦は、ついに朝鮮戦争で
熱い戦争として世界は二つの陣営に別れ対峙していく。

D8 教養
映像の世紀８　恐怖の中
の平和

75
中、高、

一般

米ソの攻防、韓国駐留米軍を慰問するマリリンモンロー、徴
兵されて西ドイツに赴任するエルビスプレスリー、命がけの
西ベルリンへの脱出劇など冷戦の時代を描き出す。

D9 教養
映像の世紀９　ベトナムの
衝撃

75
中、高、

一般
ベトナム戦争によって価値観が大きく揺らぎ始めたアメリカ
社会の変貌の記録。「アメリカ支配の終焉」の時代を描く。

D10 教養
映像の世紀10　民族の悲
劇果てしなく

75
中、高、

一般
ロシア難民、ユダヤ難民、スチナ難民、インドシナ難民、な
ど絶えることのない民俗対立の悲劇を伝える。

D11 教養 映像の世紀11　ＪＡＰＡＮ 75
中、高、

一般
海外のカメラマンが記録した明治末期から昭和２０年代末ま
での日本の映像

D36 教養
おかあさんといっしょ　チョコラン
タンスプーとゆかいな３人組他 50 幼、小

4人のキャラクターがチョコランタンの町を舞台に毎日様々
なイタズラや冒険を繰り広げます。うきうきハラハラ、わくわく
ドキドキ、ほのぼのしみじみの物語です。

D37 教養
おかあさんといっしょ　ぐ～
チョコランタンうたとおはなし

52 幼、小 皆で楽しく歌うあの曲、この曲、お話全８話。歌全１２曲。

D40 教養 里山　人と自然がともに生きる 50
小、中、
高、一般

日本人の郷愁を誘う場里山。写真家今森光彦氏の撮影と
ハイビジョンカメラでの１年間の定点撮影で綴る。

D41 教養 白神山地　命そだてる森 60
小、中、
高、一般

白神山地の貴重な自然を、厳冬期から１年間撮影し、絶え
ず循環している生命の深さと不思議さを探求する。

D42 教養 映像詩　四季　八ヶ岳 45
小、中、
高、一般

上条恒彦の北八彷徨朗読を交えながら、北八ヶ岳の四季の
自然を描く。

D43 教養 食と農の未来を拓く研究開発 60 一般
最近の農林水産研究開発を広くご理解頂くための教材で
す。

D69 教養 シルクロード紀行１ 60 一般
「はるかなる旅へ」長安の遺跡・大雁塔・始皇帝兵馬俑・嘉
峪関・長城第一敦と懸壁長城

D70 教養 シルクロード紀行２ 60 一般 「祁連山脈を越えて」奇妙な石のゴビタン・祁連山脈

D71 教養 シルクロード紀行３ 60 一般
「敦煌遥かなり」莫高窟・鳴沙山と月牙泉・陽関・玉門関、河
倉城、白馬塔・敦煌古城

D72 教養 シルクロード紀行４ 60 一般
「青海チベット高原」 当金山・庫爾霍克山・宗務隆山・青海
湖・青海湖鳥島～牧場

D73 教養 シルクロード紀行５ 60 一般 「緑豊かなり　高原、牧場、祁連山麓へ」

D74 教養 シルクロード紀行６ 60 一般 「塔爾寺」

D75 教養 シルクロード紀行７ 60 一般
「大自然の不思議」 花石峡・柴達木盆地ー察爾汗塩湖～南
八仙雅丹～大柴旦風景

D76 教養 シルクロード紀行８ 60 一般
「玄奘伝説の要衝へ」 崑崙山口・鉄門関・艾丁湖・高昌故
城・火焔山

D77 教養 シルクロード紀行９ 60 一般
「ここに歴史あり」　交河故城・蘇公塔、葡萄溝・アジアの中
心、ウルムチ景観・白楊溝・サルチョク牧場・天山一号氷河

D78 教養 シルクロード紀行１０ 60 一般 「ウルムチから北庭故城 」　ウルムチ河谷・北庭故城・火焼山 

D79 教養 シルクロード紀行１１ 60 一般
「ジュンガル盆地」　ジュンガル盆地ー紅柳灘駝郡～将軍戈
壁～魔鬼城～石樹溝

D80 教養 シルクロード紀行１２ 60 一般 「天山の明珠・天池 」　天山・天池ー楡樹溝～西小天池～東小天池 

D81 教養 シルクロード紀行１３ 60 一般 「北天山山脈を行く」　マナス山・雀爾溝・遠古岩画・怪石溝
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D82 教養 シルクロード紀行１４ 60 一般 「中国西部の旅「「新疆１」」　賽里木湖・恵遠古城・果子溝

D83 教養 シルクロード紀行１５ 60 一般
「中国西部の旅「「新疆２」」　伊利河・火竜洞・クネス河谷・
那拉提の風景

D84 教養 シルクロード紀行１６ 60 一般
「中国西部の旅「「新疆３」」　巴音布魯克草原・白鳥の湖・開
都河流域

D85 教養 シルクロード紀行１７ 60 一般
「中国西部の旅「「新疆４」」　科克鉄克山・鉄力買提達坂・雅
丹地質面貌・克孜爾亜山・五彩山・赤い大峡谷

D86 教養 シルクロード紀行１８ 60 一般
「中国西部の旅「「新疆５」」　克孜爾千仏洞・クズルガハ千
仏洞・亀茲古跡、スバシ古城・庫木吐拉千仏洞・却勒塔格
山麓・南天山山麓・香妃墓喀什風情、玉素蒲墓

D87 教養 シルクロード紀行１９ 60 一般
「中国西部の旅「「新疆６」」　英吉沙工藝刀・莎車の風景・崑
崙山の麓・和田の玉・和田工芸絨毯

D88 教養 シルクロード紀行２０ 60 一般
「死の海を越えて」　タクラマカン砂漠・胡楊林・クジャク川の
ほとり・博斯騰湖・千溝の奇景

D140 教養 架空請求のワナ 18
中、高、

一般
携帯電話等における架空請求により被害に遭う人が急増し
ていることから、その手口と対策、心構えを紹介。

D190 教養
あおもり学特別講座　『太宰
治　人と文学、そして「津軽」』

60 一般
講師に弘前大学名誉博士　小野正文先生を迎え、平成17
年７月３日に青森県総合社会教育センターで行われた第１
回あおもり学特別講座を収録・編集した作品。

D191 教養
あおもり学特別講座　『食
はいのちを育む』

53 一般
講師に森のイスキア主宰　佐藤初女先生を迎え、平成17年
８月20日に森のイスキア（旧岩木町）で行われた第２回あお
もり学特別講座を収録・編集した作品。

D192 教養
あおもり学特別講座　『津
軽藩初期文書との出会い』

90 一般
講師に元青森大学学長・郷土史家　盛田稔先生を迎え、平
成17年８月27日に弘前市総合学習センターで行われた第３
回あおもり学特別講座を収録・編集した作品。

D193 教養
あおもり学特別講座　『青
少年問題に想う』

65 一般
講師に元青森県副知事　成田榮子先生を迎え、平成17年９
月３日に青森県総合社会教育センターで行われた第４回あ
おもり学特別講座を収録・編集した作品。

D194 教養
あおもり学特別講座　『南
部の風土と歴史』

60 一般
講師に八戸大学客員教授　正部家種康先生を迎え、平成
17年11月19日に八戸市視聴覚センター・児童科学館で行わ
れた第５回あおもり学特別講座を収録・編集した作品。

D195 教養 『白神の風に吹かれて』 35 一般
西目屋村の「砂川学習館」で、地区の文化の継承を目指し、
子どもたちを指導する人々の活動が描かれています。

D196 教養
『津軽と南部』～「風土
編」・[祭り編」～

35 一般
津軽と南部。同一県内に２つの文化圏が存在する青森県。
"祭り""気候・風土"という観点から、津軽らしさ南部らしさや
身近な生活様式等の違いを紹介します。

D197 教養 『八戸三社大祭』 35 一般
三社大祭は、日本一の山車祭りといわれますが本来の意
義や歴史はあまり知られていいなため調べてみました。

D198 教養 『形のない美術館』 40 一般
企画から運営まで全国から弘前市に集まったボランティア
が行った「奈良美智展　弘前」を通してボランティアを特集。

D199 教養 『女性たちのチャレンジ』 35 一般
真に男女が平等な社会活動を行えるためＮＰＯ法人を設立
した女性たちの想いを伝えるため作成された作品です。

D200 教養 『環状列石の謎』 35 一般
環状列石を主体とする小牧野遺跡から、縄文人にとって環
状列石はどのようなものであったかを考える作品です。

D201 教養
『戦場カメラマン澤田教一
との出会い、そして今』

60 一般
「安全への逃避」でピューリッツァ賞を受賞した戦場カメラマ
ン澤田教一を支えた夫人・サタさんが、夫との出会い・自ら
の生き方を語り、三村三千代さんと夫の素顔に迫る。

D202 教養
『遠藤周作の医療観～わ
たしの医療奇跡から～』

60 一般
作家遠藤周作が情熱を傾けて提唱した「心あたたかな病院
づくり」、「患者中心の医療」。自らの現代医学に対する考え
とこれまでの医療に従事した軌跡を振り返る。

D203 教養
『青森県の古代文化』～三内
丸山と是川遺跡のロマン～

60 一般
中国モンゴル自治区興隆溝遺跡の日中共同発掘プロジェク
トに携わった講師が、これまで取り組んだ青森県を代表する
古代文化について、新たな視点で熱く語る。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D204 教養
総務部総務課山口六平太
裁判員プロジェクト始めます

23 一般
ある会社の総務部総務課を舞台にアニメで裁判員制度を学
習できるビデオ。課長有馬高臣と部下の山口六平太を中心
にたのしく学べるストーリーです。

D205 教養
裁判員制度
－もしもあなたが選ばれたら－ 58 一般

平成２１年５月までに始まる裁判員制度について、制作された
ドラマ作品。多くの方々に制度の理解を促す内容です。

D206 教養
ワーク・ライフ・バランスを知っていま
すか？　～働くオトコたちの声～ 27 一般

ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事」と「生活」を調和させるライ
フスタイルのことです。実践する人々の姿を紹介。

D207 教養
世 界 遺 産 シ リ ー ズ 知 床
海・川・森の物語

31 一般
２００５年、日本で３番目の世界自然遺産に登録された知床。
多様な動植物が生息・生育する、貴重な世界が存在する知床
を科学的に見つめ、大自然の不思議と魅力に迫ります。

D235 教養 チャレンジ　富士登山 15 一般
青少年団体や学校団体が、青少年の自立と成長を促進す
るために「富士登山」をする際のモデルプログラムを、映像
教材として紹介した作品です。

D236 教養
カラダ 健康 目で見て
理解する

5 一般
「健康」、「医療」、「ヘルス＆ケア」。誰もが知りたい悩みや
テーマをお届けします。膝痛についてスペシャリストの専門
医が、わかりやすく答えています。

D237 教養
生命の宝庫 亜熱帯の森
沖縄・奄美の島々

33 一般
本教材では、沖縄・奄美の島々の自然環境について紹介し
ています。

D238 教養
森に生きる 森の名手・
名人

32 一般
日本人と森との深い関わりの歴史と、林業技術を見つめ、
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内容です。

D239 教養
築こう！安全・安心なま
ちを

34 一般
身近な場所で、子どもが犯罪に巻き込まれる事件が多発。
子どもたちを守り、安心して生活できる環境を築くには？。
埼玉県上尾市のボランティアグループの実践を紹介。

D241 教養
モーくん＆アワちゃん手
あらい教室

25 幼、小
生活の中での手洗いの大切さや、正しい手洗いについて楽
しく学べるよう、クイズやアニメーションを交え、分かりやす
い内容になっています。

D256 教養 世界自然遺産Ⅰ 北アメリ
カ

60 一般
全世界50カ所の世界自然遺産をデジタルハイビジョンで収
録した教材です。イエローストーン、ヨセミテ国立公園、グラ
ンドキャニオン国立公園　他

D257 教養 世界自然遺産Ⅱ　中央アメリカ 60 一般 ベリーズのバリアリーフ保護地区、ダリエン国立公園　他

D258 教養 世界自然遺産Ⅲ　南アメリカ 60 一般 ロス・グラシアレス、イグアス国立公園、ガラパゴス諸島　他

D259 教養 世界自然遺産Ⅳ　アジアⅠ 60 一般 白神山地、ジャンドルボン、雲南保護地区　他

D260 教養 世界自然遺産Ⅴ　アジアⅡ 60 一般 トウバタハ岩礁海中公園、フォンニャーケバン国立公園　他

D261 教養 世界自然遺産Ⅵ　オセアニア 60 一般
グレート・バリア・リーフ、マッコーリー島、西オーストラリアの
シャーク湾他

D262 教養 世界自然遺産Ⅶ　ヨーロッパⅠ 60 一般
ユングフラウ-アレッチュ-ビーチホルン　ドニャーナ国立公
園　エオリア諸島他

D263 教養 世界自然遺産Ⅷ　ヨーロッパⅡ 60 一般 カムチャッカ火山群、バイカル湖、スレバルナ自然保護区　他

D264 教養 世界自然遺産Ⅸ　アフリカⅠ 60 一般
ニオコロ・コバ国立公園、チンギ・デ・ベマラ厳正自然公園
他

D265 教養 世界自然遺産Ⅹ　アフリカⅡ 60 一般
モシ・オ・トゥニャ/ヴイクトリアの滝、マウライ湖国立公園
他

D266 教養 世界自然遺産S　知床 21 一般 知床映像＋ダイジェスト映像

D359 教養
この声、だあれ？ ―動
物たちの鳴き声―

24 幼、小
子どもたちは動物を見ることが大好きです。動物の映像を
見るだけでなくこんな声で鳴くのかといった驚き、発見をクイ
ズ形式で楽しみながら興味を広げる作品です。

D367 教養 演劇「光の扉を開けて」 90 一般
HIVに感染している事を告げられためぐは、AIDSに対しての
強い差別と偏見を知り動揺するが、ある元ハンセン病回復
者の生き方を聞き考えが変わる。感動の演劇作品。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D368 教養
折って・切って・広げて
びっくり！切り紙遊び

40 幼、小
子どもたちと様々な世代の方たちが、一緒に切り紙の知恵
を教えあい、楽しみながら互いに刺激しあって交流を深める
ことを目的としている作品。

D369 教養
みんなが主役！ 人形劇
で遊んじゃおう！

46 小、一般
人形劇を行なうにあたり、身の回りの材料で人形を作ること
から、人形劇を演ずることまでを説明します。指導者にはも
ちろん幼児や小学生、指導者にいたるまで活用できます。

D523 教養
高齢者ケアの基本・健康
長寿のための指導 Vol.1

85 一般
高齢者ケアに必要な知識と技術、ケアの流れを実践的
に学習できるDVDシリーズの作品です。①高齢者ケアの
基本②健康長寿のための指導

D556 教養
大日本帝國海戦戦勝の記
録　DVD-BOX

145
中、高、

一般

世界最強と謳われた大日本帝國海軍の戦勝の軌跡を軸
に 列強との壮絶な戦いを貴重なフィルムで綴る実録映
像。 日清戦争からミッドウェー海戦までを収録。（２
枚組）

D557 教養 太平洋戦史　DVD-BOX 346
中、高、

一般

太平洋戦史４枚組ＤＶＤ-ＢＯＸ開戦から米軍の沖縄上
陸までを捉えた映像を収録しています。【DISC1　連合
艦隊と山本五十六】【DISC2　死闘最後の決戦】
【DISC3　硫黄島】【DISC4　海ゆかば】

D55 健康 自分で守る歯と健康 15 小
歯の交換期に注意する習慣や虫歯予防には、歯磨きが大
切であるなど歯と口の健康について考えてみる作品。

D56 健康 ワクワク探検隊出動！ 14 小
歯の健康指導のために、「口の中は、不思議の国！」「歯の
形を作ろう」など、４部で構成して説明している作品。

D59 健康 病気の予防シリーズ　食中毒 12 小
食中毒のメカニズムについて、小学生にも分かりやすく解
説。小学生自身が調査していくという形で描いています。

D60 健康 アルコールの本当を知る 20 中、高
アルコールの身体への害、アルコールの未成年者に及ぼす
影響、アルコール依存症の問題などアルコールについて正
確な情報を伝えていきます。

D303 健康
ポンカンマンの健康がい
ちばん

15 幼、小
子どもたちが健康を保つために、日頃の生活習慣を大人か
ら一方的に言われるのではなく、子供たち自らが知り実行
することで、健康な体作りができることを学習します。

D309 健康
心と身体の健康シリーズ １．喫
煙・飲酒・薬物乱用と健康

38
中、高、

一般
小・中学校の先生たちが企画した保健指導用映像教材集で
す。喫煙・飲酒・薬物についての影響について解説。

D310 健康
心 と 身 体 の 健 康 シ リ ー ズ
２．思春期を学ぶ（性教育） 23

中、高、
一般

思春期に見られる成長ホルモンの秘密や身体の変化のほ
か、受精や妊娠のメカニズム、性感染症を扱った作品。

D311 健康
心 と 身 体 の 健 康 シ リ ー ズ
３．心の健康 28

中、高、
一般

「心」の仕組み、ストレスの発生、ストレスで変化する心と体
など、多感な中学生の心身の問題を追求した作品。

D360 健康
知っていれば避けられる
危険①子どもの一次救命
処置

33 一般

子どもの心肺停止はその場に居合わせた人が心肺蘇生法
を知っていれば、その命を救うことができる場合が多い。2乳
児及び小児を対象とした心配蘇生法を学習するための一般
市民向け（講習会用）の教材DVDです。

D361 健康
知っていれば避けられる危
険②知っておきたい 子ど
もの安全と応急処置

33 一般
４歳以下の子どもの死亡原因の１位は「不慮の事故」。不慮
の事故を未然に防ぐのはそれを見守る大人の責任でもあり
ます。

D362 健康
知っていれば避けられる
危険③乳児と小児に対する一
次救命処置

42 一般
子どもに対して実施する一次救命処置は、成人を対象とし
たものと異なっている部分がある。８歳までの子どもに対す
る一次救命処置をわかりやすく解説。

D376 健康
熱中症から子どもを守
れ！

20 一般
児童を管理する立場の教師・保護者に対して、熱中症の特
徴的な症状、熱中症が起こる要因や仕組み、事例紹介な
ど、予防と対策を分かりやすく紹介・解説していきます。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D12 アニメ 南の虹のルーシー（オリジナル）　 90 幼、小

ケイトと動物好きのルーシーにとって珍しい生き物のいるこ
の場所は、毎日が楽しいことばかり。しかし、土地はなかな
か手に入らず、慣れない仕事に苦労を強いられる日々が続
きます。

D13 アニメ 南の虹のルーシー（バリアフリー）　 90 幼、小 Ｄ１２教材(バリアフリー＝音声解説版対応)

D14 アニメ トムソーヤの冒険（オリジナル）　 90 幼、小

アメリカ開拓時代。トムは、学校の先生やポリーおばさんに
毎日しかられてばかり。でも、トムはみんなの人気者。ある
夜、化け物屋敷を探検しようとしたトムとハックは、恐ろしい
出来事を目撃してしまうのでした。

D15 アニメ トムソーヤの冒険（バリアフリー）　　 90 幼、小 Ｄ１４教材(バリアフリー＝音声解説版対応)

D34 アニメ 山に輝くガイド犬平治号 28 小、中

実話の映画化。登山者の多いことで知られるくじゅう連山
に、汚れた子犬（平治）が現れ地元の人々になつきました。
平治は、ガイド犬としての厳しい訓練やしつけをうけ、長年
に渡り、多くの人々に親しまれたのです。

D35 アニメ
勇気あるホタルととべない
ホタル

17 小、中
羽がちぢんで生まれたために、とべないホタルがいました。
彼を励まし、助ける仲間たちの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く。

D51 アニメ アテルイ 93
小、中、
高、一般

アテルイとは、８世紀頃の東北地方で、豊かで美しい故郷と
家族を守るために、大和朝廷の侵攻に敢然と立ち向かった
人物。アテルイとその仲間達との戦いを描きながら、21世紀
を生きる子どもたちの心に自ら生まれ育った地域に対する
誇りを語り伝えるアニメ映画。

D110 アニメ 世界名作童話全集おやゆびひめ　他 32 幼、小
おやゆびひめ・北かぜとおひさま・王さまの耳はロバのみみ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　全３話

D111 アニメ 世界名作童話全集ガリバー旅行記　他 32 幼、小 ガリバー旅行記・ゆきの女王・アリババのぼうけん 

D112 アニメ 世界名作童話全集にんぎょひめ　他 35 幼、小 にんぎょひめ・ゆきおんな・木こりと金のおの 

D113 アニメ 世界名作童話全集かぐやひめ　他 35 幼、小 かぐやひめ・つるのおんがえし・かさじぞう

D114 アニメ 世界名作童話全集もも太郎　他 35 幼、小 もも太郎・そんごくう・青いとり 

D115 アニメ 世界名作童話全集ウサギとカメ　他 32 幼、小 ウサギとカメ・一休さん・はなさかじいさん

D116 アニメ 世界名作童話全集ねむりの森のひめ　他 35 幼、小 ねむりの森のひめ・ふしぎの国のアリス・アラジンと魔法のランプ

D117 アニメ 世界名作童話全集たからじま　他 35 幼、小 たからじま・ひつじかいの少年・ぴのきお 

D118 アニメ 世界名作童話全集ピーターパン　他 32 幼、小 ピーターパン・いなかのねずみと町のねずみ・白鳥のみずうみ

D119 アニメ 世界名作童話全集うらしま太郎　他 35 幼、小 うらしま太郎・マッチうりの少女・ジャックとまめの木 

D124 アニメ
バイリンガル世界の童話
にんぎょひめ

20 幼、小
日本語音声、英語音声、英語セリフのみ音声の3種類の音
声と、日本語字幕、英語字幕、字幕なしの3種類の字幕モー
ドを組合せて「にんぎょひめ」を再生が可能。

D125 アニメ 　〃　ねむりの森のひめ 20 幼、小 「ねむりの森のひめ」

D126 アニメ 　〃　アリババのぼうけん 20 幼、小 「アリババのぼうけん」

D127 アニメ 　〃　たからじま 20 幼、小 「たからじま」

D128 アニメ 　〃　ジャックとまめの木 20 幼、小 「ジャックとまめの木」

D129 アニメ 　〃　青いとり 20 幼、小 「青いとり」

D142 アニメ 雨ふり小僧 24 幼、小
愛らしい妖怪（雨ふり小僧）と少年（モウ太）の出会いを描く、
日本情緒あふれるアニメです。手塚治虫作品。

D143 アニメ 雨ふり小僧(バリアフリー対応) 24 幼、小 Ｄ１４２教材(バリアフリー対応)
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D144 アニメ るんは風の中 24 幼、小

学校生活になじめない高校生アキラは、一枚のポスターの
中の少女に恋をし、家に持ち帰ります。 孤独な少年のあこ
がれと初恋をファンタジックに描いた青春ものアニメ。 手塚
治虫作品。

D145 アニメ るんは風の中(バリアフリー対応) 24 幼、小 Ｄ１４４教材(バリアフリー対応)

D166 アニメ
年中行事ｱﾆﾒｰｼｮﾝｼﾘｰｽﾞ
Part2

54 幼、小
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！、ひなまつりを収録。

D167 アニメ
グリム名作劇場　ブレーメ
ンの音楽隊

23 幼、小

年老いたロバが飼い主夫婦の「役に立たないから食べてし
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ニワトリに出会いブレーメンで音
楽隊になるため、一緒に旅に出ます。

D168 アニメ ブレーメンの音楽隊（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ版） 23 幼、小 Ｄ１６７教材(バリアフリー対応)

D169 アニメ
グリム名作劇場　6人のご
うけつ

23 幼、小
ある国に欲張りでケチな王様とわがままな姫がいて命がけ
で戦った勇敢な兵士にも褒美の一つも与えません。怒った
兵士は、6人で協力し王様と姫をこらしめようとします。

D170 アニメ
グリム名作劇場6人のごう
けつ（バリアフリー版）

23 幼、小 Ｄ１６７教材(バリアフリー対応)

D171 アニメ グリム名作劇場　命の水 23 幼、小
ある国に病気の王様がいて、優しい弟王子を跡継ぎに考え
ましたが、病気を治す命の水の話しを聞きつけます。弟王子
は森の老人に水のありかを教わり探しますが…

D172 アニメ 命の水（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ版） 23 幼、小 Ｄ１７１教材(バリアフリー対応)

D211 アニメ
あした元気になーれ！ ～
半分のさつまいも～

90
小 、 中 、
高、一般

主人公のかよちゃんは、昭和２０年の東京大空襲で家族６人を
失います。知り合いの家で暮らしながら行方不明になったお兄
ちゃんを探し続けるかよちゃんが、くじけそうになったとき、支え
てくれたものとは何だったのでしょう…？。長編アニメ映画

D212 アニメ
長編ｱﾆﾒｰｼｮﾝ映画 ハー
ドル

84
小、中、
高、一般

横浜に暮らす麗音（レオン）は、小学６年生のある日クラスメー
トの万引きを目撃してしまいます。しかしある理由から麗音は犯
人と誤解され深く傷つきますが…。子どもたちの心の声を描い
た作品です。

D221 アニメ
な か よ し お ば け お ば け
パーティ

42 幼、小

１９９４年より世界８ケ国で翻訳され、国内外で高い評価を
受けている名作です。４人のなかよしおばけの住む世界に
は、ヘンテコな出来事がいっぱい。おばけなのにチョット怖
がりの４人組が繰り広げるワクワク ドキドキのアニメ。１、お
ばけパーティ。２、おばけとカミナリの夜。他

D222 アニメ
なかよしおばけ おばけの
地下室たんけん

42 幼、小
１、おばけの地下室たんけん。２、いなくなったワンちゃん。
３、おばけのミステリー。他

D223 アニメ
なかよしおばけ おばけネ
ス湖へ行く

42 幼、小
１、おばけネス湖へ行く。２、おばけと新しい友達。３、エド
ワールノ腹話術。他

D224 アニメ
なかよしおばけ おばけ遊
園地へ行く

49 幼、小
１、おばけ遊園地に行く。２、おばけとけがをしたこうもり。
３、おばけの水中たんけん。他

D225 アニメ
なかよしおばけ おばけ空
を飛ぶ

49 幼、小
１、おばけ空を飛ぶ。２、ジョルジュ ヒーローになる。３、雲
につかまったアンリ。他

D226 アニメ
なかよしおばけ おばけの
キャンプ旅行

49 幼、小
１、おばけのキャンプ旅行。２、リュシー星に願いを。３、おば
け氷の国へ行く。他

D227 アニメ 山太郎かえる 23 幼、小
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あたたまるアニメーション。

D228 アニメ 山太郎かえる（バリアフリー版） 23 幼、小 Ｄ２２７の副音声・字幕付き教材

D243 アニメ NHKこどもにんぎょう劇場① 45 幼、小
ＮＨＫ教育テレビの人気番組がＤＶＤ化した作品。１話15分
で子どもたちに人気のある作品を、飽きることなく鑑賞でき
ます。日本編（1）かさじぞう／金の斧／じゅげむじゅげむ

D244 アニメ NHKこどもにんぎょう劇場② 45 幼、小 日本編（2）ごんぎつね／わらしべちょうじゃ／三まいのお礼

D245 アニメ NHKこどもにんぎょう劇場③ 45 幼、小 日本編（3）つるのおんがえし／かぐやひめ／てぶくろをかいに
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D246 アニメ NHKこどもにんぎょう劇場④ 45 幼、小
世界編（1） 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

D247 アニメ NHKこどもにんぎょう劇場⑤ 45 幼、小
世界編（2） マッチうりの少女／みにくいあひるの子／けも
のの城（美女と野獣）

D248 アニメ NHKこどもにんぎょう劇場⑥ 45 幼、小
世界編（3） 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

D284 アニメ いたずら子ネコ 45 幼、小
アメリカで作られた、動物を主人公にした６つの物語。・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　など

D285 アニメ ファンタジア 117 幼、小
ベートーヴェンなどの世界的に有名なクラッシック音楽ととも
に、ミッキーをはじめ、妖精・天使・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。

D286 アニメ 三人の騎士 70 幼、小
ある日ドナルド・ダックに届いたメキシコの友人からのプレゼ
ント。ダンスと音楽のファンタジーあふれる映像、実写とアニ
メの融合などディズニータッチ満載の作品。

D287 アニメ ポパイ 43 幼、小
みんなのヒーロー”ポパイ”のアニメを収録。　・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！　など

D319 アニメ
いわたくんちのおばあ
ちゃん

20 小、中
寛太は、友達のおばあちゃんの話を聞くうちに、原爆の事や
戦争のことを自分の問題としてとらえ、平和への決意をしま
す。昭和20年8月の広島で起こった実話がもとです。

D340 アニメ
ミッキーマウス ミッ
キーの消防隊

65 幼、小
ミッキーたちが奮闘する、人気のアニメ作品です。以下の８
話を収録。 １ミッキーの消防隊 ２ミッキーのダンスパー
ティー　など

D341 アニメ
ミッキーマウス ミッ
キーのがんばれサーカス

66 幼、小
１ミッキーのアイススケート ２ミッキーの巨人退治３いたず
ら子象　など

D342 アニメ
ミッキーマウス ミッ
キーのお化け退治

66 幼、小
１ミッキーのお化け退治 ２ミッキーの造船技師 ３ミッキー
の猛獣狩り　など

D343 アニメ
ミッキーマウス ミッ
キーのハワイ旅行

65 幼、小
１ミッキーのハワイ旅行 ２ミッキーの青春手帳 ３ミッキー
のつむじ風　など

D344 アニメ
ミッキーマウス ミッ
キーの誕生日

60 幼、小
１ミッキーの誕生日 ２ミッキーのオーケストラ ３ミッキーの
魔術師　など

D345 アニメ
トムとジェリー 赤ちゃ
んはいいな

60 幼、小
マヌケなネコの「トム」と、頭のキレるネズミ「ジェリー」が体
力と知力の限り、バトルを繰り返す人気アニメ。１赤ちゃん
はいいな　２ 母をたずねて　など

D346 アニメ
トムとジェリー 上には
上がある

60 幼、小
１上には上がある ２恐怖の白ネズミ ３おしゃべり子ガモ
など

D347 アニメ
トムとジェリー 天国と
地獄

60 幼、小 １天国と地獄　２悪魔のささやき　３復讐もほどほどに　など

D348 アニメ
トムとジェリー 星空の
音楽隊

60 幼、小 １星空の音楽会 　２恋のとりこ　３いたずらきつつき　など

D349 アニメ
トムとジェリー 恋はは
かなく

60 幼、小 １メリークリスマス　２トラになったトム　３恋ははかなく　など

D350 アニメ
トムとジェリー 楽しい
ボーリング

60 幼、小
１楽しいボーリング ２ここまでおいで ３ワルツの王様 な
ど

D351 アニメ
トムとジェリー ジェ
リー街へ行く

60 幼、小
１ジェリー街へ行く ２あべこべ物語 ３お掃除はこうするの
など

D352 アニメ
トムとジェリー 夢と消
えたバカンス

60 幼、小 １夢と消えたバカンス　２捨てネズミ　３ウソをついたら　など

D353 アニメ
トムとジェリー バラ色
の人生

60 幼、小
１バラ色の人生 ２海の底はすばらしい ３トム君空を飛ぶ
など

D354 アニメ
小学校理科ＤＶＤ 星の
見つけ方

18 小
星の見つけ方について、北斗七星からたどる春の星座、季
節ごとの星座や、北極星を中心とする北の空の星とその動
き方や全天の星の動き方を説明しています。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D385 アニメ
チャーリーとこぐまのミモ
シーズン１　①

35 幼、小

元気いっぱいで好奇心が強いペンギンのチャーリーの親友
はテディベアのミモ。一緒に遊んだり、いたずらをしたりしな
がら生きていくうえで大切な様々なことを学べる教育アニメ
です。「子猫がやってきた」他全7話収録。

D386 アニメ
チャーリーとこぐまのミモ
シーズン１　②

30 幼、小 「農場で」他、全６話収録。

D387 アニメ
チャーリーとこぐまのミモ
シーズン１　③

35 幼、小 「葉っぱンのコレクション」他、全７話収録。

D388 アニメ
チャーリーとこぐまのミモ
シーズン１　④

30 幼、小 「子ブタに遭遇」他、全６話収録。

D389 アニメ
チャーリーとこぐまのミモ
シーズン２　①

35 幼、小
ペンギンの男の子・チャーリーのテディベアのミモが成長し
ていく姿を描いた教育アニメの第2シーズン版。「キャンプ」
他全7話収録。

D390 アニメ
チャーリーとこぐまのミモ
シーズン２　②

30 幼、小 「動物園」他、全６話収録。

D391 アニメ
チャーリーとこぐまのミモ
シーズン２　③

35 幼、小 「星空の夜」他、全７話収録。

D392 アニメ
チャーリーとこぐまのミモ
シーズン２　④

30 幼、小 「チャーリーの秘密」他、全６話収録。

D393 アニメ ドナルドダック 68 幼、小
ディズニーに登場するキャラクターが登場するアニメ作品で
す。「ドナルドの駅長さん」、他全8話収録。

D394 アニメ プルート 58 幼、小
ディズニーに登場するキャラクターが登場するアニメ作品で
す。「プルートの遊び友達」、他全8話収録。

D395 アニメ チップとデール 53 幼、小
ディズニーに登場するキャラクターが登場するアニメ作品で
す。「リスの朝ごはん」、他全8話収録。

D396 アニメ グーフィ 60 幼、小
ディズニーに登場するキャラクターが登場するアニメ作品で
す。「グーフィーのスキー教室」、他全8話収録。

D397 アニメ ウッディ・ウッドペッカー 53 幼、小
ディズニーに登場するキャラクターが登場するアニメ作品で
す。「ハチャメチャドライブ」、他全8話収録。

D398 アニメ トゥイーティー 53 幼、小
ディズニーに登場するキャラクターが登場するアニメ作品で
す。「ネコたちの大作戦」、他全8話収録。

D399 アニメ バックス・バニー 60 幼、小
ディズニーに登場するキャラクターが登場するアニメ作品で
す。「イタズラなウサギ」、他全8話収録。

D400 アニメ ルーニー・テューンズ 55 幼、小
ディズニーに登場するキャラクターが登場するアニメ作品で
す。「猫は負け犬」、他全8話収録。

D404 アニメ
ミッキーマウス ミッ
キーのゴルフ

52
幼、小、

中
ミッキーマウスの短編アニメ集。ミッキーのゴルフ、
プルートの魔法のランプ、他全８話収録。

D405 アニメ
トムとジェリー 花火は
すごいぞ

49
幼、小、

中
人気アニメシリーズの最新作です。花火はすごいぞ、
逃げてきたライオン、他全７話収録。

D406 アニメ
ドナルドダック 初期名
作集①

52
幼、小、

中
短気、でも憎めない、永遠のやんちゃキャラが主役の
アニメ作品。ドナルドのベルボーイ、他全８話収録。

D407 アニメ
ドナルドダック 初期名
作集②

62
幼、小、

中
ドナルドのお料理、ドナルドのカメラ大好き、他全８
話収録。

D408 アニメ
ドナルドダック 初期名
作集③

63
幼、小、

中
ドナルドの消防隊長、ドナルドの摩天楼、他全８話収
録。

D409 アニメ
ドナルドダック 初期名
作集④

62
幼、小、

中
ドナルドのポリスマン、ドナルドのサインマニア、他
全８話収録。

D410 アニメ
ドナルドダック 初期名
作集⑤

68
幼、小、

中
ドナルドの南極探検、ドナルドの腕白教室、他全８話
収録。

D411 アニメ ミッキーマウス① 55
幼、小、

中

ミッキーマウスのワクワクドキドキのお話がいっぱい
です。プルートの誕生祝い、ミッキーのあらいぐまを
探せ、他全８話収録。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D412 アニメ ミッキーマウス② 64
幼、小、

中
ミッキーの芝居見物、プルートのクリスマスツリー、
他全８話収録。

D413 アニメ ミッキーマウス③ 70
幼、小、

中
ミッキーの夢物語、ミッキーのがんばれサーカス、他
全８話収録。

D414 アニメ
チップとデール リスの
山小屋合戦

56 幼、小
シマリスの名コンビによるディズニーのアニメ作品で
す。リスの住宅難、他全８話収録。

D415 アニメ
みんなのアイドル ベ
ティちゃん

56 幼、小
とても可愛くちょっぴりおっちょこちょいな主人公に
よる楽しいお話が、全８話収録されています。

D416 アニメ
フ ィ リ ッ ク ス ・ ザ ・
キャット  勇敢な王様

60 幼、小
ユーモアのセンス抜群！　どんな困難にも負けない幸
運をもたらすネコのフィリックスが主人公の楽しい物
語。フィリックスと金のガチョウ、他全８話収録。

D417 アニメ
キャスパー ゆかいなオ
バケのおともだち！

50 幼、小
主人公であるオバケのキャスパーは、人をおどかすの
が嫌い。みんなと仲良くしたい心優しい人気者です。
ジャングルの動物たち、他全８話収録。

D418 アニメ
アンディパンダ＆ウッド
ペッカー

64 幼、小
やさしいパンダとゆかいなキツツキによるコンビが繰
り出す楽しい物語が８話収録されています。

D419 アニメ
虹色ほたる ～永遠の夏
休み～

105 小、中

父親との永遠の別れを経験した少年が昭和の時代に迷
い込み、さまざまな体験を重ねながら少しずつ成長し
ていく姿を詩情豊かに映し出す感動のアニメーション
映画作品です。

D420 アニメ ふるさとＪＡＰＡＮ 98
小、中、
高、一般

高度経済成長期東京の下町を舞台に、数々の童謡の名
曲でつづる心温まるアニメーション。裕福ではないけ
れど家族の団らんがあり、子どもたちが元気に学校に
通っていた時代の日常を描いた作品。

D435 アニメ ハムスター倶楽部① 50 幼、小
ハムスターの生態や育て方が分かる動物観察アニメ第1
巻。いつも元気いっぱいなハムスターは、喧嘩をして
ばかりでペットショップのお荷物でした…

D436 アニメ ハムスター倶楽部② 50 幼、小
ハムスターファンにはたまらないアニメ作品の第２弾
です。

D437 アニメ ハムスター倶楽部③ 50 幼、小
ハムスターファンにはたまらないアニメ作品の第３弾
です。

D438 アニメ ハムスター倶楽部④ 50 幼、小
ハムスターファンにはたまらないアニメ作品の第４弾
です。

D439 アニメ ハムスター倶楽部⑤ 50 幼、小
ハムスターファンにはたまらないアニメ作品の第５弾
です。

D440 アニメ リトルモンスター① 33 幼、小
98年にイギリスで放映されて以来、世界中で親しまれ
ているキッズアニメの第1巻。個性豊かな子供たちが、
さまざまな活躍を繰り広げる物語です。

D441 アニメ リトルモンスター② 30 幼、小
お調子者、生真面目、わんぱくなどなど…、個性豊か
な子供たちが、さまざまな活躍を繰り広げる物語の第
２弾です。

D442 アニメ リトルモンスター③ 33 幼、小
個性豊かな子供たちが、さまざまな活躍を繰り広げる
物語の第３弾です。

D443 アニメ リトルモンスター④ 30 幼、小
個性豊かな子供たちが、さまざまな活躍を繰り広げる
物語の第４弾です。

D444 アニメ リトルモンスター２－① 33 幼、小
個性豊かな子供たちが、さまざまな活躍を繰り広げる
物語のセカンドシリーズです。

D445 アニメ リトルモンスター２－② 30 幼、小
個性豊かな子供たちが、さまざまな活躍を繰り広げる
物語のセカンドシリーズです。

D446 アニメ リトルモンスター２－③ 33 幼、小
個性豊かな子供たちが、さまざまな活躍を繰り広げる
物語のセカンドシリーズです。

D447 アニメ リトルモンスター２－④ 30 幼、小
個性豊かな子供たちが、さまざまな活躍を繰り広げる
物語のセカンドシリーズです。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D448 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ① 花咲か爺さ
ん他

63 全

テレビ東京系で放映中 ふるさと再生 日本の昔ばなし
がDVDで登場。「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」の全9話
を収録。

D449 アニメ
ふるさと再生 日本の昔
ばなし　②　浦島太郎他

63 全
「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」の全9話を収録。

D450 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ③ こぶとり爺
さん他

63 全
「こぶとり爺さん」「たにし長者」「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」ほか、全9話を収録。

D451 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ④ ぶんぶく茶
釜他

69 全

「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
小僧の紙がない」「ふるやのもり」「旅人馬」ほか、
全9話を収録。

D452 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ⑤ 織姫と彦星
他

69 全
「ぶんぶく茶釜」「織姫と彦星」「髪そり狐」「そそ
うの相九郎」「オンバの皮」「いもころがし」「ねず
みのすもう」ほか全9話を収録。

D453 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ⑥ わらしべ長
者他

69 全

「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」の全9話を
収録。

D454 アニメ
ふるさと再生 日本の昔
ばなし　⑦　かぐや姫他

69 全

「天狗の隠れみの」「鬼婆さんが仲人」「閻魔さまは
ハリゴロどん」「きき耳ずきん」「犬と猫と宝物」
「幽霊の歌よみ」「てえてえ小法師」「にせ地蔵」ほ
か、全9話を収録。

D455 アニメ
ふるさと再生 日本の昔
ばなし　⑧　三つの斧他

69 全

「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」の全9話を
収録。

D456 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ⑨ 天狗の隠れ
みの他

69 全

「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」　「に
せ地蔵」の全9話を収録。

D478 アニメ
ポパイ ポパイの高いび
き

54 全
名作アニメ作品。ポパイとオリーブとブルートたち
の、愉快なお話がイッパイ！。ポパイの高いびき、世
界一の船乗り他、全８話収録。

D479 アニメ ポパイ　お化け騒動 49 全 お化け騒動、ポパイの私立探偵他、全８話収録。

D480 アニメ ポパイ　テレビの人気者 49 全 テレビの人気者、オリーブの迷信他、全８話収録。

D481 アニメ
ドナルドダック ドナル
ドの磁石騒動

62
小、中、
高、一般

ドナルドとその仲間たちが贈る名作アニメ作品です。
ドナルドの磁石騒動、ドナルドのメキシカン・ドライ
ブ、他全８話収録。

D482 アニメ
ドナルドダック ドナル
ドの少年団長

60
小、中、
高、一般

ドナルドの少年団長、ドナルドのキツネ狩り他、全８
話収録。

D483 アニメ
ドナルドダック ３巻
セット①

67
小、中、
高、一般

ドナルドの磁石騒動、ドナルドのメキシカン・ドライ
ブ、他、全８話収録。

D484 アニメ
ドナルドダック ３巻
セット②

62 幼、小
ドナルドの少年団長、ドナルドのゴルフデ―他、全８
話収録。

D485 アニメ
ドナルドダック ３巻
セット③

62 幼、小
ドナルドのペンギン、ドナルドのおまわりさん他、全
８話収録。

D486 アニメ

げんきげんきノンタン
１ コロコロことばいえ
るかな？

32 幼、小

CS放送「キッズステーション」にて、人気を博したア
ニメ「ノンタン」が3DCGアニメーションになって登
場。絵本のおはなしとやってみようコーナーがありま
す。おはなし：コロコロことばいえるかな？→やって
みよう：コロコロことば、他収録
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D487 アニメ
げんきげんきノンタン
２　だいすきABC

31 幼、小
・おはなし：だいすきABC→やってみよう：すきなたべ
ものなあに？　・おはなし：シャカシャカかきごおり
→やってみよう：なんのおと？　他収録

D488 アニメ
げんきげんきノンタン
３　まいごはだあ～れ

31 幼、小
・おはなし：まいごはだあ～れ？→やってみよう：し
りとりあそび　・おはなし：まねっこタータン→やっ
てみよう：えかきうた　他収録

D489 アニメ

げんきげんきノンタン
４ はっぱカルタだれの
こえ？

32 幼、小
・おはなし：はっぱっぱカルタ だれのこえ？→やって
みよう　えいごで なきごえ　・おはなし：もう いい
かい？→やってみよう　かくれんぼ　他収録

D490 アニメ

げんきげんきノンタン
５ はみがきしゅこしゅ
こ

32 幼、小
・おはなし：はみがき　しゅこしゅこ→いろいろなあ
じ　・おはなし：とびだせ　イングリッシュ→えいご
で　あいさつ　他収録

D491 アニメ
げんきげんきノンタン ６
うたおう！　クリスマス

30 幼、小
おはなし： ノンタン! サンタクロースだよのみで、他
クリスマスソングが多数収録されています。

D492 アニメ
げんきげんきノンタン
７　がんばるもん

32 幼、小
・おはなし：がんばるもん→やってみよう なんでも
がんばるもん　・おはなしてんてんくんとまんまる
ちゃん→やってみよう ちっちゃな や ゆ よ他収録

D493 アニメ
げんきげんきノンタン
８　いたいのとんでけ～

32 幼、小
・おはなし：いたいの　とんでけ～☆→やってみよう
いろんな　のりもの　・おはなし：えいごで　1・2・3
→やってみよう えいごで　はんたいことば他収録

D494 アニメ
げんきげんきノンタン
９　でかでかありがとう

32 幼、小
ノンタンといっぱい うたおう☆あそぼう!の回で、の
んたんソングや童謡が多数収録されています。

D495 アニメ
げんきげんきノンタン
10　スプーンたんたん

35 幼、小
絵本のお話に加え、未発表作品『ノンタン おひるねご
ろごろ』など5つのストーリーと、 好評の「やってみ
よう」コーナーを収録しております。

D496 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ⑩ 鶴の恩返し
他

69 幼、小

テレビ東京系で放映中 ふるさと再生 日本の昔ばなし
がDVD化しました。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、の９話が収録。

D497 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ⑪ 因幡の白兎
他

69 幼、小
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、の９話が収録。

D498 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ⑫ 大江山の鬼
退治他

69 幼、小
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/
ムカデの医者迎え、の９話が収録。

D499 アニメ
ふるさと再生 日本の昔
ばなし　⑬　桃太郎他

69 幼、小
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、の９話が収録。

D500 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし ⑭ 町のねずみ
と田舎のねずみ他

69 幼、小
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/烏呑み爺さん、の９話が収録。

D501 アニメ
ふるさと再生 日本の昔
ばなし　⑮　笠地蔵他

69 幼、小
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、の９話が収録。

D502 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし⑯ 一足千里のわ
らじ他

69 幼、小
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、の９話が収録。

D503 アニメ

ふるさと再生 日本の昔
ばなし⑰ ヤマタノオロ
チ他

49 幼、小
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、の６話が収録。

D524 アニメ

心あたたまるなつかしい
お話シリーズ イソップ
ものがたり他

32 幼、小
○ねずみのそうだん ○うさぎとかめ ○ありときり
ぎりす ○金のおのと銀のおの○おしゃれなからす○
いなかのねずみと町のねずみを収録。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D525 アニメ
心あたたまるなつかしいお話
シリーズ　ひみつの花園他

34 幼、小
○ひみつの花園 ○ピーターパン ○オズのまほうつ
かいを収録。

D526 アニメ
心あたたまるなつかしいお話
シリーズ　足長おじさん他

34 幼、小
○足長おじさん ○若草物語 ○ふしぎの国のアリス
を収録。

D527 アニメ プチバンピ１ 57 幼、小
ちょっぴりダークでとびきりキュート吸血鬼が主人
公、ちょっぴりダークなホラー・コメディ、ヨーロッ
パで人気を博したアニメです。１話～５話収録。

D528 アニメ プチバンピ２ 57 幼、小 ６話～１０話を収録。

D529 アニメ プチバンピ３ 57 幼、小 １１話～１５話を収録。

D530 アニメ プチバンピ４ 57 幼、小 １６話～２０話を収録。

D531 アニメ プチバンピ５ 46 幼、小 ２１話～２４話を収録。

D532 アニメ プチバンピ６ 46 幼、小 ２５話～２８話を収録。

D533 アニメ プチバンピ７ 46 幼、小 ２９話～３２話を収録。

D534 アニメ プチバンピ８ 46 幼、小 ３３話～３６話を収録。

D535 アニメ プチバンピ９ 46 幼、小 ３７話～４０話を収録。

D536 アニメ プチバンピ１０ 46 幼、小 ４１話～４４話を収録。

D537 アニメ プチバンピ１１ 46 幼、小 ４５話～４８話を収録。

D538 アニメ プチバンピ１２ 46 幼、小 ４９話～５２話を収録。

D554 アニメ 風を見た少年 97 全

作家Ｃ．Ｗ．ニコルの原作をアニメ映画化した作品で
す。不思議な力を持つ“風の民”の末裔、少年・アモ
ンが繰り広げる、愛と闘いのドラマを描きます。闘う
事を知らない無垢な少年は、独裁者プラニックの野望
を打ち砕くため、封印された“力”を解き放ちます。

D555 アニメ フイチンさん 60 全

おてんばで明るい少女フイチンさんは、お金持ちの
リュウタイ家の門番の一人娘。リュウタイ家の主は彼
女を気に入り、一人息子リイチュウの遊び相手として
抜擢。気難しい坊ちゃん相手に奮闘しますが…。

D38 娯楽 おしん完全版　少女編 512
小、中、
高、一般

完全版全７編のスタートとなる少女編３６話（DVD4枚）。貧し
さと闘い辛抱する。それが少女のすべてだった。

D39 娯楽 おしん完全版　青春編 710
小、中、
高、一般

完全版全７編の第二弾となる青春編５０話（DVD5枚）。さま
ざまな人々との出会いがおしんを大きくした。

D108 娯楽 おしん完全版　試練編 710
小、中、
高、一般

東京・佐賀。関東大震災、佐賀での辛い生活、おしんの試
練の日々が続く。（１４２分×５枚）

D109 娯楽 おしん完全版　自立編 710
小、中、
高、一般

流浪そして伊勢へ　再び、親子水入らずで暮せる日を夢見
て…（１４２分×５枚）

D229 娯楽
綾小路きみまろ爆笑エキサ
イトライブビデオ

31 一般
綾小路きみまろワールドが楽しめます。喋りと動きの波状”
口”撃に何処まで耐えられるか！？

D230 娯楽
綾小路きみまろ爆笑エキサ
イトライブビデオ　第２集

50 一般
「綾小路きみまろ爆笑エキサイトライブビデオ」の第２弾。２０
０４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
編集したものです。

D381 娯楽 綾小路きみまろ　第３集 65
中、高、

一般

爆発的ヒットを続けている中高年のアイドル・綾小路きみま
ろのライブDVD第3弾。独創的でユーモアに満ちた話術が
たっぷりと楽しめます。

D382 娯楽 綾小路きみまろ　第４集 60
中、高、

一般
綾小路きみまろのライブDVD第4弾。2010年作、本人が還暦
を迎えてのステージは見ものです。

D383 娯楽 三遊亭小遊三　１ 31 高、一般
TV番組「笑点」でお馴染みの落語家・三遊亭小遊三の得意
演目を収録したDVD。「船徳」と「宿屋の敵討ち」を収録。

D384 娯楽 三遊亭小遊三　２ 22 高、一般
TV番組「笑点」でお馴染みの落語家・三遊亭小遊三の得意
演目を収録したDVD。「野ざらし」と「蛙茶番」を収録。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D457 娯楽
綾小路きみまろ　最新ライ
ブ名演集

62
中、高、

一般
綾小路きみまろのライブDVD第５弾。毒舌大暴走の最新ラ
イブを３会場分収録しています。

D458 娯楽
三遊亭楽太郎十八番集①
全３巻

61 高、一般

笑点でお馴染みの三遊亭楽太郎の演目を収めた落語集。
三遊亭楽太郎が2008年8月に六代目三遊亭圓楽を襲名を
発表。3月2日に襲名式を迎えるのを記念し、といった人情
噺を収録予定。「藪入り」 「お化け長屋」を収録しています。

D459 娯楽
三遊亭楽太郎十八番集②
全３巻

69 高、一般 「禁酒番屋」「死神」を収録しています。

D460 娯楽
三遊亭楽太郎十八番集③
全３巻

71 高、一般 「明烏」「芝浜」を収録しています。

D120 一般映画
名犬ラッシー　クーガーは
ともだち

74
小、中、
高、一般

家族で楽しめる不朽の名作映画。気候観測調査をしている
二人の登場人物は、ラッシーを連れて国内のデータを収集
していた。彼らは途中、訓練所を営むレンを訪ねたが、彼の
農場では家畜荒らしが出没していた。

D121 一般映画 名犬ラッシー　の大冒険 102
小、中、
高、一般

ティミー少年と愛犬ラッシーは釣りを楽しんでいたが突然、
気球が降りてきた。嵐が来ることを予測したジェイクはここで
気球を降り、町まで工具を取りに戻ると言うが…。

D122 一般映画
名犬ラッシー　ロッキー山
脈を越えて

88
小、中、
高、一般

幼い姉弟は叔父の住む町を目指して危険な山越えに挑む
が、途中でチップが蛇に噛まれてしまう…。

D123 一般映画 名犬ラッシー　森を探検 98
小、中、
高、一般

アラスカでの物語。スコットがディーンと共に調査に出ている
間、ニーカとラッシーは釣りへ向かうが森でラッシーが怪我
をしてしまい…。

D165 一般映画
NITABOH仁太坊―津軽三
味線始祖外聞

100
小、中、
高、一般

江戸から明治へ、様々なハンディや時代の壁と戦いながら
必死になって、今に伝わる津軽三味線の独自の叩き奏法を
生み出した、仁太坊の少年期から青年期の成長の過程を
描き出したアニメ映画です。

D217 一般映画
はだしのゲン・劇場版（一
部）

107
小、中、
高、一般

太平洋戦争終了時の広島を舞台に一人の少年を通して戦
争の悲惨さと原爆の非道さを告発する映画作品。昭和２０
年４月の広島。中岡ゲンは、わんぱく盛りの男の子。ゲンの
父はある日、町内会の竹やり訓練の時「この戦争は間違っ
てる」と言ったために“非国民"とののしられ、逮捕された。
ゲンやその家族も周囲からいじめられるようになる。

D218 一般映画
は だ し の ゲ ン ・ 涙 の 爆 発
（二部）

123
小、中、
高、一般

劇場版作品の第二部。中岡ゲンは、原爆によって父、姉、
弟を失った。しかし被爆直後に母の君江は女の子（友子）を
産んだ。ゲンは、友子に食べさせる米を探しに広島中を歩き
まわった。やがて、ゲンにも原爆症の症状が現われ、頭の
毛が抜け丸坊主になってしまった。

D219 一般映画
はだしのゲン・ヒロシマのた
たかい　（三部）

128
小、中、
高、一般

中沢啓治原作の同名人気劇画の映画化三作目。広島への
原爆投下までを描いた一作目、原爆投下直後を描いた第二
部に続く三部は、被爆後の二年間の出来事を追う。

D255 一般映画 おくりびと 130 高、一般

2008年のアカデミー賞受賞作品の映画。リストラを機に帰郷
した、チェロ奏者の大悟。高給と短い労働時間にひかれ求
人に応募した彼だが、その内容は棺へ遺体を入れる納棺師
という仕事だった。戸惑いながらも大悟は、様々な境遇の遺
体と対面していくことに…

D357 一般映画 宮沢賢治　銀河鉄道の夜 48
小、中、
高、一般

宮沢賢治の名作を全国のプラネタリウムで上映されたもの
をDVD化した作品です。パノラマいっぱいの幻想世界が映し
出されています。

D358 一般映画 六ヶ所村ラプソディ 119
中、高、

一般

青森県の六ヶ所村に核燃料再処理施設が完成する。再処
理工場の風下で農業を営む人々が反対運動を繰り広げる
一方、雇用問題が深刻な村は再処理工場を推進してきた。
中立な立場から撮影することを心掛けたドキュメント映画。
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Ｎo 分野 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

D401 一般映画 恋谷橋 113
中、高、

一般

東京のデザイン事務所で働いていた朋子は不景気でリスト
ラされ、鳥取県の温泉街で老舗旅館を経営する実家に戻っ
てくる。そんな折、父・和夫が病気で倒れ、母・祥子は朋子
に若女将として働いてほしいという。デザイナーの夢をあき
らめきれない朋子だったが、温泉街に失われた活気を取り
戻そうと奮闘する上原多香子主演の映画作品。

D403 一般映画 くちづけ 123
中、高、

一般

竹中直人、貫地谷しほり主演。親子愛について描いた
作品です。知的障害者たちの自立支援のためのグルー
プホーム・ひまわり荘で、みんなで力を合わせて暮ら
すひまわり荘での毎日は幸せな日々であったが、様々
な厳しい運命が彼らを待ち受ける。そして主人公にも
病気が見つかってしまう…。

D520 一般映画
“農の神”と呼ばれた男
稲塚権次郎物語

110 一般

日本の農業の基礎を築いた稲塚權次郎の半生を描いた
映画作品。主演仲代達矢。主人公は、富山の貧しい農
家の長男に生まれ、後に育種家として数々の稲や小麦
を生み出し育て上げました。

D549 一般映画 二宮金次郎物語 115
中、高、

一般

1787年、現在の神奈川県小田原市に、裕福な農家の長
男として誕生した金次郎。幼少のころ二宮家は田畑を
失い、貧しい生活を余儀なくされる。 逆境の中で体得
した経済理念によって、成人となった金次郎は、生家
の再興を成し、奉公先の財政再建をはかる。
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