
【童話】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200001
バイリンガル世界の童話
 
 　ジャックとまめの木

ジャックとまめの木（日本語＋英語） 20

1200002
バイリンガル世界の童話
 
 　青いとり

青いとり（日本語＋英語） 20

1200003
バイリンガル世界の童話

　たからじま
たからじま（日本語＋英語） 20

1200004
バイリンガル世界の童話

　にんぎょひめ
にんぎょひめ（日本語＋英語） 20

1200005
バイリンガル世界の童話

　アリババのぼうけん
アリババのぼうけん（日本語＋英語） 20

1200006
バイリンガル世界の童話

　ねむりの森のひめ
ねむりの森のひめ（日本語＋英語） 20

1201190
バイリンガル世界の童話

　アラジンと魔法のランプ
アラジンと魔法のランプ（日本語＋英語） 20

1200591
日本の名作童話１
 
   「うらしまたろう」ほか

うらしまたろう
つるのおんがえし
一休さん
かぐやひめ

60

1200592
日本の名作童話２

  「もも太郎」ほか

もも太郎
かさじぞう
ゆきおんな
はなさかじいさん

60
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登録番号 題     名 内     容 時間

1200593
世界の名作童話１

  「ジャックと豆の木」ほか

ジャックと豆の木
青い鳥
にんぎょひめ
たからじま

60

1200594
世界の名作童話２

  「ピーターパン」ほか

ピーターパン
ねむりの森のひめ
アリババのぼうけん
ガリバー旅行記

60

1200595
世界の名作童話３

  「マッチうりの少女」ほか

マッチうりの少女
アラジンと魔法のランプ
ゆきの女王
そんごくう

60

1200596
世界の名作童話４

  「おやゆび姫」ほか

おやゆび姫
王さまの耳はロバの耳
白鳥のみずうみ
ふしぎの国のアリス

60

1200597
イソップ物語１

  「木こりと金のおの」ほか

木こりと金のおの
ライオンとネズミ
しったかぶりのさる
王さまになれなかったカササギ

50

1200598
イソップ物語２

  「北かぜとおひさま」ほか

北かぜとおひさま
まねしたカラス
きつねとぶどう
アリとセミ

50

1200599
イソップ物語３

  「こな屋とロバ」ほか

こな屋とロバ
ウサギとカメ
けんかした牛
ひつじかいの少年

50

1200600

イソップ物語４

「いなかのねずみと
         町のねずみ」ほか

いなかのねずみと町のねずみ
森のばん人
畑にうめた宝物
かえるの王様

50

1201105 七羽のからす

グリム童話アニメシリーズ   おはなし落合恵子

　魔法使いにカラスにされ姿を消した七人の兄たちを救い
出す、妹ニーナの愛と勇気が溢れんばかりに伝わってくる
作品

22
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【絵本（日本人原作】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200167
コロちゃんぼうけんシリーズ

　コロちゃんはどこ？

「コロちゃんはどこ？」
「コロちゃんのプレゼント」
「コロちゃんのおにわ」
「コロちゃんのさがしもの」
「コロちゃん　えほんだいすき」

25

1200168
コロちゃんぼうけんシリーズ

　コロちゃんのたんじょうび

「コロちゃんのたんじょうび」
「コロちゃん　もりへいく」
「コロちゃんのおきにいり」
「コロちゃん　こうえんへいく」
「コロちゃんのたのしいいちにち」

25

1200169
コロちゃんぼうけんシリーズ

　コロちゃんのおさんぽ

「コロちゃんのおさんぽ」
「コロちゃんのおやつ」
「コロちゃん　サーカスへいく」
「コロちゃん　どろんこになる」
「コロちゃん　のうじょうへいく」

25

1200170
コロちゃんぼうけんシリーズ

　コロちゃんのケーキづくり

「コロちゃんケーキづくり」
「コロちゃん　パーティへいく」
「コロちゃん　かぎをひろう」
「コロちゃん　ゆうえんちにいく」
「コロちゃんのゆきあそび」

25

1200171
コロちゃんぼうけんシリーズ

　コロちゃんのおとまり

「コロちゃんのおとまり」　・「コロちゃん　がっこうへいく」
「コロちゃん　ピクニックへいく」
「コロちゃんのかいすいよく」
「コロちゃん　こうえんであそぶ」
「コロちゃんのたこあげ」

30

1200586 ぞくぞくむらのオバケたち①

第１話「ミイラのラムさん」

第２話「魔女のオバタン」

（原作・作：末吉暁子、絵：垂石眞子）

52

1200587 ぞくぞくむらのオバケたち②

第１話「ちびっこおばけグー・スー・ピー」

第２話「小鬼のゴブリン」

（原作・作：末吉暁子、絵：垂石眞子）

40

1200588 ぞくぞくむらのオバケたち③

第１話「おおかみ男」

第２話「ドラキュラのむすこ」

（原作・作：末吉暁子、絵：垂石眞子）

40

1200556 ねこざかな 「ねこざかな」  「おどるねこざかな」収録 23
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登録番号 題     名 内     容 時間

1200557 そらとぶねこざかな 「ねむるねこざかな」  「そらとぶねこざかな」収録 23

1200544 １４ひきのかぼちゃ
かぼちゃの種、いのちの粒だよとおじいさん。
やがて芽がでて花が咲き、そして嵐が…。どてっと実った
１４ひきのかぼちゃ。原作：いわむら　かずお

20

1200545 １４ひきのおつきみ
今夜は晴れ、木の上におつきみ台をつくった１４ひき。
真っ赤な夕日が沈み、いよいよ待ちに待ったおつきみで
す。原作：いわむら　かずお

24

1200546 １４ひきのやまいも
森の秋は実りの秋。さあ、やまいも掘りにでかけよう。
みんなで掘ったやまいもでおいしい夕ごはん。１４ひきの
やまいも。原作：いわむら　かずお

28

1200547 １４ひきのあきまつり

あきの森でかくれんぼ。
おやおや、ろっくんが見つからない…。せいや、せいや、
１４ひきが出会ったのはゆかいな森のあきまつり。
原作：いわむら　かずお

22

1200548 １４ひきのさむいふゆ

風が鳴り、雪が舞う、さむいふゆ。
あたたかい部屋で手づくりのそり、ゲームにおまんじゅう。
空が晴れたらそり滑り。１４ひきのさむいふゆ。
原作：いわむら　かずお

27

1200549 １４ひきのあさごはん
森の朝。おはよう、野いちご摘みにでかけよう。どんぐりパン
にスープにジャム。みんなでつくった１４ひきのあさごはん。
原作：いわむら　かずお

30

1200550 １４ひきのせんたく

森じゅうに夏の太陽がさしこんだ。
さあ、せんたくにでかけよう。ジャブジャブ、ペッタン、グッ
シュ。むくむく入道雲、１４ひきのせんたく。
原作：いわむら　かずお

28

1200551 １４ひきのひっこし

森の奥めざして、さあ出発。
新しい家、はやく見つかるといいな。やっと見つけた素敵な
根っこ。力を合わせて家づくり。１４ひきのひっこし。
原作：いわむら　かずお

28

1200552 １４ひきのこもりうた

夕日がさして、長い影。
湯気のにおい、夕方のにおい。ごはんのあとは家族だんら
ん。お母さん、本の続き読んで、読んで。１４ひきのこもりう
た。
原作：いわむら　かずお

29

1200458
ねずみくんのチョッキ　１
　　（６話収録）

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」

38
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登録番号 題     名 内     容 時間

1200590 ねずみくんのチョッキ　２

またまた！ねずみくんのチョッキ
ねずみくんとおんがくかい
ぞうさんとねずみくん
ねずみくん　ねずみくん
ねずみくんのひみつ
ねずみくんのたんじょうび

38

1200459 ねずみくんのきもち
公園で仲良しのねみちゃんをまっているねずみくん。
そこへいじわるねこくんがやってきました。ねこくんにまたい
じわるされたねずみくんは考えます。

12

1200554 たろうのおでかけ 「たろうのおでかけ」  「とらおうのばけつ」収録 24

1200555 たろうのともだち 「たろうのともだち」  「たろうのひっこし」収録 24

1200272
くまのがっこう
　　ジャッキーのパンやさん

やさしい　おにいちゃんぐま１１ぴきといたずらで　きかんぼ
うなおんなのこ　ジャッキーがくりひろげる　なんでもないけ
れどあったかい１日のおはなし。
「ジャッキーのパンやさん」
「ジャッキーのおせんたく」

36

1200561
くまのがっこう
　ジャッキーのおたんじょうび

「ジャッキーのおたんじょうび」

「ジャッキーのうんどうかい」
31

1200166 ちいさな　きいろいかさ

人気絵本「ちいさなきいろいかさ」をはじめとするにしまき
かやこが描いた心あたたまる３作品を映像化
「ちいさな　きいろいかさ」
「まこちゃんのおたんじょうび」
「はけたよ　はけたよ」

27

1200180
いとうひろし作品シリーズ

　だいじょうぶだいじょうぶ

いとうひろしの作り出す、穏やかで心やすらぐ世界を映像
化した作品。
「だいじょうぶだいじょうぶ」
「へびくんのおさんぽ」

30

1200182

五味太郎作品シリーズ

　みんながおしえてくれまし
た

世界で高い人気を誇る五味太郎の絵本をＤＶＤ化した
作品。
「とんとんとんと」
「みんながおしえてくれました」
「いったでしょ」
「ともだちがいました」

25
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登録番号 題     名 内     容 時間

1200183
五味太郎作品シリーズ

　えものはどこだ

世界で高い人気を誇る五味太郎の絵本をＤＶＤ化した
作品。
「あそぼうよ」
「だいじょうぶかしら　ねずみくん」
「えものはどこだ」
「ともだちがきました」

27

1200339 とうさんまいご

五味太郎ビデオライブラリー
　「ばったくん」…ばったくんとお散歩ご一緒に。
　「あかちゃん」…ぼくも赤ちゃんの頃はよく寝たものだ。泣いたも
のだ。きみは？
「とうさん　まいご」…ぼくがおもちゃを研究しているうち、いつの間
にかとうさんまいご。
　「しりとりぐるぐる」　　「海は広いね、おじいちゃん」

28

1200290 たまごにいちゃん
「ずーっとたまごのままでいたい。だっておかあさんにあた
ためてもらえるから」からをつけたままの、甘えん坊のたまご
にいちゃんの成長をみんなで見守ってくださいね。

26

1200334 おばけのてんぷら

せなけいこビデオ絵本シリーズ
「めがねうさぎ」…うさこは大切なめがねをなくしてしまい、山へ探
しに出かけます。山の中では、退屈なおばけが誰か来ないかと
待っています。
「おばけのてんぷら」…うさこが大好きなてんぷらを揚げていると、
いいにおいに誘われて山のおばけがうさこの家にやって来まし
た。

24

1200335 ばけものづかい

せなけいこビデオ絵本シリーズ
「とうふこぞう」…お寺の小僧がお遣いに行く途中、犬にいじめら
れているとうふこぞうを助けてやった。
　「ゆうれいのたまご」…変なたまごを３つ拾って眺めていたら、た
まごが割れて、小さな手が出てきたよ。
　「ばけものづかい」…化け物が出ると評判の家におじいさんが
引っ越してきた。

26

1200336 ねないこだれだ

せなけいこビデオ絵本シリーズ
「はんしろうがわらった」…柳の木を部屋に飾ると、「柳を返してお
くれ」と誰かの手がのびてきて…。
「きれいなはこ」…きれいな箱を取り合いしてるとおばけが…。
「こわーいはなし」…迷子になったおばけ、道をきこうとしたら…。
「ねないこだれだ」…夜中はおばけの時間。

27

1200337 いやだいやだ

せなけいこビデオ絵本シリーズ
「いやだいやだ」…ルルちゃんは何でもいやだって言うよ。
　「にんじん」…にんじんの好きな子はだあれ？
「はんしろうがねらってる」…はんしろうはお母さんが買ってきたに
んじんが欲しくてたまりません。
　「ちいさな　たまねぎさん」…じゃがいもさんがねずみにかじられ
て泣いています。

27

1200338 あーんあん

せなけいこビデオ絵本シリーズ
「あーんあん」…保育園に行くのはいいけど、母さんが帰っちゃい
やだよ。  /   「ふうせんねこ」…ねこさんがぷー。
「うさぎのまじっく」…手品師のおじさんの帽子から、耳を引っ張ら
れて出るのは痛いからいやだ！
「おおかみのでんわ」…言うことを聞かないとおおかみを呼ぶって
お母さんは言うよ。

26

1200340 ぐるんぱのようちえん

「クリーナおばさんとカミナリおばさん」…まだまだ元気で働
けるのに、ごみじまに捨てられたクリーナおばさん。そこに
はたくさんの電気製品仲間がいました。
「ぐるんぱのようちえん」…ジャングルの仲間たちに送られ
て、泣き虫のぞうグルンパは、お仕事を探しに張り切って出
発しました。

29
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登録番号 題     名 内     容 時間

1200341 すいかのたね

さとうわきこ　ばばばあちゃんビデオ
「ねずみのなるき」…ねずみのなる木の種をもらった食いしん坊の
ねこは、大切に大切に育てました。
「すいかのたね」…ばばばあちゃんは庭にすいかの種を蒔きまし
た。
　「おつかい」…雨の日におつかいを頼まれた女の子。準備が大
変でなかなか出かけられません。

24

1200359 こねこのぴっち

リゼットおばあさんのお家で暮らす、たくさんの仲間たち。
その中で一番小さい黒い子猫ぴっちは、好奇心旺盛で、
きかんぼう。みんなと同じ事をするのが大嫌いでした。ある
日、他の動物に憧れて、家を出て行きます…。

30

1200562 まめうしくん
「まめうしくん」

「まめうしとめめじい」
30

1200563 ぱんつもいいな

「ぱんつもいいな」
「すこしはきれいな」
「すぷーんをもてば」
「おててはぴかぴか」

30

1200564 わたしのワンピース　ほか

「わたしのワンピース」

「みずいろのながぐつ」

「きんぎょのトトとそらのくも」

29

1200565 にゃーご
「にゃーご」

「ぶたくんと１００ぴきのおおかみ」
25

1200566
きょうは
  なんてうんがいいんだろう

「きょうはなんてうんがいいんだろう」

「はらぺこおおかみとぶたのまち」
25

1200567 うずらちゃんのかくれんぼ
おはなし「うずらちゃんのかくれんぼ」

うた「うずらちゃん」
14

1200584
からすのパンやさん
どろぼうがっこう

原作：かこさとし

第１話「からすのパンやさん」

第２話「どろぼうがっこう」

40
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登録番号 題     名 内     容 時間

1201008 ぼくは王さま
たまごが大好きで好奇心旺盛な王様と、魔法使いのチョモ
チョモ。たくさんのお城の仲間たちが繰り広げるワクワク
ほのぼの…楽しいアニメ

40

1200849

きょうしつはおばけがいっぱ
い

ぼくはゆうしゃだぞ

学校のこどもまつりで、一番の人気はおばけやしき。そこに
なんと、ホンモノのおばけたちがあらわれた！

45

1201098 １０ぴきのかえる　１
第１話「１０ぴきのかえる」

第２話「１０ぴきのかえるのなつまつり」
40

1201099 １０ぴきのかえる　２
第１話「１０＋１ぴきのかえる」

第２話「ぎろろんやまと１０ぴきのかえる」
40

1200851
ねぎぼうずのあさたろう
　　　　　　　　　巻之二

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

102

1200955 うごくえほん　チルビー　２

チルビーは絵本の世界を大切に映像化した
うごくえほんのＤＶＤ。

１：すっぽんぽんのすけ

２：スモウマン

12

1200944 うごくえほん　チルビー　１６
１：もったいないばあさん

２：そのつもり
40

1200945 うごくえほん　チルビー　１７
１：あしなが

２：駅のおかあちゃん
49

1200946 うごくえほん　チルビー　２０
１：ガボンバのバット

２：おおどろぼうごーちゃん
52
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【絵本（外国人原作】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200172
なかよしおばけシリーズ

　おばけパーティ

ジャック・デュケノワが描くオシャレな絵本から生まれた
愉快なおばけたちがおおさわぎ！
「おばけパーティ」         　・「おばけとカミナリの夜」
「いたずらっこスタンリー」  ・「おばけ砂漠へ行く」
「アンリとお風呂のアワ」　  ・「おばけの時間旅行」

42

1200177
なかよしおばけシリーズ

　おばけのキャンプ旅行

「おばけのキャンプ旅行」　・「リュシー　星に願いを」
「おばけ氷の国へ行く」  　・「おばけとおおきなあしあと」
「おばけの大捜査」　       ・「おばけと不思議な穴」
「ジョルジュ　宇宙へ行く」

49

1200558
なかよしおばけシリーズ

　おばけの地下室たんけん

「おばけの地下室たんけん」　・「いなくなったワンちゃん」
「おばけのミステリー」　    ・「おばけのハロウィン」
「おばけと雪の日の朝」　  ・「おばけの子ガモ騒動」

42

1200559
なかよしおばけシリーズ

　おばけ遊園地にいく

「おばけ遊園地に行く」   　・「おばけとけがをしたこうもり」
「おばけの水中たんけん」　・「おばけの山登り」
「おばけの宝さがし」　       ・「おばけのコンサート」
「スタンリーのペット」

49

1200360 おばけのラーバン１

ラーバンは、おばけの男の子。家族みんなで「オヒサマ・
オハヨウじょう」というお城に住んでいます。
１．ちいさいおばけラーバン
２．ラボリーナがゆくえふめい？
３．ほんもののおばけ　   ４．モンスターがでたぁ！！
５．ミリミーナはどこ？！　６．ラーバンとサンタクロース

44

1200361 おばけのラーバン２

ラーバンは、おばけの男の子。おばけのくせに暗い所が
こわくてたまらないんです。
１．ママのしゃっくりをとめて！　２．いもうととおるすばん
３．もりのなかでまいごになっちゃった
４．パパがびょうきに…
５．きょうふのキャンプ　  ６．ぼくのパパはわるいパパ？

44

1200178
にじいろのさかな
　
　　　　～ゆうじょう編～

全世界で１，３００万人に愛されている名作ベストセラー
絵本を映像化した作品
（作：マークス・フィスター、訳：谷川俊太郎）

「にじいろのさかな」
「にじいろのさかな　しましまをたすける！」

40

1200179
にじいろのさかな

　　　　～ぼうけん編～

全世界で１，３００万人に愛されている名作ベストセラー
絵本を映像化した作品
（作：マークス・フィスター、訳：谷川俊太郎）

「にじいろのさかなとおおくじら」
「こわくないよ　にじいろのさかな」

40

1200316 エブとフローＶＯＬ．１

イギリスの人気絵本が原作。犬のエブと小さな女の子
フローは、いつも一緒。エブがフローをひとりじめしたくて
仕方がないのは、フローのことがだいすきだから。犬だって
いざというときは、守ってあげられるんだ。　「新しい友だち」
「エブが大けが」「いつも一緒」「嵐の落し物」「食いしん坊
のカモメ」

25

9



登録番号 題     名 内     容 時間

1200317 エブとフローＶＯＬ．２

イギリスの人気絵本が原作。犬のエブと小さな女の子
フローは、いつも一緒。エブがフローをひとりじめしたくて
仕方がないのは、フローのことが大好きだから。犬だって、
いざというときは、守ってあげられるんだ。　「エブのお誕生
日」「洞くつ」「ライバルは自転車」「エブとモリス」「赤ちゃん
アザラシ」

25

1200318 エブとフローＶＯＬ．３

イギリスの人気絵本が原作。犬のエブと小さな女の子フ
ローは、いつも一緒。エブがフローをひとりじめしたくて仕
方がないのは、フローのことが大好きだから。犬だっていざ
というときは、守ってあげられるんだ。　「海賊エブ」「新しい
オモチャ」「エブは番犬」「お祭り」「海の海獣モーゴウル」

25

1200319 エブとフローＶＯＬ．４

イギリスの人気絵本が原作。犬のエブと小さな少女フロー
は、いつも一緒。エブがフローをひとりじめしたくて仕方が
ないのは、フローのことが大好きだから。犬だって、いざと
いうときは、守ってあげられるんだ。　「子猫が来た！」「エ
ブの冬じたく」「エブの探し物」「よーい、ドン！」「エブの胸
騒ぎ」

25

1200320 エブとフローＶＯＬ．５

イギリスの人気絵本が原作。犬のエブと小さな女の子
フローはいつも一緒。エブがフローをひとりじめしたくて
仕方がないのは、フローのことが大好きだから。犬だって、
いざというときは、守ってあげられるんだ。　「天才エブ」「イ
ルカの恩返し」「風のいたずら」「新しいお友達」「エブのお
仕事」「エブからの贈り物」

30

1200956 はらぺこあおむし

絵本の魔術師として世界中で大人気のはりえ絵本作家
エリック・カール。愛・夢・希望・自然などをテーマとしたファ
ンタジックなストーリー。
「はらぺこあおむし」、「だんまりこおろぎ」、「パパ、お月さま
とって！」、「ごちゃまぜカメレオン」、「うたがみえる、きこえ
るよ」の５話収録。

33

1200939 レオ・レオニ　５つの名作集

１：フレデリック
２：コーネリアス
３：ぼくのだ！わたしのよ！
４：さかなはさかな
５：スイミー

28

10



【宮沢賢治原作アニメ】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200037 どんぐりと山猫

「あした、めんどなさいばんしますから、
おいでんなさい・・・。山ねこ　拝」
ある晩、一郎の家におかしなはがきが届く。次の朝、一郎
は山猫を探しにでかける。

40

1200159 注文の多い料理店

仲のよい都会の紳士が二匹の犬を連れて猟に出かけた。
途中、道に迷い、犬は死んでしまった。二人はお腹が空き
すぎて、横腹がいたくなってしまった。その時、一軒の西洋
料理店「山猫軒」をみつけた。どんな料理が出てくるでしょ
うか？そして二人の紳士は……？
バリアフリー版あり（1200160）

23

1200475 銀河鉄道の夜
”これからの私のお話は、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…”
そこに描かれた風景が、デジタル映像で完成。

48

11



【人権啓発・道徳アニメ】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200199
勇気あるホタルと
　　　　　とべないホタル

羽がちぢんで生まれた為に、とべないホタルがいました。
彼を励まし、助ける仲間のホタルたち。足の不自由な妹の
ためにホタル取りにやってきた姉と弟。ホタルと子どもたち
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
いている。

17

1200057
よっちゃんの
　　　　　不思議なクレヨン

文部科学省選定。
不思議なクレヨンがいろいろな心を教えてくれます。

22

1200737 ミミちゃんのてとてとて
ミミちゃんのやさしい心にもふと魔がさします。
そんなときお母さんのあたたかな心が支えます。

18

1201143 むしむし村の仲間たち

多様性の大切さを子供たちに伝える作品。外見や能力が
異なるむしむし村の昆虫のキャラクターたちの個性がぶつ
かる中、お互いの「個性」や「違い」を認め尊重していく姿を
感動的に描く。.

13

1200508
いわたくんちのおばあちゃん
～ぼく、戦争せんけえね～

平和人権教育アニメーション
寛太は、友達のおばあちゃんの話を聞くうちに、原爆のこと
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
ていきます。

20

12



【国内アニメ作品】
登録番号 題     名 内     容 時間

1201017
　おしりかじり虫
　
     かじり屋、本日開店！？

人気アニメ「おしりかじり虫」の短編集。
１、かじり屋、本日開店！？
２、発見、黄金のおしり！？
３、ワアー、テレビ局が来た！？
４、作文、ぼくの家族！？
５、最強、おかん対決！？　 ほか

49

1201018

　おしりかじり虫

 　ダーティ、
       かじり虫ブラック！？

人気アニメ「おしりかじり虫」の短編集。
１、ダーティー、かじり虫ブラック！？
２、勝負、かじりテスト！？
３、大ピンチ、かじり虫！？
４、応援、たーすけ君の恋！？
５、ドキドキ、初めてのおるすばん！？　ほか

49

1200067
ＡＳＴＲＯＢＯＹ
　　　　　鉄腕アトム

アトムは心を持つロボットとして、お茶の水博士の手によっ
て目覚めた。心を持つロボットの存在は、人間たちの間に
波紋を広げ、反対する人々からの迫害を受けることも。アト
ムは、すばらしい能力を使って、人々を危機から救うため
活躍する。アトムの願いは一つ。それは「人間とロボットが
友達でいられる世界を作る事」

24

1200119
ＡＳＴＲＯＢＯＹ
　　　　鉄腕アトム
　　　　（バリアフリー版）

アトムは心を持つロボットとして、お茶の水博士の手によっ
て目覚めた。心を持つロボットの存在は、人間たちの間に
波紋を広げ、反対する人々からの迫害を受けることも。アト
ムは、すばらしい能力を使って、人々を危機から救うため
活躍する。アトムの願いは一つ。それは「人間とロボットが
友達でいられる世界を作る事」

24

1200461

楽しいムーミン一家 1

　ムーミン谷の春
　　　　（バリアフリー対応）

ムーミン谷の住人は冬の間は眠って過ごします。春が来
て、ムーミン谷の住人が目覚めました。南を旅していたスナ
フキンも帰ってきたようです。さっそく、ムーミンはスナフキ
ンとスニフをさそって山に登りました。

25

1200462
楽しいムーミン一家 2

　魔法の帽子

山で見つけた帽子は、中に入れると別の物に変えてしまう
不思議な帽子です。危険な帽子なので川に捨ててしまい
ましたが、ムーミンとスナフキンが川で見つけ、誰にも見つ
からないようにムーミンの家の地下室にかくしました。

25

1200463

楽しいムーミン一家 2

　魔法の帽子
　　　　（バリアフリー対応）

山で見つけた帽子は、中に何か入れると別の物に変えてし
まう不思議な帽子です。危険な帽子なので川に捨ててしま
いましたが、ムーミンとスナフキンが川で見つけ、誰にも見
つからないようにムーミンの家の地下室にかくしました。

25

1200464
楽しいムーミン一家 3

　浜で見つけた難破船

なぜかムーミンのパパもスノークもヘムレンさんも、自信を
なくして落ち込んでいます。ムーミンとスナフキンは探検に
出かけ、浜に打ち上げられた難破船を見つけました。修理
すれば、また海の上を走れそうなので、みんなで修理する
ことになりました。

25

1200465

楽しいムーミン一家 3

　浜で見つけた難破船
　　　（バリアフリー対応）

なぜかムーミンのパパもスノークもヘムレンさんも、自信を
なくして落ち込んでいます。ムーミンとスナフキンは探検に
出かけ、浜に打ち上げられた難破船を見つけました。修理
すれば,また海の上を走れそうなので、みんなで修理するこ
とになりました。

25

13



登録番号 題     名 内     容 時間

1200466
楽しいムーミン一家 4

　おばけ島へようこそ

難破船の修理が終わり、ムーミンのママはみんなのために
たくさんの荷物を用意しました。荷物も無事に積み込み、さ
あ、いよいよ出航です。

25

1200467

楽しいムーミン一家 4

　おばけ島へようこそ
　　（バリアフリー対応）

難破船の修理が終わり、ムーミンのママはみんなのために
たくさんの荷物を用意しました。荷物も無事に積み込み、さ
あ、いよいよ出航です。

25

1200468
楽しいムーミン一家 5

　ニョロニョロの秘密

ニョロニョロ島に来たムーミンたちは、嵐にあい、島に泊まる
ことになりました。嵐が去ったニョロニョロ島に青白い光が
差し、ヘムレンさんが盗んだ気圧計をとりもどすために、数
えきれないほどのニョロニョロがムーミンたちのいるテントに
やって来ました。

25

1200469

楽しいムーミン一家 5

　ニョロニョロの秘密
　　　（バリアフリー対応）

ニョロニョロ島に来たムーミンたちは、嵐にあい、島に泊まる
ことにしました。嵐が去ったニョロニョロ島に青白い光が差
し、ヘムレンさんが盗んだ気圧計をとりもどすために、数え
きれないほどのニョロニョロがムーミンたちのいるテントに
やって来ました。

25

14



【海外アニメ作品】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200940 リトルモンスター　１

１：ゴリラのベルミット　　２：くすぐったがりなティミー
３：食べ物大好き！　 　４：またまた遅刻！
５：ナンシーと恐竜
６：聞かない、出来ない、やる気がない
７：不満がいっぱい

33

1200941 リトルモンスター　２
１：一体、誰の誕生日？　　２：告げ口屋、タルーラ
３：困り果てたよ　　　　　　　４：クリスマスは中止
５：ほじくり魔　　　　　　　　　６：お邪魔もの

30

1200942 リトルモンスター　３

１：ふざけないで　　２：オマセな悩み
３：おっとっと　　　　４：なんでもかんでもパーフェクト！
５：月曜病　　　　　 ６：どうにも止まらない
７：いつ？なに？なんで？どこ？

33

1200943 リトルモンスター　４
１：デイブの冒険　　　　　  ２：ゴミと罰
３：わるふざけ大好き！　　４：人前はイヤ
５：みんな、さあ行くぜ！　 ６：どうしよう？どうしよう？

30

1200470 スーパーマン（アニメ）

第１話「謎の現金強奪ロボット」
第２話「偽スーパーマン現る」
第３話「金魂輸送車を守れ！」 第４話「火山島危機一髪」
第５話「テロリストは誰だ」

42

1200471 いたずら子ネコ

第１話「子リスのお手紙」　 第２話「にぎやかなおひっこし」
第３話「赤ちゃんどっち」　　　 第４話「いたずら子ネコ」
第５話「うさぎショーは大騒ぎ」
第６話「森の魔物をやっつけろ」

45

1200472 ポパイ

第１話「ポパイがシンデレラ！」   第２話「どっちのお客？」
第３話「ポパイは乱暴者」
第4話「ポパイの畑に手を出すな！」
第5話「ポパイは大統領」   第6話「ポパイのオバケ退治」
第7話「気まぐれオリーブ」

43

1200840
ミッキーマウス

　ミッキーの消防隊

１．ミッキーの消防隊　　    ２．ミッキーのダンスパーティー
３．ミッキーのライバル大騒動　４．ミッキーとあざらし
５．ミッキーの猟は楽し　　    　６．ミッキーの移動住宅
７．ミッキーのポロゲーム
８．ミッキーのドキドキ汽車旅行

62

1200841

ミッキーマウス

　ミッキーの
　　　　　がんばれサーカス

１．ミッキーのアイス・スケート　２．ミッキーの巨人退治
３．いたずら子像　　　　　　４．ミッキーの魚釣り
５．ミッキーの害虫退治　　 ６．ミッキーの山登り
７．ミッキーの船長さん　　　８．ミッキーのがんばれサーカス

66

15



登録番号 題     名 内     容 時間

1200842
ミッキーマウス
　
　ミッキーのお化け退治

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　     ４．ミッキーとはらぺこオウム
５．ミッキーの第演奏会    　６．ミッキーの引っ越し大騒動
７．ミッキーの夢物語　       ８．ミッキーの芝居見物

69

1200843
ミッキーマウス

　ミッキーのハワイ旅行

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　         ４．ミッキーのグランドオペラ
５．ミッキーの捕鯨船　            ６．プルートの化け猫裁判
７．ミッキーのアマチュア合戦　８．ミッキーの大時計

65

1200844
ミッキーマウス

　ミッキーの誕生日

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　     ４．ミッキーのあらいぐまをさがせ
５．ドナルド・ダックの遠足騒動　６．ミッキーの不思議な薬
７．ミッキーの愛犬　                ８．ミッキーの大探検

53

1200845
ドナルド・ダック

　　ドナルドの駅長さん

１．ドナルドの駅長さん     　２．ドナルドの海水浴
３．ドナルドのダンス大好き　４．ドナルドの消防隊長
５．ドナルドのカメラ大好き　 ６．ドナルドの雪合戦
７．ドナルドの透明人間　    ８．ドナルドのパイロット

68

1200846
プルート

　プルートの遊び友達

１．プルートの遊び友達　２．プルートの泣き虫
３．プルートの動物園　   ４．プルートの仲直り
５．プルートの名探偵   　６．プルートのおつかい
７．プルートの恋の季節　８．プルートのサーカス大好き

58

1200883 ルーニー・テューンズ

１：猫は負け犬　　　　　２：いとしのバニー
３：バッグスの大脱走 　４：命がけのクイズ・ショー
５：オレがスターだ　　 　６：料理の達人
７：恐怖のティータイム　８：ゴー！ゴー！ドカン！

55

1200880 ウッディ・ウッドペッカー

１：ハチャメチャドライブ    　２：ペッカーの迷パイロット
３：ペッカーの野球対決　   ４：サーカスで大はしゃぎ
５：誰が誰を料理するのか　 ６：ペッカーのシルクハット
７：明日は明日の風が吹く 　８：手品師ペッカー

53

1200882 バッグス・バニー

１：イタズラのウサギ              　２：カメ　ウサギに勝つ
３：スーパーウサギ               　４：バニーは大どろぼう
５：バニーの宇宙旅行           　６：南極への旅
７：赤頭巾ウサギに気をつけろ　８：夢は音楽家

60

1200848

グーフィー

　グーフィーの
　　　　　　バスケットボール

１．グーフィーのスキー教室　２．グーフィーの野球教室
３．グーフィーの水泳教室  　４．グーフィーのゴルフ教室
５．グーフィーの虎退治 　６．グーフィーのバスケットボール
７．グーフィーの大仕事     　８．グーフィーのテニス教室

60
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登録番号 題     名 内     容 時間

1200881 トゥイーティー

１：ネコたちの大作戦    　２：食うか食われるか
３：公園は楽しいわが家　４：子ネコとバトル
５：悪知恵合戦            　６：雪の日の出来事
７：迷惑なコンサート     　８：ネコとネズミの赤ずきん

53

1200930 ドナルドダック　１

１：ドナルドの磁石騒動　  ２：ドナルドのメキシカン・ドライブ
３：ドナルドと博物館　      ４：ドナルド駅長さん
５：ドナルドのお昼寝        ６：ドナルドのわんぱく時代
７：ドナルドのわんぱく教育　８：ドナルドの南極探検

67

1200931 ドナルドダック　２

１：ドナルドの少年団長        　２：ドナルドのキツネ狩り
３：ドナルドのゴルフデ―      　４：ドナルドのラッキー・デ―
５：ドナルドのアイス・ホッケー　６：くいしん坊がやってきた
７：ドナルドの海水浴　           ８：ドナルドの海洋団

62

1200932 ドナルドダック　３

１：ドナルドのペンギン　       ２：ドナルドのサインマニア
３：ドナルドのおまわりさん　  ４：ドナルドの仕事は楽し
５：ドナルドの洗濯機        　 ６：ドナルドとヤギ
７：ドナルドのダンス大好き　 ８：ドナルドのモーターボート

62

1200933 トムとジェリー　１

１：トム氏の優雅な生活　 ２：ジェリーとジャンボ
３：恐怖の白ネズミ      　 ４：インディアンごっこ
５：おかしなアヒルの子 　 ６：夢と消えたバカンス
７：人造ネコ                　８：ブルおじさん
９：ワルツの王様　         １０：お家はバラバラ

70

1200934 トムとジェリー　２

１：可愛い逃亡者           　２：おしゃべり子ガモ
３：恋のとりこ　                 ４：トム君空を飛ぶ
５：可愛い子猫と思ったら 　６：ショックで直せ
７：南の島                     　８：トムと悪友
９：ジェリーと金魚           １０：計算違い

70

1200935 トムとジェリー　３

１：パーティー荒し        　２：ふんだりけったり
３：ごきげんないとこ       　４：玉つきゲームは楽しいね
５：復讐もほどほどに     　６：星空の音楽会
７：花火はすごいぞ　       ８：逃げてきたライオン
９：西部の伊達ねずみ 　１０：土曜の夜は

70

1200936 トムとジェリー　４

１：母をたずねて          　２：テニスなんて楽だね
３：ジェリーの日記　        ４：ここまでおいで
５：海の底はすばらしい 　６：天国と地獄
７：いたずらきつつき     　８：ウソをついたら
９：なかよし               　１０：台所戦争

70

1200937 トムとジェリー　５

１：お掃除はこうするの 　２：やんちゃな生活
３：強敵あらわる　          ４：仲良し同盟
５：トラになったトム　      ６：変な魚釣り
７：ピアノコンサート     　８：あべこべ物語
９：透明ネズミ　          １０：こわいお手伝いさん

70

17



登録番号 題     名 内     容 時間

1200938 トムとジェリー　６

１：海のバカンス            　２：恋ははかなく
３：春はいたずらもの　      ４：仲間割れ
５：捨てネズミ               　６：可愛いお嫁さん
７：目茶苦茶ゴルフ　        ８：ジェリー街へ行く
９：トムのガールフレンド　１０：ネズミ取り必勝法

70

1200571

世界名作アニメ

　シンデレラ
（日本語吹替え版）

義母や姉たちからいじめられののしられ、召使いのように
働らかされても、いつかきっと幸せになれると信じるシンデ
レラ…。

72

1200274
アニメ名作シリーズ　２

　バンビ

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、すくすくと育って行きます。そして森の王として立派
に成長していくのでした・・・。

70

1200275
アニメ名作シリーズ　３

　ダンボ

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・・・・。

62

1200277
アニメ名作シリーズ　５

　白雪姫

雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。義母の女王は、
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
な女王はリンゴ売りのおばあさんに化けて毒のリンゴを彼
女に食べさせてしまうのでした・・・。

81

1200278
アニメ名作シリーズ　６

　ピノキオ

心を込めて作り上げた木の人形　ピノキオが、人間のこども
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・・・。

86

1200280
アニメ名作シリーズ８

　ふしぎの国のアリス

アリスは森の中で、懐中時計を持ち、チョッキを着た慌てて
走るウサギを追いかけているうちに、木の根に掘られた深
い穴に落ちてしまします。そこはまさにトンチンカンでミョウ
チキリンでアベコベで…奇妙な世界。…

73

1200281
アニメ名作シリーズ９

　ガリバー旅行記

南の海で大きな嵐に襲われ、難破した水兵のラシュエル・
ガリバーは、命からがらある島に流れ着きました。砂浜に横
たわり、死んだように眠っていたガリバーを見つけたのは小
人たちでした。ここは小人の国・リリパットだったのです。…

74

1200282
アニメ名作シリーズ１０

　三人の騎士

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、…

70

18



【えかきうた】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200924 たのしい　えかきうた　１

えかきうたあそびは、歌を歌いながらかく楽しいあそびで
す。歌と全く違った絵ができるのが、子どもにとって、たまら
ない魅力です。
「かさ・やかん・ねずみ・いぬ・ひよこ・にわとり・かに・くらげ・
さかな・たこ・ふね・くじら・ひこうき・ゆきだるま・ペンギン」

20

1200925 たのしい　えかきうた　２

歌を歌いながら絵をかいていくと、あれあれふしぎ！歌と全
く違った意外な絵ができあがります。
「かば・パンダ・くじゃく・さる・コアラ・ライオン・電車・ひまわ
り・おばけ・がいこつ・うさぎ・ロケット・かえる・からす・おひ
めさま」

20

1200926 たのしい　えかきうた　３

数字や文字が、あそびながら覚えられて、楽しくあそべま
す。
「はなやさん・あひる・たぬき・ふね・さる・うさぎ・ながぐつ・
すずめ・ぞう・信号機・おじさん・かたつむり・へのへのもへ
じ・てんぐ・さむらい」

20

1200927 たのしい　えかきうた　４

えかきうたあそびは、歌を歌いながら絵をかく楽しいあそび
です。
「かえる・かめ・へび・らくだ・トラック・サメ・しか・だるま・ひの
まる・ゆきだるま・とけい・めがね・うちわ」

20

1200928 たのしい　えかきうた　５

えかきうたあそびは、歌を歌いながら絵をかく楽しいあそび
です。
「かぶとむし・くわがた・とんぼ・ちょうちょう・てんとうむし・あ
り・くま・とら・ぶた・ひつじ・ねこ・すずめ」

20

1200929 たのしい　えかきうた　６

えかきうたあそびは、歌を歌いながら絵をかく楽しいあそび
です。
「ヨット・ききゅう・ロープウェイ・しんかんせん・バス・じどう
しゃ・こども・あかちゃん・おばあさん・かんごふさん・すいへ
いさん」

20

19



【にんぎょうげき】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200372
こどもにんぎょうげき
セレクション「日本編」　１

・かさじぞう
・金の斧
・じゅげむじゅげむ

45

1200373
こどもにんぎょうげき
セレクション「日本編」　２

・ごんぎつね
・わらしべちょうじゃ
・三枚のお札

45

1200374
こどもにんぎょうげき
セレクション「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

45

1200375
こどもにんぎょうげき
セレクション「世界編」　４

・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

45

1200376
こどもにんぎょうげき
セレクション「世界編」　５

・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）

45

1200377
こどもにんぎょうげき
セレクション「世界編」　６

・王様の耳はロバの耳
・おおかみと７ひきのこやぎ
・バラモンとトラとジャッカル

45

20



【大藤信朗賞短編アニメ】
登録番号 題     名 内     容 時間

87526
大藤信朗賞受賞
短編アニメーション全集1

・「ある街角の物語」手塚治虫

・「殺人ＭＵＲＤＥＲ］和田誠
49

87527
大藤信朗賞受賞
短編アニメーション全集２

・「人間動物園」「椅子」
・「ＬＯＶＥ」「アオス」久里洋二
・「展覧会の絵」手塚治虫

61

87528
大藤信朗賞受賞
短編アニメーション全集３

・「ふしぎなくすり」岡本忠成
・「やさしいライオン」やなせたかし
・「二匹のサンマ」「部屋ＴＨＥＲＯＯＭ」久里洋二

61

87529
大藤信朗賞受賞
短編アニメーション全集４

・「みにくいあひるの子」渡辺和彦
・「てんまのとらやん」河野秋和、中村武雄
・「花ともぐら」「ホーム・マイホーム」岡本忠成

58

87530
大藤信朗賞受賞
短編アニメーション全集５

・「鬼」「詩人の生涯」川本喜八郎
・「南無一病息災」「水のたね」岡本忠成

65

87531
大藤信朗賞受賞
短編アニメーション全集６

・「道成寺」川本喜八郎
・「スピード」古川タク
・「虹に向って」「おこんじょうるり」岡本忠成

70

87532
大藤信朗賞受賞
短編アニメーション全集７

・「森の伝説」手塚治虫
・「いばら姫またはねむり姫」川本喜八
・「注文の多い料理店」岡本忠成

71

87533
大藤信朗賞受賞
短編アニメーション全集８

・「銀河の魚」たむらしげる
・「るすばん」長崎希
・「くじら」「幽霊船」大藤信郎

48

21



【防災・防犯・交通安全 ほか】
登録番号 題     名 内     容 時間

1201001

ぐらぐらどーん！
もしものときにできること
　自然災害編①
       地震・津波

オープニング／もしも劇場：おうちで　ぐらぐら／いえに　いるとき
おおきな　じしんが　おこったら…／もしも劇場：おそとで　ぐらぐ
ら／そとにいるとき　おおきな　じしんが　おこったら／どうして　じ
しんが　おきるの？／もしものときのうた「ぐらぐらどーん」

32

1201002

びゅうびゅうざざー！
もしものときにできること
　自然災害編②
   風水害・雪害・
   土砂災害・火山噴火

オープニング／もしも劇場：おおあめざーざー／おおあめ
がふってきたら…／かみなりのときにやってはいけないこと
／もしも劇場：たいうびゅうびゅう　ほか

29

1201003

めらめらもくもく！
もしものときにできること
　生活安全編①
    　　火　災

オープニング／もしも劇場：そこにももくもく／かじのもとは
ちかくにある／もしも劇場：めらめらたいへん／かじになっ
てしまったら…／１１９ばんのかけかた　ほか

24

1201004

ぶーぶーききー！
もしものときにできること
　生活安全編②
        交通安全

オープニング／もしも劇場：あぶない！ぶーぶー／こうつう
ルールをしらなかったら…／こうつうルールをしらなかった
ら（自転車編）／もしものときのうた「ぶーぶーききー！」　ほ
か

22

1201005

にこにこがおー！
もしものときにできること
　生活安全編③
     　犯罪防止

オープニング／もしも劇場：ちかくにがおー！／みんなの
まちにこわいひとがいたら／わるいひとはこうしてちかづく
／じぶんをまもるにげかた／もしものときのうた「にこにこが
おー！」　ほか

32

1201072
忍者玉丸
　ルールを守って
      交通安全！！の巻

５００年前の世界から、現代にタイムスリップした忍者玉丸
たちが、敵の忍者から虎の巻を取り返そうとするストーリー
の中で、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方を学んでい
く。交通ルールを守ることの大切さを、子どもたちが楽しく
学べる作品。

12

1200952 むしむし村の防災訓練

幼児・小学生（低学年）向けの防災アニメーション教材。
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
登場するストーリーの中で、地震が起きたときの行動や避
難の仕方を分かりやすく解説していきます。

12

1200953 はなかっぱの交通安全

テレビで大人気の「はなかっぱ」が仲間たちと交通ルール
を学んでいくアニメーション。楽しい物語を通じて交通ルー
ルを解説し、なぜ交通ルールを守らなければならないかを
理解できる構成になっています。

13

1200744
新しい自転車の交通ルール
魔法国からの使者

平成２０年施行の交通ルールを子どもたちにわかりやすく
解説し、安全な自転車の利用方法を促進する。

15

22



登録番号 題     名 内     容 時間

1200814 イカのおすし
警視庁が考案した子どもを誘拐から守る標語「イカのおす
し」をアニメや歌で分かりやすく学びます。

16

1200473

できたかな？
      あんぜんかくにん
 ケンタとニャンタの
       こうつうあんぜん

視聴する子どもたちが愛らしいケンタ（４歳男の子）と愛猫
のニャンタたちの一挙一動にハラハラしながら、自然と交
通ルールを学べる工夫がほどこされた内容。（２００８年）

13

1200474
まめうしくんの交通安全
 
   ～宝さがしの旅だっし～

宝さがしの道中で、安全な道路の歩き方や、横断歩道の
わたり方、信号についてなど交通ルールの基本を学びま
す。

12

1200589 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩもったいない
分ければ資源、捨てればゴミ、あなたならどうしますか。
一人一人の『もったいない』の心が世界中に大きな輪を広
げます。不思議な生き物と動物達との物語。

22

23



【自然・動物】

登録番号 題     名 内     容 時間

1200252

自然なぜなに？
        ＤＶＤ図鑑　１
 
     カブトムシ

甲虫の代表、昆虫の王者カブトムシ。その行動や生態を余
さず記録。片足上げての排尿、幼虫からサナギになる過程
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。

22

1200253

自然なぜなに？
       ＤＶＤ図鑑　２

   　アリ

自分の何倍もの大きさの獲物を運ぶことのできるアリ。女王
アリを中心として分業生活をおくるアリの世界の秘密をカメ
ラが探ります。

24

1200254

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　３

  　ナナホシテントウ

かわいらしい昆虫の代表にあげられることの多いナナホシ
テントウ。自分の体ほどもあるアブラムシを食べて成長して
いく幼虫時代。背中の模様はいつごろ現れるのか。成長の
過程や飛翔のメカニズムなど徹底描写。

24

1200255

自然なぜなに？
       ＤＶＤ図鑑　４
 
    　ホタル

夏の夜にふさわしい光を放ち、子どもたちに大人気のホタ
ル。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、光の合図で交尾にいたるホタルのライ
フサイクルを解説していきます。

26

1200256

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　５

   　アメリカザリガニ

ウシガエルの餌用にアメリカから輸入されたアメリカザリガ
ニ。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。交尾や産卵など特に貴重なシーンも収録。

24

1200257

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　６
 
  　オオカマキリ

昆虫の中のハンター、カマキリ。西洋ではその姿から「お祈
り虫」と呼ばれている。秘密の多いその生態や、春から秋ま
での一生をオオカマキリを代表として収録。

24

1200258

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　７

 　 クワガタムシ

他の昆虫を圧倒する大アゴで人気抜群のクワガタムシ。ク
ワガタムシは成長に２年～３年かかる昆虫のため、撮影に
は大きな困難が伴いました。クワガタムシの成長過程や食
性の不思議、カブトムシとの戦いにカメラが迫ります。

22

1200260

自然なぜなに？
     ＤＶＤ図鑑　９

 　 トノサマバッタ

不完全変態の昆虫の代表、バッタの生態をカメラが追いま
す。繰り返される脱皮や特徴的な体の構造、カマキリなど
天敵たちとの関わりまでくまなく撮影。褐色型のバッタの出
現についてなど、知られざる映像もふんだんに盛り込みま
した。

26

1200261

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　１０

  　ミツバチ

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、珍しい場面の撮影に成功。天
敵スズメバチとの壮絶な戦いやミツバチ社会のメカニズム
の秘密を余すところなく収録しました。

29

24



登録番号 題     名 内     容 時間

1200262

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　１１

  　アマガエル

両生類の代表としてカエルの生態を記録。捕食の瞬間や
ジャンプ、保護色や鳴き声の秘密、さらに抱接や産卵のメ
カニズムなど徹底的にカメラが追いかけます。卵の発生の
様子、オタマジャクシからカエルへの成長過程も克明に記
録しました。

26

1200263

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　１２

  　メダカ

日本一小さく、歌にも歌われている魚、メダカ。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、卵の成長などを緻密な美しい映像で描きます。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
映像作品です。

23

1200264

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　１３

 　ギンヤンマ

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した。トンボ
の種類、肉食昆虫としての食性や一風変わった交尾、産
卵行動、卵の孵化や羽化の様子などを詳細に記録。飛行
上手な謎にも迫ります。

24

1200265

自然なぜなに？
      ＤＶＤ図鑑　１４

 　ヤドカリ

巻き貝のカラに入って生活する不思議な生き物ヤドカリ。
引越し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。

24

1201118 どうぶつおんがくかい第１巻

「しぜんはいいな」南アメリカの大湿原、日本の野山、湖な
どの特色ある自然。雄大な自然と共に生きる動物たちのさ
まざまな姿を紹介。「はしるとぶおよぐ」走ったり泳いだり木
に登ったり、動きながら食べ物を見つけていく動物たち。動
物の行動には独特のおもしろい特徴がたくさんみられま
す。

56

1201119 どうぶつおんがくかい第２巻

「たのしいくらし」どうぶつたちはどんなところでどんなふうに
生きているのでしょう？そのくらしぶりを追いながら、のどか
な群れの様子を観察してみる。「どうぶつたちのふしぎ」木
の上での一生、オスのおなかからでてくるこども、温泉に入
るサル‥‥、どうぶつたちの不思議な生態がいっぱい。

56

1201120 どうぶつおんがくかい第３巻

「わたしきれい？」どうぶつたちは自分の気持ちを相手に
伝えようと、美しい色や優雅な動きを見せる。すてきな姿の
いろいろを幅広く追っていく。「ママといっしょに」どうぶつ
の世界でもこどもはとっても甘えん坊で、お母さんといつも
いっしょにいたがる。親子の愛情が通いあう心あたたまるひ
と時を届けます。

56

1201077 子ども動物劇場 1

第１話　夜の狩人　フクロウ
　　　　　～マイホームは大木の洞（甲府盆地）
第２話　あつまれ！カエル唄合戦
　　　　　～モリオオガエル白い泡がゆりかご（日本列島）

30

1201078 子ども動物劇場 2

第１話　トンボ・チョウ舞う里山探検
　　　　　～生きものたちを探そう（関東地方）
第２話　大雪山エゾシマリスの短い夏
　　　　　～ほお袋いっぱい冬支度（北海道）

30

25



登録番号 題     名 内     容 時間

1201079 子ども動物劇場 3

第１話　グルメなニホンザル！？
　　　　　～イモ洗いから生魚まで（宮崎・幸島）
第２話　オカガニ・ウミガメ赤ちゃん誕生
　　　　　～生命を育む海辺（沖縄・八重山諸島）

30

1201080 子ども動物劇場 4

第１話　カッコウの托卵
　　　　　～子育ては他人任せ（八ヶ岳高原）
第２話　キツネ親子は河原暮らし
　　　　　～お宿はどこ！？（山梨・笛吹川）

30

1201081 子ども動物劇場 5

第１話　海の楽園　サンゴ礁
　　　　　～生きものたちの助け合い（沖縄・八重山諸島）
第２話　アオリイカ
　　　　　～がんばれ赤ちゃん（日本沿海）

30

1201082 子ども動物劇場 6

第１話　イノシシ
　　　　　～遊びとケンカで育つウリ坊たち（兵庫・六甲山）
第２話　ニホンジカ
　　　　　～隠れろ！バンビ（日光高原）

30

1200347
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．１

「ハチのなかまたち」
コハナバチ、ツチスガリ、トックリバチ 40

1200348
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．２

「アリとオトシブミ」
サムライアリ１、サムライアリ２、オトシブミ 40

1200349
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．３

「セミとオサムシ」
セミ１、セミ２、オサムシ 40

1200350
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．４

「モンシロチョウとカメムシ」
モンシロチョウ、オオクジャクヤママユ、カメムシ 40

1200351
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．５

「カマキリとミノムシ」
カマキリ、ミノムシ、ゴミムシ 40

26



登録番号 題     名 内     容 時間

1200352
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．６
「クモとシデムシ」

コモリグモ、コガネグモ、シデムシ 40

1200353
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．７

「コオロギとゾウムシ」
コオロギ、ゾウムシ、ツチハンミョウ 40

1200354
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．８

「バッタとカミキリムシ」
バッタ、カミキリムシ、ハエ 40

1200355
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．９

「センチコガネとアワフキムシ」
センチコガネ、アワフキムシ、ハナムグリ 40

1200356
ファーブル昆虫記ＶＯＬ．１０

「フンコロガシとサソリ」
フンコロガシ１、フンコロガシ２、サソリ 40

27



【乗り物】

登録番号 題     名 内     容 時間

1201107
わくわくのりものＤＶＤ

しんかんせんとっきゅう

・スーパーおおぞら　・スーパー北斗　・すずらん
・オホーツク　・トワイライトエクスプレス　・北斗星
・スーパーあずさ　・わかしお　・さざなみ
・フレッシュひたち　・成田エクスプレス
・京成スカイライナー　・ニューレッドアロー
・東武スペーシア　・パノラマスーパー・
あさぎり　・伊豆急アルファリゾート２１
・つくばエクスプレス　ほか

30

1201108
わくわくのりものＤＶＤ

おもしろ電車ＳＬ大集合

・ＳＬあそＢＯＹ　・ＳＬやまぐち号・大井川鉄道のＳＬ
・ＳＬ冬の湿原号　・東京モノレール
・千葉モノレール　・ゆりかもめ
・広島電鉄の路面電車　・函館市電の路面電車
・札幌市電の路面電車　・トロッコ列車
・ＥＦ６３形電気機関車　・山形鉄道フラワーライナー
・わたらせ渓谷道・地下鉄

30

1201109
わくわくのりものＤＶＤ

はたらくくるま大活躍

・パトカー　・白バイ　・ミニパトカー　・はしご車
・ポンプ車　・レスキュー車　・きゅうきゅう車
・ゆうびん車　・バス　・タンクローリ　・キャリアカー

30

1201110
わくわくのりものＤＶＤ

工事で活躍するくるまたち

・ブルドーザー　・ゆあつショベル　・ホイールローダー
・オフロードダンプトラック　・クローラーキャリア
・モーターグレーダ―・モータースクレーバー
・ロードローラー　・コンクリートミキサー車

30

1201111
わくわくのりものＤＶＤ

特急大ずかん東日本編

・スーパーカムイ７８９系　・スーパー白鳥７８９系
・スーパー宗谷　・すずらん７８５系
・スーパービュー踊り子２５１系
・スーパーひたち６５１系　・わかしお
・さざなみ２５５系　・きぬがわ４８５系　・白鳥４８５系
・成田エクスプレス２５３系　・北斗星２４系
・２００系りょうもう　・１００００系レッドアロー　ほか

30

1201112
わくわくのりものＤＶＤ

特急大ずかん西日本編

・かもめソニック８８５系　・リレーつばめ有明７８７系
・にちりん４８５系　・かもめハウステンボスみどり７８３系
・しおかぜ８０００系　・南風２０００系　・雷鳥４８５系
・サンダーバード６８１系６８３系
・びわこエクスプレスしらさぎ６８３系　・はるか２８１系
・オーシャンアロー２８３系　ほか

30

1200266
はたらく車シリーズ　１

　きんきゅうじどうしゃ

育児に役立つ映像図鑑「はたらく車」シリーズの第１巻。
消防のポンプ車やはしご車、救急車などの働きの説明や
映像を解説付きで紹介する「きんきゅうじどうしゃ」編。ま
た、より理解を深めるためにチョロＱを使ったミニストーリー
も収録する。

29

1200267
はたらく車シリーズ　２

　こうじげんばの車たち

育児に役立つ映像図鑑「はたらく車」シリーズの第２巻。
５５トンダンプトラック、巨大ブルドーザーなど、工事現場で
活躍する車を中心に紹介する「こうじげんばの車たち」編。
また、より理解を深めるためにチョロＱを使ったミニストー
リーも収録する。

30

28



登録番号 題     名 内     容 時間

1200268
はたらく車シリーズ　３

　ろせんバスと楽しい仲間

育児に役立つ映像図鑑「はたらく車」シリーズの第３巻。
路線バスやサファリパークなどで使用されるバスなどを、実
際に動いている映像と共に紹介。また、より理解を深めるた
めにチョロＱを使った楽しいミニストーリーも収録する。

32

1200269
はたらく車シリーズ　４

　こうそく道路の車たち

育児に役立つ映像図鑑「はたらく車」シリーズの第４巻。
高速道路で主に機動しているパトロールカーや路面清掃
車、クレーン車など、人々のために日常活躍している車を
紹介。また、より理解を深めるためにチョロＱを使った楽し
いミニストーリーも収録する。

30

29



【年中行事】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200039 ひなまつり
「ひなまつりに、どうしてお人形を飾るの？なぜ、ごちそうを
食べるの？」ひなまつりがどのように始まったのか、その由
来に迫ります。

19

1200040 七夕ものがたり
「１年に１度だけ会える…七夕伝説の恋」　彦星と織姫の美
しく悲しいラブストーリー。七夕の星座伝説をお届けしま
す。

20

1200041 クリスマス　キャロル

「クリスマスイブ―まだ間に合う！やさしい心を取り戻そ
う！！」　他の人たちの苦しみなど少しも考えようとしなかっ
たスクルージが、今までの自分をふりかえり、人間性に目
覚めていく姿が描かれています。

29

1200060 大男とクリスマスツリー
ある山奥に住む２人の大男たちが、おじいさんのクリスマス
ツリーを盗むため、家ごと持って帰ろうとするが…。愛と思
いやりの心を育てるクリスマスストーリー。

13

1200056
年中行事
　アニメーションシリーズ
          ＰＡＲＴ１

【子どもの日】なかよし鯉のぼり
【母の日】赤いカーネーション
【七夕】七夕さま
【敬老の日】おじいちゃんはぼくのヒーロー
【お月見】お月様とうさぎ

49

1200061
年中行事
　アニメーションシリーズ
          ＰＡＲＴ２

【七五三】七五三と子どもたち
【クリスマス】神様がくれたクリスマスツリー
【お正月】年神様とお正月
【節分】福は内！鬼は外！
【桃の節句】ひなまつり

54

30



【指導者向け】
登録番号 題     名 内     容 時間

1200816 ３．１１　その時、保育園は

震災時の保育現場の対応を検証し、今後の防災対策や保
育実践に生かしていただくことを目的に「検証編」を作成し
ました。さらに、被災した保育園の方々の貴重な声を「証言
編」としてまとめました。

184

1201106 ある認定こども園の挑戦

Ⅰこども園の１日
Ⅱ異年齢による育み
Ⅲ遊びを豊かにする環境構成
Ⅳ食を通した育ち
Ⅴ学びの芽多様な経験を通して＜ＴｅａＢｒｅａｋ＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定こども園のポイント
Ⅵ保護者支援・地域の子育て支援?保育者の連携と学び

90

1201102

幼児教育から
    小学校教育へ

   １年生になるってことは

保育所・幼稚園・認定こども園の幼児教育と小学校教育と
の円滑な接続について協議するための研修用ビデオとし
て制作。一人の子どもの５歳児から小学校生活に適応する
までを連続して映像で記録したもの。

45

1201083
斎藤公子の
　子育てＤＶＤブック
　　「子どもたちは未来」

・　赤ちゃんの育て方～生きる力をはぐくむ～
・　楽しく、しなやかにリズムあそび
・　永遠の仕事～文化を紡ぐ～（語り聞かせ）

110

1200512 やっぱりそうだよね

この映像には、５歳児３学期の友達と協力して活動を豊か
に展開しようとする幼児たちの姿と、幼児同士の心のつな
がりのある温かい学級集団を育てようとする教師の姿が映
し出されている。

36

1200397
石けん大好き
　モーくん＆アワちゃん
           　手あらい教室

１．見てみよう［工場見学］何ができるかな？
２．わかるかな？
３．やってみよう［おもしろ実験］
４．みんなで歌おう！
５．会社案内

25

1200714 子どもの一次救命措置

１．一次救命処置の大切さ
２～５．乳児・小児に対する心肺蘇生法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説編・実際編
６．ＡＥＤの使い方
７～９．気道異物の除去法
　　　　　（１歳未満の乳児の場合・１～８歳の小児の場合）

33

1201103
乳幼児を事故から
守るための予防と対応

一次救命処置と心肺蘇生法「2010年度ガイドライン準拠」
①子どもの事故と予防のチェックポイント
②事故などの対処法
③心肺蘇生法（CPR)

44

1201101
わらび座の民舞指導（６）

    荒馬／八丈島太鼓

荒馬（青森県）：津軽に伝わる「荒馬」は、青春の躍動を象
徴するような踊りであり、田植えが終わった後、農作業で
使った馬を休ませ感謝する行事の中で踊られてきたもの。
八丈島太鼓（東京都）：島ではどこへ行っても太鼓があり、
荒海に乗り出すような激しさで太鼓が響く。

60
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【視聴覚センター内上映会用作品】
登録番号 題     名 内     容 時間

1201027 スノーマン

英国の作家レイモンド・ブリッグスの人気絵本をアニメ化し
たファンタジー作品。
雪が降り積もったある日、少年はスノーマンを作った。そし
て、スノーマンは動き出した。

26

1201028 スノーマンとスノードッグ
アカデミー賞にもノミネートされた初代「スノーマン」の発表
から３０年…レイモンド・ブリッグスの原作を見事なまでに映
像化したオリジナル・スタッフ陣が再び贈る心温まる世界。

24

1201013

おじゃる丸スペシャル

　銀河がマロを呼んでいる
　～ふたりの願い星～

ある日、流れ星のかなえから銀河鉄道の切符をもらったお
じゃる丸とカズマ。終点には「ねがいがかなう星」があるとい
う。星空が光り輝く夜「プリンを１日１０個食べたい」というね
がいをかなえたいおじゃる丸は、カズマと一緒に銀河鉄道
に乗り込むが…。

54

1201020
おじゃる丸

　マロのゆかいな世界

人気アニメ「おじゃる丸」の短編集。
１、あしたこそ　　　　　　２、森のおじゃグマさん
３、おじゃ若丸と電慶　 ４、刑事おじゃるンボ
５、あぁカラクリ合体　   ６、おじゃる魔女
７、おじゃ休さん　　　　 ８、ケンタイキ
９、おじゃごくう　　　　　10、へそと私
11、キスケ牛　　　　　　12、泣いたカズマ

93

1201021
おじゃる丸

　マロもだいすき月光町

人気アニメ「おじゃる丸」の短編集。
1、各階止まり　　　　　　2、ペンギン
3、メカ電ボ発進　　　　 4、おじゃるガムを踏む
5、コタツから出たくない田村さん一家　6、星野、ハマる
7、マロはお風呂が苦手でおじゃる　　　8、いけるハッ
9、電ボとねおん　　　　10、星野、またハマる
11、マイマイもの　　　　12、おじゃダンス

93

1201022

おじゃる丸

　満月ロード危機一髪
　～タマにはマロも大冒険～

人気アニメ「おじゃる丸」の放送１０年スペシャル版。
１０００年前のヘイアンチョウからやって来たおじゃる丸。子
鬼トリオとシャクをめぐって追いかけっこをしている最中、ヘ
イアンチョウと月光町をつなぐ、満月ロードが狭くなってい
た。このままヘイアンチョウへ帰れなくなってしまうのか…。
おじゃる丸の大冒険が始まった

50

1201026 つづきのおはなし

かわいい、楽しい、おもしろい、さみしい、こわい、美しい、
ふしぎ…が全部つまったアニメーションの世界を旅しよう！
素敵なアニメーションと音楽におとなもこどもも魅了される
作品。

28

＜上映会用施設（映像セミナー室）の利用申込み＞

　　電話でお申込みください。使用日の６か月前から受付をしています。

　　使用出来る時間は、午前９時３０分から午後６時までとなっています。

　　定員は４０名の部屋ですが、カーペット等を利用しますので、５０名前後は可能です。

32



【大型紙芝居】
登録番号 内     容 枚数

1800001

　まつい　のりこ 脚本・絵

小さな小さなこぶたが一匹、
みんなで「おおきくおおきく
おおきくなあれ」つていって
みて　ほうら！

8

1800002

まついのりこ　脚本・絵
ごきげんのわるいコックさんが
います。「ごきげんなおしてよ」と
いいながら画面をぬくと、あれ
あれ、顔がぐーんと横に伸びて、
もっとごきげんが悪くなっちゃっ
た……!?

12

1800003

千世まゆ子　脚本
久住卓也　　絵

台風がきたぞ！　直也の家は
川のそば。
早めに避難をしますが…。

12

1800004

仲川道子　脚本・絵

お昼寝の時間です。
ゴゴゴゴーッ、かばおくんの
いびきはすごいなーっと
思ったら、本当の地震だ！

12

3g00010

題     名

大型紙芝居用舞台

あわてない　あわてない（地震）

台風がきたぞ（台風）

ごきげんのわるいコックさん

おおきく おおきく

　　　　　　 おおきくなあれ

33


