
タイトル いじめっこザルと正直カニさん

対象 幼児～小学生 時間 １２分 購入年度 H１４年

内容

備考

タイトル おおきなかぶ

対象 幼児～小学生 時間 ２１分 購入年度 H７年

内容

備考

タイトル おかあさんの木

対象 幼児～小学生 時間 ２２分 購入年度 H５年

内容

備考

　このアニメは、楽しくて分かりやすい昔ばなしをテキスト
に「いじめ」という問題を個々で考え、みんなで話し合うた
めの素材になるように作成されています。思いやりの心、自
制する心、相手の気持ちに共感する心などを育むための第一
歩として活用して下さい。

教配

　おじいさんが畑を耕すわきに孫娘のマーシャが小さな畑を
作り、おじいさんと丁寧に心を込めて、かぶのタネを植えま
した。「あまい、あまい、かぶになれ。大きな、大きな、か
ぶになれ。」おじいさんは、かぶに話しかけました。やが
て、かぶを見に行くと畑の真ん中に何やら大きな木のような
ものが・・・。

北星

　子を思う親の愛を感動的に描き、戦争の悲劇、平和の尊さ
を訴えています。

東映



タイトル おじいちゃんはボクのヒーロー

対象 幼児～小学生 時間 １０分 購入年度 H１３年

内容

備考

タイトル オズの魔法使い

対象 幼児～一般 時間 ２４分 購入年度 H１１年

内容

備考

タイトル おむすびころりん

対象 幼児～一般 時間 １２分 購入年度 Ｈ１年

内容

備考

　「明日は敬老の日なので、おじいちゃん、おばあちゃんの
絵を描いてあげましょう」と幼稚園の先生が言うと、武は勢
いよくテレビのヒーローを描き始め先生を困らせた…。
大好きな物知りのおじいちゃんが、不思議な昔話をしてくれ
ます。

東映

　よわむしライオン、麦わらのカカシ、ブリキの人形と一緒
に、小さな女の子ドロシーが魔法の世界を大冒険！

東映

　昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんがいまし
た。ある日、おじいさんが山で薪取り。「さて、お昼になっ
たわい、お弁当にしようかい。」包みを開けると、お
や・・・おむすびがコロコロコロと転がって、そばの穴に落
ちました。すると、穴の中から歌が聞こえ耳を近づける
と・・・。

東映



タイトル かんすけさんと不思議な自転車

対象 幼児～一般 時間 ２３分 購入年度 H１０年

内容

備考

タイトル 消え去らぬ傷あと　～火の海大阪～

対象 小学生～一般 時間 ２０分 購入年度 H４年

内容

備考

タイトル きずだらけのりんご

対象 幼児～一般 時間 ２３分 購入年度 H１７年

内容

備考

　かんすけさんがアサヒ自転車を始めたころ、このあたりは
竹やぶや雑木林の続く丘陵地帯で、その間に田んぼがありま
した。キツネもタヌキもイタチもいっぱいいました。アサヒ
自転車の前には、自転車がいっぱい並んでいましたが、いっ
ぱいなのは自転車だけではなく、自転車を見に来る人もいっ
ぱいいました。
　青少年読書感想文コンクールの課題図書になったこの童話
を映画化したもので、かんすけさんの優しい心に触れ、かん
すけさんが自転車を通して自然や人々やタヌキ達を温かく見
つめて接していたことが分かるでしょう。

北星

　昭和２０年（１９４５年）大阪に住んでいた人々も無差別
の空襲によって、多くの尊い生命を失いました。二度とこの
ような不幸な戦争を繰り返してはならないという、平和の尊
さを訴えるアニメーションです。

共和

　人間に化けてだました女の子と友だちになったいたずらタ
ヌキのゲンタ。すっかり人間だと信じられ、友だちとして楽
しい日々が続きますが、ゲンタは嘘をついていることに耐え
られなくなってしまいます。「ウソ！」と言えたら、どんな
に楽なことか・・・。
　そんなある日、嘘を隠そうとして大変なことに・・・。悩
むゲンタが取った結論とは？
　『あらしのよるに』のきむらゆういちが贈る胸キュン物語
です。

岩波映像



タイトル 吉四六どん

対象 幼児～小学生 時間 １９分 購入年度 H１年

内容

備考

タイトル ぎろろんやまと１０ぴきのかえる

対象 幼児～小学生 時間 ２０分 購入年度 H１４年

内容

備考

タイトル 金色のクジラ

対象 幼児～一般 時間 ２５分 購入年度 H６年

内容

備考

　昔々、吉四六（キッチョム）という、大人顔負けの気転の
利く知恵者の子供がいました。吉四六は父親や侍を自慢のト
ンチで負かしていました。このうわさを聞いた殿様は、吉四
六をお城に呼び寄せ「そちは、嘘つきの名人じゃとか。わし
をだましてみよ。見事だましたら、ホウビをとらすぞ。」さ
て、吉四六は・・・。九州大分の民話「吉四六話」は、多く
の人々に親しまれています。そうした吉四六どんのトンチの
面白さを楽しく描いています。

東映

　ひょうたん沼に住む１０ぴきのかえるは、とっても仲良
し。いつも一緒に遊んでいます。ところがある日、ハシャギ
がえるが病気で倒れてしまいました。長老がえるの話による
と病気を治す方法はただ一つ。恐ろしい、ぎろろんやまの洞
窟に生えている、シャッキリダケをすりつぶして飲ませるこ
と。９ひきのかえるは、勇気を出して、ぎろろんやまに出発
します。

東映

　白血病に冒された弟を救おうと、自分の骨髄を差し出した
ツトム君の兄弟愛と勇気、家族愛と友情の物語をファンタス
ティックに描いた感動作。大切な命の輪が広がってほし
い・・・という願いも込めて作られた作品です。

東映



タイトル くまのおいしゃさん

対象 幼児～小学生 時間 ２３分 購入年度 H３年

内容

備考

タイトル クマのプーさん　プーさんと虎

対象 幼児～小学生 時間 ３０分 購入年度 H１３年

内容

備考

タイトル クマのミナクロと公平じいさん

対象 幼児～一般 時間 ２３分 購入年度 H１１年

内容

備考

　くまのお父さんは森のおいしゃさんです。くまのおいしゃ
さんはみんなの病気やケガを治すために、毎日どこにでも自
転車に乗って出かけて行きます。

北星

　森の住人たちは今、１つの共通の問題に悩まされていま
す。それは、ティガーというトラ。こいつは、たいへん陽気
で愛想が良いのですが、陽気過ぎてすぐに飛んだりはねた
り。愛想の良いのも度を越して、皆をイライラさせていま
す。。。

教配

　公太とヨシエのきょうだいは、山で炭焼きをしている公平
じいさんの小屋に行くのが楽しみです。秋の山は、おいしい
栗やアケビや茸がいっぱいとれるからです。
　公平じいさんが、小屋でひと休みしていると、突然戸板が
外れ、黒い大きなクマが顔を出しました。。。

北星



タイトル クリスマスのおくりもの

対象 幼児～一般 時間 １８分 購入年度 H５年

内容

備考

タイトル 源吉じいさんと子ぎつね

対象 幼児～一般 時間 １８分 購入年度 H１３年

内容

備考

タイトル こぎつねのおくりもの

対象 幼児～一般 時間 ３０分 購入年度 H６年

内容

備考

　クリスマスの贈り物にもらった新しい人形に心をうばわ
れ、馴れ親しんできた人形を投げ捨てて顧みない女の子の心
に、捨てられた人形が自分の気持ちを色々な手段で訴えま
す。

北星

　村外れの一軒家に住む源吉じいさんは、連れ合いを早くに
亡くして、一人息子の源太も都会に憧れて家を出たまま、長
い間、便りもありません。
　そこへある日、子ぎつねが孫と名乗って現れた…。思いや
りの心と人のぬくもりを伝える愛の物語です。

東映

　お地蔵様に化けた三匹のいたずら子ぎつねたち。茶店のお
ばあさんは、その姿があまりにも戦争で失った三人の息子に
そっくりだったことから、毎日お団子を供えにやってきまし
た。珍騒動を巻き起こしながらも冬になり、また春がやって
きました。ところが、おばあさんは、まだ一度も姿をみせま
せん・・・。

共和



タイトル 心の花たば

対象 小学生～一般 時間 １３分 購入年度 H１３年

内容

備考

タイトル ごめんね、ミーちゃん

対象 幼児～一般 時間 １２分 購入年度 H１７年

内容

備考

タイトル ごんぎつね

対象 幼児～一般 時間 １９分 購入年度 H３年

内容

備考

　山を削り取って作られた石段ばかりの石の山のような町
に、一人のおじいさんが引っ越してきた。冬の寒い日で、町
の人々は、おじいさんにも石のように冷たい。
　おじいさんは、この町を花でいっぱいにしようと考え、石
段の隙間などに花の種を蒔き始めるのだが・・・。

学研

　幼稚園児の大樹は、家で飼っている子猫のミーちゃんと大
の仲良し。しかし、一緒に遊んでいる様子は、まだ小さな
ミーちゃんには少し乱暴すぎるようだ。
　ミーちゃんと一緒に公園に行った大樹は、ミーちゃんが勝
手に歩きまわって迷子にならないようにと考えて、首にヒモ
をつけてしまう。嫌がるミーちゃんをむりやり引っ張って道
路を渡ろうとしていると、近づいたオートバイに驚いたミー
ちゃんが必死に逃げようとしてガードレールに激突し、ぐっ
たりとなってしまう・・・。

東映

　昔、山の中に”ごん”と言う、ひとりぼっちの子ぎつねが
住んでいました。ある秋のこと、”ごん”は、うなぎを捕っ
ていた兵十にいたずらをしてしまいます・・・。

教配


