
タイトル 赤ずきんちゃんと学ぼう！交通ルール

対象 幼児～小学生 時間 １４分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

タイトル あっ地震だ　津波は？　じぶんの命はじぶんでまもる

対象 幼児～小学生（低） 時間 １４分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

タイトル アニメでわかる！インフルエンザ

対象 小学生 時間 １５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

　
　名作童話のヒロイン「赤ずきんちゃん」が主人公の交通安全アニ
メーション教材です。「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きま
す。子どもたちが歩行者として守るべき交通ルールの基本を分かり
やすく解説していきます。

東映

　大地震、大津波は、いつ、どこで起こるか分かりません。もしか
したら、明日起こるかもしれません。でも、幼い子供たちには、そ
のことを伝えて「不安にさせる」のではなく、「行動すること」の
大切さを教えることが、まず何よりも重要です。
　この作品では、子供たちに親しみのもてるサルの兄妹を主人公に
幼稚園や学校、自宅にいる時、外出している時など、様々な場面で
大地震や大津波が発生したら、どのような行動をとればよいか、災
害から生き抜く力を具体的に分かりやすく描いています。

映学社

　大流行した新型インフルエンザ。同じ場所に長い時間、集団で生
活する学校は、感染症の集団発生の起点になります。どうすれば、
インフルエンザから自分を守ることができるのか、そのしくみを分
かりやすく楽しいアニメーションで理解し、簡単に実践できる予防
法を伝えます。

学研　　財団法人日本学校保健会推薦



タイトル アニメ落語館　第１巻～第６巻　全巻セット

対象 小学生～一般 時間 各１６分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

タイトル アニメ落語館　第１巻～第６巻　全巻セット

対象 小学生～一般 時間 各２１分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

タイトル アニメ落語館　第１巻～第６巻　全巻セット

対象 小学生～一般 時間 各８分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

タイトル アニメ落語館　第１巻～第６巻　全巻セット

対象 小学生～一般 時間 各８分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

　第１巻「馬の田楽」
　ミソを馬で運んでいた男の馬が、酒屋の主人と話し込んでいる間
にいなくなった。通りかかった知り合いに訪ねてみると…。

　第２巻「お血脈」
　信州信濃善光寺の“お血脈の印”のせいで、地獄は閑古鳥。閻魔
大王は、石川五右衛門に印を盗み出すよう命じるのですが…。

岩波映像

　第３巻「かぼちゃ屋」
　二十歳になっても仕事をしない与太郎に八百屋の伯父さんが、か
ぼちゃを売ってこいと言いつける。見事に売り切ってしまうのです
が…。

　第４巻「転失気」
　かかりつけの医者に“転失気”はあるかと聞かれた和尚さん。
知ったかぶりをして、“無い”と答えたが。さて、“転失気”とは
…？

岩波映像

　第５巻「たらちね」
　大家さんが、八っつぁんにお嫁さんを世話してくれました。とこ
ろが、この嫁さん、ちょっと変わった癖があり…。

　第５巻「つる」
　「鶴はどうして『つる』っていうのか？」ご隠居から聞いて、た
つ公に受け売りしようとするが、うまくいかない…。

岩波映像

　第６巻「一目上がり」
　絵なんてさっぱりの八っつぁんは、「ちゃんと絵をほめればお株
が上がる」という、ご隠居の話しに感心して…。

　第６巻「替り目」
　酒飲みには、酒飲みの理屈ってものがあるようで…。

岩波映像



タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第1巻

対象 幼児～小学生 時間 ５０分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第２巻

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第３巻

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

第6話　「ひみつのかくれ家」
ガブとメイは、仲間にばれないようにいつもドキドキ。お互いに誰
にも見つからないひみつのかくれ家を探すことにしましたが……。
第7話「メイのしあわせ」
サワサワ山にカッコイイ黒ヤギの少年クロがやってきました。メイ
とクロが楽しそうにしているところを見たガブはショックを受けて
……。
第8話「かこまれガブ」
ガブがメイを待っていると、そこにたくさんの子ヤギがやってきま
した。バレないように隠れたガブだけど、お腹もペコペコで、目の
前の子ヤギたちがとても美味しそう。

バンダイビジュアル株式会社

バンダイビジュアル株式会社

第3話　「オオカミのボス」
メイと約束があるのに、仲間のオオカミと狩りに行くことになって
しまったガブ。それを知らずにガブを待っていたメイが、オオカミ
のボス、ギロに見つかってしまいました!
第4話「オオカミとヤギごっこ」
メイがオオカミ、ガブやヤギの真似をして遊ぶ２匹。腹ペコになっ
たガブには、メイがとても美味しそうなごちそうに見えてきまし
た。
第5話「ともだちのうた」
自分たちが見たものを歌にするツバメに、仲良くしているガブとメ
イが見られてしまいました。みんなの前で2匹のことを歌われた
ら、ひみつがバレてしまいます！

バンダイビジュアル株式会社

第1話　「あらしのよるに」
あらしのよる、偶然同じ小屋の中に逃げ込んだオオカミのガブとヤ
ギのメイ。真っ暗で顔が見えないままだけど、２匹はとても仲良く
なって、また会う約束をしました。だけど２匹はオオカミとヤギ。
オオカミはヤギが大好物だからさあ大変！
第２話「うそつきガブ」
メイが妹のように可愛がっているミイが熱を出してしまいました。
熱を下げるためには薬草が必要ですが、ヤギにはとても険しい道。
メイを危険な目に逢わせたくないガブは「自分が薬草をとりに行
く」と言ってしまいますが…



タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第４巻

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第５巻

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第６巻

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

第15話「おしえて、ガブにぃ！」
ガブたちは子供オオカミたちに、先輩として手本を見せてあげるこ
とになりました。弟が出来たみたいで張り切ったガブだけれど、臆
病者だと思われて落ち込んでしまいます。
第16話「雨の日に」
雨なんて大嫌い！ガブとメイがそう思っていたら、雨が降らない日
が続いて草が枯れてしまいました。ヤギたちは草が生えているフサ
フサ草原に向かいますが、オオカミたちが狙っていました！
第17話「どうくつのなかで」
ガブとメイが穴に落ちてしまいました。そこはとても大きな洞窟で
簡単には出られなさそう。メイは生えていた草を食べたけど、ガブ
が食べるものは見当たらず、お腹が空いてきて･･････。

バンダイビジュアル株式会社

第9話　「はしれ、ガブ」
ギロの妹のロロに赤ちゃんが産まれたので、オオカミたちはお祝い
会をすることにしました。メイと約束をしているガブは、バレない
ように行ったり来たり大忙し。
第10話「ガブもつらいよ」
なんだか怪しい……ガブの様子が気にになるオオカミのマドンナ、
ララ。ララが仲間と一緒に隠れてガブについて行くと、ガブを待っ
ていたメイがみつかってしまいました！
第11話「ほんとうのこと」
ウサルはみんなにウソをついてニヤニヤ。いつもウソばかりついて
います。100回に1回しか本当のことを言わないウサルに、メイは
何度も騙されてしまいます。

バンダイビジュアル株式会社

第１2話「はじめてのおでかけ」
黒ヤギの赤ちゃんを見に、メイたちはパラパラヶ原に向かいます。
タプが不気味なマガマガ森を案内しようとしますが、目印を見失っ
てしまい……。
第１3話「ミイがいなくなった日」
ガブが暗い夜道を歩いていると･･････「つかまえた～」突然何かが
尻尾をつかんできた!恐る恐る後ろを振り返ると、それは寝ぼけた
ミイだった！
第１4話「おばあちゃんのともだち」
ガブとの約束があるのに、おばあちゃんとメソメソ山に行くことに
なったメイ。ガブのことも気になるけど、おばあちゃんが小さい頃
に出会った友達の話も気になって･･････。

バンダイビジュアル株式会社



タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第7巻

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第8巻

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

タイトル あらしのよるに　ひみつのともだち　第9巻

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ３０年

内容

備考

第24話「それぞれのよる」
ガブとメイのことが仲間にバレてしまい、裏切り者として閉じ込め
られてしまった。ひとりぼっちになった２匹は、悪夢にうなされて
……。
第25話「まもるべきもの」
ヤギの集まる場所を聞き出すように命令されたガブ、オオカミの秘
密を聞き出すように言われたメイ。いつものように会うことになっ
た２匹だったけれど、ともだちを裏切れない２匹は……。
第26話「あしたへの道」
川に流されて、自分たちのことが知られていない土地に辿り着いた
ガブとメイ。２匹はカワウソのタオに出会うが、ギロたちがガブを
探しに追いかけてきた……。

バンダイビジュアル株式会社

第18話　「にじ」
メイたちはおばあちゃんに誘われて、虹を見にキラキラ丘へ行くこ
とになりました。ガブもメイと会うために、楽しそうにキラキラ丘
に向かいますが･･････。
第19話「まいごのビビちゃん」
群れからはぐれてしまった小鹿のビビ。メイは偶然出会ったビビを
助けてあげようとガブに相談したけれど、ガブはミミが美味しそう
に見えて･･････。
第20話「ひっこし」
長老様の腰痛を気づかって、ユゲユゲ谷に引っ越すことになったメ
イたち。引っ越したら】ガブと会えなくなっちゃう。メイは長老様
の腰痛を治して引っ越しをやめさせようとします。

バンダイビジュアル株式会社

第21話「うらぎりオオカミ」
傷だらけの見慣れない一匹オオカミ、ジェスにメイが襲われた。危
機一髪のところを助けたガブだったけど、このままだとメイを助け
たことがバレてしまう！
第22話「ガブのゆめ、メイのねがい」
メイはオオカミとヤギが楽しく暮らしている夢を見た。その話を聞
いたガブもオオカミとヤギが仲良くなる夢を見た。そこでメイは、
ある作戦をひらめいて……。
第23話「ヤギとオオカミ」
ガブとメイが仲良くしているところを、ヤギの仲間に見られてし
まった！ついにメイは、自分がガブと友達であることを仲間に打ち
明けるが……。

バンダイビジュアル株式会社



タイトル ありったけの勇気

対象 小学生 時間 ２７分 購入年度 Ｈ２０年

内容

備考

タイトル いじめはゼッタイわるい！

対象 小学生（低～中学年） 時間 １２分 購入年度 Ｈ１９年

内容

備考

タイトル いわたくんちのおばあちゃん　～ぼく、戦争せんけえね～

対象 幼児～小学生 時間 ２０分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

タイトル ウォルト・ディズニー名作アニメ集　８話収録　赤ずきんちゃん　他

対象 幼児～小学生 時間 ６３分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考

　この作品は、昭和２０年８月の広島で起こった実際のお話がもと
になっています。
　戦争は、人の命を奪う最悪の人権侵害ともいえます。
　このアニメの主人公、寛太は現代の小学生です。寛太は、友達の
おばあちゃん（ちづこさん）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。

東映

「赤ずきんちゃん」
「サンタのオモチャ工房」
「海の王ネプチューン」
「魔法使いの森」
「小鳥の冒険」
「クッキーのカーニバル」
「子どもの夢」
「３匹の親なし子ねこ」

岩波映像

　子どもたちは、「いじめは良くない、悪いことだ」と心の中では
思っていても「自分がいじめられるのでは？」という不安から、い
じめる側に回ったり、見て見ないふりをしてしまっているのではな
いでしょうか。この作品は、友達との関わりや相手の気持ちを考え
ることの大切さ、いじめをなくすためにお互いに認め合い、本音で
話せる関係づくりなど、いじめに立ち向かう勇気の大切さを伝えま
す。

東映

　小学３年生の健一は、近ごろ学校へ行くのがつらい。茂樹・広平
・浩の３人にいじめられているのだ。浩なんて大の仲良しだったは
ずなのに…。
　ハッキリといじめを嫌悪し、いじめに加担せず、ためらうことな
く先生や親に知らせる…。そうした行動をとるための力を幼い時期
の子どもたちに植えつけます。

東映



タイトル ウォルト・ディズニー名作アニメ集　８話収録　３匹の子ぶた　他

対象 幼児～小学生 時間 ６３分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考

タイトル ウォルト・ディズニー名作アニメ集　８話収録　うさぎとかめ　他

対象 幼児～小学生 時間 ７０分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考

タイトル ウォルト・ディズニー名作アニメ集　８話収録　みにくいアヒルの子 他

対象 幼児～小学生 時間 ６４分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考

タイトル

対象 幼児～小学生 時間 ６４分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考 岩波映像

「うさぎとかめ」
「子猫の武勇伝」
「小さなハイアワサ」
「子ぞうのエルマー」
「オオカミは笑う」
「ネズミ三銃士」
「音楽の国」
「花と木」

岩波映像

「みにくいアヒルの子」
「黄金の王様」
「ノアの箱船」
「蓮池の赤ん坊たち」
「楽しい復活祭」
「躍るニワトリ」
「かしこいメンドリ」
「森の音楽会」

岩波映像

ウォルト・ディズニー名作アニメ集　８話収録　アリとキリギリス　他

「アリとキリギリス」
「サンタのプレゼント」
「風車小屋のシンフォニー」
「モスの消防隊」
「おとぎ王国」
「人魚の踊り」
「働き子ぶた」
「子守歌」

「３匹の子ぶた」
「田園交響楽」
「いたずら子猫」
「うさぎとかめと花火合戦」
「真夜中の舞踏会」
「空飛ぶネズミ」
「フグとペンギン」
「田舎のねずみ」

岩波映像



タイトル ウォルト・ディズニー名作アニメ集　８話収録　青い自動車　他

対象 幼児～小学生 時間 ７８分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考

タイトル

対象 幼児～小学生 時間 ７５分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考

タイトル SNSの安全な使い方　①自分を守る！SNSの安全な使い方　

対象 中学生～高校生 時間 ２２分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考

　・SNSとは？　・具体的に何が危ないの？
・プロフは信用できるの？　・SNSは匿名ではない
中高校生に普及している携帯電話、スマートフォンですが、安全な
利用法に関する教育が追いついていません。便利な反面、使い方を
間違えると事件に巻き込まれる可能性があります。この作品は、生
徒本人に安全な使い方と心構えを解説しています。

岩波映像

「青い自動車」
「メロディ」
「フットボール」
「チキン・リトル」
「ペリカンとシギ」
「勇敢な機関士」
「フランクリン物語」
「牡牛のフェルディナンド」

岩波映像

ウォルト・ディズニー名作アニメ集　８話収録　フィガロとクレオ　他

「フィガロとクレオ」
「子猫のフィガロ」
「フィガロとフランキー」
「優しきライオン・ランバート」
「ちびのヘラジカ・モリス」
「りんご作りのジョニー」
「プカドン交響曲」
「ちいさな家」

岩波映像



タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　日本編①　

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ１９年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　日本編②

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ１９年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　日本編③

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ１９年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　世界編④　

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ１９年

内容

備考

「つるのおんがえし」
　おじいさんがワナに捕まっていた一羽の鶴を助けてあげたところ
、その晩にきれいな娘が子供にして欲しいとやって来ました…。
「かぐやひめ」
　ある日、おじいさんとおばあさんが竹やぶを歩いていると、太い
竹の中にかわいい女の子がいました…。
「てぶくろをかいに」
　ある雪の日、母ぎつねは手袋を買ってやろうと子ぎつねの片手を
人間の子供の手に変えて、町の帽子屋へ行かせます…。

ＮＨＫエンタープライズ

「三びきのやぎのがらがらどん」
　三びきのヤギがいました。野原の草を食べつくしたヤギ達は新し
い野原へと向かいますが…。
「ハーメルンのふえふき男」
　豊かな町ハーメルンでネズミが大発生し、人々は大変困っていま
した。町長はネズミを退治した者に賞金を出すことにしました…。
「ブレーメンの音楽隊」
　年とったロバが主人からのひどい仕打ちに耐えかねて逃げ出しま
した…。

ＮＨＫエンタープライズ

「かさじぞう」
　ある冬のことです。お金も食べる物もあまりないおじいさんは笠を作り
雪が降る中、町まで売りに出かけました…。
「金の斧」
　ある日、おじいさんが木を切りに森へ行ったところ、池の中に自分の古
い斧を落としてしまいました…。
「じゅげむじゅげむ」
　生まれた男の子に縁起の良い名前をつけようとしたお父さんは、寝る間
も惜しんで一生懸命に名前を考えていました…。

ＮＨＫエンタープライズ

「ごんぎつね」
　ひとりぼっちの子ぎつね、ごん。ある日、川で魚を捕まえている
兵十にいたずらをしました…。
「わらしべちょうじゃ」
　ある貧しい若者がわらを笛にして遊んでいるうちに色々な人に出
会って物々交換していくことになりました…。
「三枚のお札」
　山へ遊びに行く小僧さんたちに、和尚さんは危ない時に使うよう
にと三枚のお札を渡しました…。

ＮＨＫエンタープライズ



タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　世界編⑤

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ１９年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　世界編⑥

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ１９年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　第２集　日本編⑦

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　第２集　日本編⑧

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

「王さまの耳はロバの耳」
　ある国の王さまの耳はロバのような耳です。王さまはそれが恥ず
かしいので、いつも帽子を被って国民には秘密にしていました…。
「おおかみと七ひきのこやぎ」
　留守番をしていた七ひきの子やぎたちのところへ、お腹をすかせ
たおおかみがやってきました…。
「バラモンとトラとジャッカル」
　善行を信条とする一人のお坊さんが旅をしていると、檻に閉じこ
められた虎と出会いました。お坊さんが虎を助けると…。

ＮＨＫエンタープライズ

「うらしまたろう」
　昔、浦島太郎という若者がいました。ある日、大好きな海を眺め
ていると海の底から美しい歌声が聞こえてきました…。
「おむすびころりん」
　ある日、おつかいに出かけたおじいさんは、途中でおばあさんが
作ってくれたおにぎりを穴に落としてしまいます…。
「びんぼう神とふくの神」
　昔、貧しい村に心やさしく愉快なびんぼう神が人間と楽しく暮ら
していました。そこへ福の神がやってきて…。

ＮＨＫエンタープライズ

「さるとかに」
　昔、サルが柿の種を、カニはおむすびを拾い取りかえっこしまし
た…。
「ねずみのよめいり」
　ねずみの夫婦が「この世で一番えらい方の嫁にしよう」と一人娘
のおむこさんを探すことになりました…。
「ゆきおんな」
　ある年の冬、小弥太は雪女という不思議な女の人と仲良くなりま
した…。

ＮＨＫエンタープライズ

「マッチうりの少女」
　一人の少女がマッチを売っていました。冷たくなった指を温める
ために、座りこんで一本のマッチをすります…。
「みにくいあひるの子」
　あるところにあひるの親子がいました。かわいらしい子どもたち
の中に、一羽だけ汚れた色のみにくいあひるの子がいました…。
「けものの城」
　父が旅に出る時に娘は薔薇の花が欲しいとお願いをしました。父
は森にあった城の薔薇を一本抜いたところ…。

ＮＨＫエンタープライズ



タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　第２集　日本編⑨

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　第２集　世界編⑩

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　第２集　世界編⑪

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル ＮＨＫ　こどもにんぎょう劇場　第２集　世界編⑫

対象 幼児 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

「西遊記①」
　岩石の中から一匹の暴れん坊の猿が生まれました。猿は、孫悟空
と名乗り、人間の世界に武者修行に出かけます…。
「西遊記②」
　お釈迦様の言いつけで、三蔵法師のお供になり、遠い天竺へお経
を取りに出かけます…。
「ふしぎなひしゃく」
　少女は病気の母のために、古いひしゃくを手に水を探しに出かけ
ますが…。

ＮＨＫエンタープライズ

「かちかちやま」
　時折り現れては、悪さばかりするタヌキは捕まえられてグルグル
巻きにされましたが、おばあさんを騙して逃げてしまいました…。
「一休さん」
　お茶目で元気な一休さんの楽しいとんち話です。
「さんねんねたろう」
　昔、いつも眠ってばかりの太郎という若者がおりました。夢の中
で「水枯れの田畑に水を引くには…」と考えていた太郎に声がかか
ります…。

ＮＨＫエンタープライズ

「おやゆびひめ」
　チューリップの花から生まれた小さい小さい親指姫は、ある日ヒ
キガエルにさらわれてしまいます…。
 「イソップときつね」
　大昔のギリシャ。アイソボスという奴隷が住んでいました。ある
日、アイソボスは井戸に落ちた狐に…。
「幸福な王子」
　ある町の広場に体が金箔で覆われ、色とりどりの宝石がちりばめ
られた幸福な王子の像が立っていました…。

ＮＨＫエンタープライズ

「赤ずきん」
　ある日、あかずきんちゃんは病気のおばあさんの家にお見舞いに
行くことになりましたが…。
「最後の一葉」
　ある貧しい老人画家は、重い病気の若い女の人のために一世一代
の名作を描きます…。
「ぎざみみうさぎ」
　子うさぎは、母うさぎの言いつけを守らなかったために蛇に襲わ
れ、耳にギザギザの傷跡が残りました…。

ＮＨＫエンタープライズ



タイトル 奥州市の無形文化財 -Folk art in Oshu-

対象 一般 時間 約25分 購入年度 Ｒ1年（寄贈）

内容

備考

タイトル おしりたんてい①　ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう

対象 幼児～小学生 時間 3話　計60分 購入年度 Ｒ1年

内容

備考

タイトル おしりたんてい②　ププッふめつのせっとうだん

対象 幼児～小学生 時間 3話　計60分 購入年度 Ｒ1年

内容

備考

タイトル おしりたんてい③　ププッ　ブラウンものがたり

対象 幼児～小学生 時間 3話　計60分 購入年度 Ｒ1年

内容

備考

　
第４話「ププッ　ふめつのせっとうだん　前編」
第５話「ププッ　ふめつのせっとうだん　後編」
第６話「ププッ　おきゃくさんのわすれもの」

コロンビア

　
第７話「ププッ　ブラウンものがたり」
第８話「ププッ　むらさきふじんのあんごうじけん　前編」
第９話「ププッ　むらさきふじんのあんごうじけん　後編」

コロンビア

奥州市文化遺産活用実行委員会　みちのく奥州文化遺産継承会

　
第１話「ププッとかいけつ！　おしりたんていとうじょう」
第２話「ププッ　ちいさなしょちょうの　だいピンチ」
第３話「ププッ　おおどろぼう　あらわる！」

コロンビア



タイトル おしりたんてい④　ププッ　かいとうたん　たい　たんてい

対象 幼児～小学生 時間 ４話　計80分 購入年度 Ｒ1年

内容

備考

タイトル おしりたんてい⑤　ププッ　いせきからのＳＯＳ

対象 幼児～小学生 時間 ４話　計66分 購入年度 Ｒ1年

内容

備考

タイトル おしりたんてい⑥　ププッ　やみよにきえるきょじん

対象 幼児～小学生 時間 ４話　計80分 購入年度 Ｒ1年

内容

備考

　
第１４話「ププッ　いせきからのＳＯＳ　前編」
第１５話「ププッ　いせきからのＳＯＳ　後編」
第１６話「ププッ　あやしいほうもんしゃ」
とくてん「みなとまちのトゥクトゥクチェイス」

コロンビア

　
第１７話　「ププッ　きけんなまるいもの」
第１８話　「ププッ　かいとうＵのだいさくせん」
第１９話　「ププッ　やみよにきえるきょじん　前編」
第２０話　「ププッ　やみよにきえるきょじん　後編」

コロンビア

　
第１０話「ププッ　コアラちゃんだいかつやく」
第１１話「ププッ　とこやさんにうかぶゆうれい」
第１２話「ププッ　かいとう　たい　たんてい　前編」
第１３話「ププッ　かいとう　たい　たんてい　後編」

コロンビア



タイトル おれたち、ともだち！　４話収録

対象 幼児～小学生（低） 時間 ４話　計５２分 購入年度 Ｈ２０年

内容

備考

タイトル おれたち、ともだち！　４話収録

対象 幼児～小学生（低） 時間 ４話　計５２分 購入年度 Ｈ２０年

内容

備考

タイトル グーフィー

対象 幼児～小学生 時間 ６０分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

タイトル ココロ屋

対象 小学生（道徳） 時間 ２５分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

　第３話「あしたも　ともだち」
　キツネとオオカミはともだちどうし。なのにオオカミが変なので
す。なんだかキツネを避けているみたい。「どうしてなの？オオカ
ミさん」

　第４話「ごめんね　ともだち」
　オオカミはキツネと初めての大げんかをしてしまいました。仲直
りがしたいのに、あの一言が出てきません。「ごめんね」って。心
の中なら言えるのに。
東映　

　おっちょこちょいで、にくめないみんなのグーフィー！！
　　「グーフィーのスキー教室」
　　「グーフィーの野球教室」
　　「グーフィーの水泳教室」
　　「グーフィーのゴルフ教室」
　　「グーフィーの虎退治」
　　「グーフィーのバスケットボール」
　　「グーフィーの大仕事」
　　「グーフィーのテニス教室」

岩波映像

　「ココロ」とは何でしょう？これは、私たちにとって永遠の謎で
あり、自分の「ココロ」を問い続けることが、私たちの人生のテー
マの一つでもあります。「ココロ屋」は、この謎に向かい合うため
のヒントとなる優れた児童文学を原作にしたアニメーションです。
この作品に登場する「優しいココロ」や「素直なココロ」について
などは、アサーションの考え方を児童に分かりやすく伝えるための
ツールにもなります。未来を担う児童のための有用なアニメーショ
ン教材としてご活用下さい。

東映

　第１話「ともだちや」
　ある日、キツネは、＜ともだちや＞を始めることを思いつきまし
た。１時間１００円でともだちになってあげるのですが、さて…。

　第２話「ともだち　くるかな」
　朝からオオカミは庭先をはいたり、家を掃除したりしています。
だけど、夕方になっても誰も来ません。誕生日にともだちが祝いに
来てくれるはずですが…？

東映　


