
タイトル まず逃げろ！高台へ！　巨大津波から命を守る

対象 一般 時間 ２２分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

タイトル まめうしくんの交通安全　～宝さがしの旅だっし～

対象 幼児～小学生 時間 １２分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル ミッキーの消防隊

対象 幼児～小学生 時間 ６２分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

タイトル ミッキーのがんばれサーカス

対象 幼児～小学生 時間 ６６分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

　２０１１年３月１１日、東日本の太平洋沿岸を襲った巨大津波は
２万人もの死者・行方不明者を出す大惨事となりました。日本列島
は、常に地震と津波の危険にさらされています。東日本大震災をも
たらした巨大津波のメカニズムとその被害状況、津波の破壊力を示
す実験、専門家や津波体験者の話を通して、津波の恐ろしさを検証
していきます。そして、東日本大震災の教訓をふまえ、津波から命
を守るにはどのような非難行動を取ればよいかを津波対策に取り組
む地域の事例を交えて具体的に紹介し、津波の恐ろしさと素早い避
難行動の大切さを訴える内容となっています。

映学社　文部科学省選定

　絵本やテレビでおなじみの「まめうしくん」が登場する、楽しく
学べる交通安全アニメーションです。
　まめうしくん達にとって、町を歩くのは初めての体験です。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んでいきます。

東映　　（財）全日本交通安全協会推薦

　みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！
　　「ミッキーの消防隊」
　　「ミッキーのダンスパーティー」
　　「ミッキーのライバル大騒動」
　　「ミッキーとあざらし」
　　「ミッキーの猟は楽し」
　　「ミッキーの移動住宅」
　　「ミッキーのポロゲーム」
　　「ミッキーのドキドキ汽車旅行」

岩波映像

　みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！
　　「ミッキーのアイス・スケート」
　　「ミッキーの巨人退治」
　　「いたずら子象」
　　「ミッキーの魚釣り」
　　「ミッキーの害虫退治」
　　「ミッキーの山登り」
　　「ミッキーの船長さん」
　　「ミッキーのがんばれサーカス」

岩波映像



タイトル ミッキーのお化け退治

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

タイトル ミッキーのハワイ旅行

対象 幼児～小学生 時間 ６５分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

タイトル ミッキーの誕生日

対象 幼児～小学生 時間 ６０分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

タイトル ミッキーのゴルフ

対象 幼児～小学生 時間 ５２分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

　みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！
　　「ミッキーの誕生日」
　　「ミッキーのオーケストラ」
　　「ミッキーの魔術師」
　　「ミッキーのあらいぐまをさがせ」
　　「ドナルドダックの遠足騒動」
　　「ミッキーの不思議な薬」
　　「ミッキーの愛犬」
　　「ミッキーの大探検」

岩波映像

　みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！
　　「ミッキーのゴルフ」
　　「プルートの魔法のランプ」
　　「プルートのユートピア」
　　「プルートの誕生祝い」
　　「プルートのクリスマスツリー」
　　「プルートの悩み」
　　「プルートの南米旅行」
　　「ミッキーのアカデミー候補者パレード」（スペシャル特典映像）

岩波映像

岩波映像

　みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！
　　「ミッキーのお化け退治」
　　「ミッキーの造船技師」
　　「ミッキーの猛獣狩り」
　　「ミッキーとはらぺこオウム」
　　「ミッキーの大演奏会」
　　「ミッキーの引越し大騒動」
　　「ミッキーの夢物語」
　　「ミッキーの芝居見物」

岩波映像

　みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！
　　「ミッキーのハワイ旅行」
　　「ミッキーの青春手帳」
　　「ミッキーのつむじ風」
　　「ミッキーのグランドオペラ」
　　「ミッキーの捕鯨船」
　　「プルートの化け猫裁判」
　　「ミッキーのアマチュア合戦」
　　「ミッキーの大時計」



タイトル みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話しシリーズ　第１巻

対象 幼児～小学生 時間 ３３分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

タイトル みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話しシリーズ　第２巻

対象 幼児～小学生 時間 ３４分 購入年度 Ｈ２８年

内容

備考

タイトル みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話しシリーズ　第３巻

対象 幼児～小学生 時間 ３４分 購入年度 Ｈ２８年

内容

備考

「ねずみのそうだん」
　ねずみはねこが大嫌い！ねずみたちは、そうだんしてねこに鈴を
つけることにしました…。
「うさぎとかめ」
　足の早いうさぎとのろまのかめが、ある日かけっこをしました。
さて、どちらが勝つのか…？
「ありときりぎりす」
　夏の間、きりぎりす達が遊んでいるときに、ありは、せっせと働
いていました。やがて冬がきて…。
「金のおの銀のおの」
　正直な木こりが、ある日大切なおのを湖に落として困っていると
…。
「おしゃれなからす」
　鳥の王様を決めるコンテストで真っ黒なからすは、おしゃれをし
て一番になろうとします…。
「いなかのねずみと町のねずみ」
　いなかのねずみと町のねずみは仲良しです。二匹はそれぞれ、自
分の家に友達をよびますが…。

岩波映像

「マッチ売りの少女」
　マッチ売りの少女が、寒い町角を、何もかぶらず裸足で歩いてい
まし　　　　　　　　　　　　　　　た。マッチは一つも売れず、
家へ帰ることもできない少女は、冷たくなった指をあたためるため
に、すわり込んで一本のマッチをすりました。
「はくちょうの王子」
　むかしむかし、十一人の王子さまと、ひとりのお姫さまが仲良
く、くらしていました。ある日王さまは新しいおきさきをむかえま
したが、そのおきさきは、いじわるなおそろしい魔女だったので
す。
「ゆきの女王」
　ある所にカイという少年とゲルダという少女がいました。ある雪
の日、カイがひとりでソリ遊びをしていたところ、どこからか雪の
女王が現れました。そして、魅入るようにして彼をその場から連れ
去ってしまいます。

岩波映像

「アルプスの少女ハイジ」
　アルプスの山のふもとにハイジという少女がおじいさんと一緒に
楽しく暮らしています。ヤギ飼いであるペーターとも出会い、ペー
ターと一緒に山に登る毎日をおくります。
「三匹の子ぶた」
　なかよしの三匹のこぶたの兄弟がいました。ある日、お母さんが
「あなたたちもそろそろ自分達で家を建てなさい」と言いました。
さてどんな家ができるのでしょう？
「はだかの王様」
　おしゃれ好きな王様にふたりの男が「ばかには見えない布地」で
服を作ります。しかし、その男たちは詐欺師だったのです。王様は
その服を着てパレードに出かけますが、やはり誰一人「見えない」
とは言えません。

岩波映像



タイトル みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話しシリーズ　第４巻

対象 幼児～小学生 時間 ３４分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

タイトル

対象 幼児～小学生 時間 ３４分 購入年度 Ｈ２８年

内容

備考 岩波映像

タイトル

対象 幼児～小学生 時間 ３４分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話しシリーズ　第５巻

「ジャックと豆の木」
　なまけ者のジャックが、自分の牛と交換に豆を手に入れました。
そしてその豆は芽を出し、一晩のうちの空高く伸びてしまう。豆の
木を登ったジャックは、空の国にたどり着くと…。
「三銃士」
　田舎の村に住むダルタニャンは銃士になることを夢見てパリに出
ました。パリでは悪い大臣が国王の命をねらっていました。国王を
守るためダルタニャンは三銃士と力を合わせます。
「王さまの耳はロバの耳」
　王様の耳がロバの耳で、町の床屋が口止めされているにも関わら
ず、どうしても誰かに話したくて穴に向かって「王さまの耳はロバ
の耳だ」と大きな声でさけぶのでした。

みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話しシリーズ　第18巻

「足長おじさん」
　ジョングリア孤児院に暮らすジュディ・アボットは明るく意志の
強い女の子。しかし彼女は月に一度やってくる水曜日が、大嫌いで
した。それは、孤児院に多額の寄付をしている、評議員達を接待し
なければならないからでした。
「若草物語」
　南北戦争の最中、従軍牧師として出征中の父の留守中に母を助け
て暮らす四人姉妹、貧しいながらも美しく、正しく暮らしていまし
た。
「ふしぎの国のアリス」
　静かな川辺の野原でうとうと眠ってしまったアリスが、チョッキ
を着た白ウサギを追いかける夢を見ます。そのうち穴に落ちてしま
い、地下の国で多くの不思議な体験をします。

岩波映像

岩波映像

「母をたずねて」
　マルコは遠く離れた国へ働きに行ったお母さんをたずねて一人で
旅をします。しかし、行く先々に母親はおらず、旅は長いものにな
ります。
「小公子」
　アメリカの町で母と二人ひっそりと暮らしていたセドリックは、
ある日突然、おじいさんの後継ぎとして、イギリスに迎えられま
す。こころのやさしいセドリックは全ての人から愛され、おじいさ
んの心も次第にとけていきます…。
「十五少年漂流記」
　１５人の少年が乗った船が、嵐の夜に海に流されてしまいます。
１５人は陸に漂着するが、大陸か島か分かりません。探検するとか
つてこの島に流れ着いて、ここで亡くなったフランス人の住んでい
た洞穴を発見しました。



タイトル 山古志村のマリと三匹の子犬

対象 幼児～小学生 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

タイトル やめて！ライターあそび　どうぶつ村の消ぼう隊出どう

対象 幼児～小学生（低） 時間 １４分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

岩波映像

　季節は秋。サル太郎は友達と森の広場で元気にボール遊びをして
いた・・・と、横の茂みから、煙が立ち上がっているのを発見。
「火事だ！火事だ！森の広場で煙が出てるよ！」サル太郎の機転で
消防隊が駆けつけ、素早い消火作業で無事に火は消えた。
　子供の火遊びが原因で起こる火災が、毎年、相次いで起こってい
ます。その大半が、ライターやマッチ、花火によるものです。そこ
で、この作品は、火の扱い方、火の恐ろしさを知ってもらうため、
子供たちが興味深く親しみをもって見るアニメーションで、『火遊
びは絶対やめよう！』と強く訴えるものです。

映学社

　２００４年１０月２３日に発生した「新潟県中越地震」―山古志
村では多くの家屋が倒壊し、全村に避難命令が出される程の被害が
発生しました。
　この作品は、被災地に取り残されながら強く生き抜いた犬の「マ
リ」と、その三匹の子犬たちの実話を基に、命の大切さ、尊さを伝
える心温まるアニメーションです。「マリ」の子犬を思う気持ちと
人々との心の交流が、子供たちに生きることの大切さを教え、勇気
と思いやりの心を育ませます。


