
タイトル ナンデくんと学ぶ　地震と津波を知ろう　じぶんの命を守るために

対象 小学生 時間 １６分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

タイトル 南部神楽　歴史を紡ぐ伝承の物語

対象 一般 時間 １０５分/110分 購入年度 Ｈ２９年

内容

備考

タイトル 虹のきずな

対象 小学生～一般 時間 ３１分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

タイトル 日本の童話①

対象 幼児 時間 ２３分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

　日本ではこれまで大きな地震が起きるたびに、多くの人の命が奪
われてきました。今後も首都直下地震や南海トラフ沿いの地震など
警告されていますが、日本全国いつどこでも地震は起こりうるとい
えます。
　この作品では、地震・津波が起こる理由や緊急地震速報の仕組み
や、地震・津波が起きた時の行動の仕方を小学生の「ナンデくん」
と一緒に学び解説していきます。どんな状況で地震が起きても命が
助かるよう、子どもたちにしっかり理解させることを狙いとしてい
ます。

東映

　DISC１「神楽の伝承」「岩戸入れ」「三番叟」「宝剣納」「彦
火火出見尊」
DISC２「牛若丸弁慶五條の橋」「篠田森　石川悪右衛門合戦の
巻」「田村二代」

奥州文化遺産活用実行委員会

　小学校の図書館で読み聞かせのボランティアをしているひかりが
出会った、中国人の転校生・タオロン。つたない日本語が原因でい
じめられるようになってしまったタオロンに、ひかりは声をかけら
れずにいた。
　実はひかりには、いじめを傍観した過去があったのだ。そんなふ
たりが一冊の本に出会い、踏み出した一歩とは・・・。

学研

「かぐやひめ」
　昔々、おじいさんは光る竹から女の子を見つけました。かぐやひ
めと名づけられた女の子は、とても美しい女性に成長しました。あ
る夜、月を見て涙を流すかぐやひめ…。
「したきりすずめ」
　おじいさんがかわいがっていたすずめは、おばあさんに舌を切ら
れ逃げ出します。すずめを見つけたおじいさんは、おみやげをもら
いました。おじいさんが選んだ方は小判がザクザク。でも、おばあ
さんが選んだ方には…。

岩波映像



タイトル 日本の童話②

対象 幼児 時間 ２３分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル 日本の童話③

対象 幼児 時間 ２３分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル ねぎぼうずのあさたろう　巻之一

対象 幼児～小学生 時間 ５１分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

タイトル ねぎぼうずのあさたろう　巻之二

対象 幼児～小学生 時間 １０２分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

岩波映像

「つるのおんがえし」
　冬のある日、おじいさんが一羽のつるを助けました。その夜、美
しい娘がおじいさんの家に一晩泊めてほしいと訪ねて来ました。そ
のお礼にと娘が織った反物は町で評判になります…。
「３年ねたろう」
　寝てばかりいて、村人からは「ねたろう」と呼ばれている男がお
りました。日照り続きで食べ物に困ったある日、ねたろうがついに
動き出しました。お嫁さんをもらい、荒れた土地を耕して畑を作り
ました…。

岩波映像

「一休さん」
　とんちに優れた一休というお坊さんがおりました。その噂を聞い
た三代将軍足利義満は、とんち比べをする為お城に呼び寄せます。
絵に描かれたトラを縛ってほしいという将軍様。さぁ一休は…？
「ももたろう」
　桃から生まれた男の子は、ももたろうと名づけられ、おじいさん
とおばあさんの元ですくすくと大きくなりました。ある日、村で悪
さをする鬼を退治する為、イヌ、サル、キジを連れて鬼の住む島へ
…。

　其之一　「旅立ちのとうげ」
　あさたろうはねぎぼうず。広い世界を旅してみたいと、いつも遠
くを眺めてた。ある日、やつがしらの権兵衛が子分引き連れいつも
の悪さ。我慢できずにあさたろう、ねぎじる飛ばしてやっつけた。

　其の二　「出会いの宿場町」
　初めて目にする江戸の町。そこで出会った、にんにくにきち。何
も知らないあさたろうに、色々世話を焼いてくれる。ところが、こ
のにんにく男、実は権兵衛の手先だった。

東映

　其之三　「謎のゆうれい屋敷」
　旅を続ける三人衆は、雨に打たれてぬれねずみ。
　其之四　「おまんじゅうは恋の味」
　ろくごう名物よねまんじゅう。ところが、なぜか美味くない。
　其之五　「弁天様のくれた赤ん坊」
　弁天参りのご一行、そこで見つけた赤ん坊。こりゃ大変！
　其之六　「きゅうべえと磯菊の花」
　再び相見えた浪人きゅうべえ。またも命をもらうと刀を抜くが…

東映



タイトル ねぎぼうずのあさたろう　巻之三

対象 幼児～小学生 時間 １０２分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

タイトル ねぎぼうずのあさたろう　巻之四

対象 幼児～小学生 時間 １０２分 購入年度 Ｈ２４分

内容

備考

タイトル ねずみくんのきもち

対象 幼児～小学生 時間 １２分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

タイトル ねずみくんのチョッキ②

対象 幼児 時間 ３８分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考 東映

　其之七　「嘘つき小僧すず吉」
　偶然出会ったすず吉に情けをかけたのが運のつき。
　其之八　「村を守った秘密箱」
　ここは箱根の山の中。村まで案内されたはいいが…
　其之九　「くノ一の隠れ里」
　まだまだ続く箱根の山。現れたるはりんごのおりん。
　其之十　「人情渡し舟」
　箱根を越えて三島も近く。いんちき賭博を見破ったねぎぼうず。

東映

　其之十一　「鉄火肌火の玉おてつ」
　屋台の並ぶ暮れの市。女親分火の玉おてつに忍び寄るは…
　其之十二　「はらぺこ侍必殺剣」
　沼津の宿で出会ったのは、財布を盗られたはらぺこ侍。
　其之十三　「大笑い一番勝負！」
　偶然見つけたお笑い勝負の辻の札。
　其之十四　「もろこし天狗党あらわる」
　あらぬ疑いかけられて、お縄頂戴三人衆。

東映

　相手のことを大切に思う心、思いやりが大切なこと。
　みんな助け合って生きているということ。
　みんな違うからいいんだということ。
　みんな本当は、すばらしいところを持っているということ。

　ロングセラーのねずみくんの絵本シリーズの中の『ねずみくんの
きもち』を映像化しました。いじめやコンプレックス、自然とのつ
ながりなどの大切なテーマをねずみくんと一緒に学べる楽しいアニ
メーションです。

東映

　赤いチョッキが自慢のねずみくんと、ゆかいな仲間たちの楽しい
お話です。
　
　　　第１話　またまたねずみくんのチョッキ
　　　第２話　ねずみくんとおんがくかい
　　　第３話　ぞうさんとねずみくん
　　　第４話　ねずみくん　ねずみくん
　　　第５話　ねずみくんのひみつ
　　　第６話　ねずみくんのたんじょうび



タイトル ネットいじめ　ひとりで悩まない

対象 中学生 時間 ２３分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル ネットの暴力を許さない

対象 中学生 時間 １９分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

タイトル 年中行事アニメーションシリーズ　Ｐａｒｔ１　５話収録

対象 幼児～小学生 時間 ４９分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

　最近、インターネットや携帯電話を使った「ネットいじめ」が大
きな問題になっています。たくさんの子供が、学校裏サイトやプロ
フで悪口を書かれたり、携帯電話で中傷メールを送られたりして傷
つけられているのです。
　この作品では、ある中学２年生のネットいじめの事例をドラマ形
式で描き「ネットいじめは絶対にしてはいけない」ということ、
様々な対処法、インターネットリテラシーの基本などについて、子
供たちに考えさせ、知識を身につけさせる内容となっています。

映学社　　文部科学省選定　　（財）コンピュータ教育開発センター推薦

　中高生の間で流行しているプロフ。それがいじめの温床となって
います。規則や監視をしても、子どもたちに自覚がなければ、ネッ
トによる暴力を止めることはできません。いたずら、いやがらせが
どういう問題を起こすのか。自分たちは加害者と同じいじめをして
いないか。いじめをおもしろがる心があるからネットの暴力が止め
られないのではないか。こうした問いかけをし、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。

東映

　「なかよし鯉のぼり」（　９分）
　テレビゲーム好きの健太は妹に相撲で負けてしまうほどのひ弱な
少年。それを知った鯉のぼりの鯉くんが、健太を背中に乗せてタイ
ムスリップ。金太郎に相撲を教わったり…。楽しい大冒険物語。
　
　「赤いカーネーション」（１０分）
　イギリスでのお話。煙突掃除の仕事をしているエドは「母の日」
に休みをもらい、久し振りに会う母のためにクッキーを持って実家
に向かいますが…。母の日のカーネーションにまつわるお話。

　「七夕さま」（１０分）
　ある仲良し姉弟に、お母さんが七夕にまつわる織姫と彦星の話を
してくれます。夜空にキラめく二つのお星様が、天の川をはさんで
再会するというロマンチックな物語。

　「おじいちゃんはボクのヒーロー」（１０分）
　武くんは敬老の日のために幼稚園でおじいちゃんの似顔絵を描き
ました。帰り道、ウナギ捕りをしていたおじいちゃんは、むかし小
さな村で起こったお話を聞かせます。

　「お月様とうさぎ」（１０分）
　秋の十五夜にお月見を楽しむ子どもたちに、お母さんがあるお話
しをします。それは、うさぎの親子の悲しくも愛情あふれるお月見
にまつわるお話。

東映



タイトル 年中行事アニメーションシリーズ　Ｐａｒｔ２　５話収録

対象 幼児～小学生 時間 ５４分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

タイトル ハードル　ＨＵＲＤＬＥ

対象 小学生～一般 時間 ８４分 購入年度 Ｈ２０年

内容

備考

タイトル ぱんつもいいな

対象 幼児～小学生 時間 ３０分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考 アミューズ

　「七五三と子どもたち」（１０分）
　むかしむかしのお話。庄屋さん夫婦には、お花（７才）、長吉（５
才）、お福（３才）という三人の子どもがおりました。いろいろ問題があ
り、夫婦は先行きが心配でたまりません。七五三にまつわる楽しいお話。

　「神様がくれたクリスマスツリー」（１２分）
　今年はツリーのないクリスマスになりそう…。村長たちの困った顔を見
て、その原因をつくった幼い兄弟は、広場の大きなモミに木に登って飾り
付を始めます。クリスマスにまつわる心温まる物語。

　「年神様とお正月」（１０分）
　念願の供え餅を手に入れた松吉。しかし、お腹を空かせた老人に出会
い、餅をあげてしまいます。老人は、「門松を飾れば年神様は必ず訪れる
だろう」と言って手斧を渡します。お正月をテーマにした幻想的なお話。

　「福は内！鬼は外！」（１１分）
　ある山里の村に起きた不思議なお話。子どもたちが、納屋で小鬼を見つ
けます。村人が旅の僧に相談していると、鬼を追い払う秘策を教えてくれ
ます。

　「ひなまつり」（１１分）
　病身の妹が丈夫になるようにと作った紙のひな人形。以後、妹は病気ひ
とつしない丈夫な子になりましたが、この話をしても誰も信じてくれませ
ん。姉の愛情が温かく伝わってくるお話。

東映

　横浜に暮らす有沢麗音（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。中学校受験を控え、心にス
トレスを抱えている時でした。しかし、友人の名前を言わなかった
麗音は犯人と誤解されてしまいます。無実を信じてくれない大人た
ちの態度に麗音は深く傷つきますが、友人と文房具店のおばあさん
の言葉に救われ、心の輝きを取り戻していきます。
　未来を担う子ども達の健やかな心の成長は、社会の大きな願いで
す。
　主題歌を人気のフォークデュオ“ゆず”が担当しています。

岩波映像　　文部科学省選定

　「ぱんつもいいな」
　虫やどうぶつたちは、どこでもおしっこ、どこでもうんち…。
　「すこしはきれいに」
　髪はぼさぼさ、おふろも入らない、おとうさんとおかあさんの言
うことをきかない“ぼく”。
　「すぷーんをもてば」
　すぷーんとふぉーくを使うことになった“ぼく”。
　「おててはぴかぴか」
　ちょうちょうのこな、どろのおだんご、はっぱのしる…。



タイトル プルート

対象 幼児～小学生 時間 ５８分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　①花さか爺さん　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　②浦島太郎　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　③こぶとり爺さん　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

　人気者プルーとがミッキー、ミニーと一緒におおはしゃぎ！！
　　「プルートの遊び友達」
　　「プルートの泣き虫」
　　「プルートの動物園」
　　「プルートの仲直り」
　　「プルートの名探偵」
　　「プルートのおつかい」
　　「プルートの恋の季節」
　　「プルートのサーカス大好き」

岩波映像

「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」

岩波映像

「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」

岩波映像

「こぶとり爺さん」
「たにし長者」
「魚女房」
「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」
「無精くらべ」

岩波映像



タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　④ぶんぶく茶釜

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑤織姫と彦星

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑥わらしべ長者　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑦かぐや姫　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

岩波映像

「こぶとり爺さん」
「たにし長者」
「魚女房」
「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」
「無精くらべ」

岩波映像

「織姫と彦星」
「闇夜にカラス」
「髪そり狐」
「そそうの相九郎」
「オンバの皮」
「いもころがし」
「火男」
「ねずみのすもう」
「和尚と小僧のぷ～ぷ～ぱたぱた」

「わらしべ長者」
「天の羽衣」
「厠の神様」
「仁王とどっこい」
「鷲のさらい子」
「こんにゃく問答」
「絵姿女房」
「おいてけ掘」
「金をひろったら」

岩波映像

「かぐや姫」
「鬼の妹」
「まんじゅうこわい」
「うばすて山」
「水の神の文使い」
「運のよいにわか侍」
「海幸彦と山幸彦」
「河童が出てきた日」
「閻魔さまの失敗」

岩波映像



タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑧三つの斧　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑨天狗の隠れみの　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑩鶴の恩返し　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑪因幡の白兎　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考 岩波映像

「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」

岩波映像

「天狗の隠れみの」
「鬼婆さんが仲人」
「閻魔さまはハチゴロどん」
「きき耳ずきん」
「犬と猫と宝物」
「幽霊の歌よみ」
「たのきゅう」
「てえてえ小法師」
「にせ小僧」

岩波映像

「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」

岩波映像

「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」



タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑫大江山の鬼退治　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑬桃太郎　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 Ｈ２７年

内容

備考

タイトル 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

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑮笠地蔵　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

「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」
「ムカデの医者むかえ」

岩波映像

「桃太郎」
「はちかつぎ姫」
「十二支のはなし」
「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」

岩波映像

「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」
「鳥呑み爺さん」

岩波映像

「笠地蔵」
「塩ふき臼」
「大年の客」
「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」

岩波映像



タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑯一足千里のわらじ　他

対象 幼児～小学生 時間 ６９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ふるさと再生　日本の昔ばなし　⑰ヤマタノオロチ　他

対象 幼児～小学生 時間 ４６分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル 防災の備えと意識１０カ条　東日本大震災が残した教訓

対象 一般 時間 ２２分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

タイトル 放射性物質の光と影

対象 一般 時間 ２６分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

岩波映像

「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」

岩波映像

「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」

　東日本大震災では、地震と津波の恐ろしさを改めて認識すること
となりました。今、日本では地震の活動期に入っていると言われて
います。近い将来、首都直下地震など巨大地震の危機が高まってい
ます。地震対策や津波対策で、まず大切なことは自分の命は自分で
守るという「自助」です。
　この作品では「自助」として個人が身近なところで取り組むこと
のできる地震や津波に対して必要な備えを１０項目にまとめて、な
ぜその備えが必要かを説明し、実際に何をどうしたら良いかを、分
かりやすく紹介します。

映学社

　東日本大震災による福島第一原発の事故以来、「放射能」や「放
射線」の汚染など、生活の中への影響が問題となっています。とこ
ろが、今回の原発事故が起きるまで、放射線についてはよく知らな
かったという人が多いのではないでしょうか。
　そこでこの作品では、放射線物質の放射能と放射線の違いや、そ
の種類を理解し、さらに生活の中で役に立っている放射線（医療や
科学分析、非破壊検査など）についても広く紹介します。また、原
発事故で放出された放射線が体にどう影響するのかについても検証
します。

映学社



タイトル 防犯教育用ビデオシリーズ　ひとりのときがあぶない！

対象 幼児・小学校（低） 時間 １５分 購入年度 H１８年

内容

備考

タイトル 防犯教育用ビデオシリーズ　自分で自分を守る

対象 小学校（高） 時間 １５分 購入年度 H１８年

内容

備考

タイトル 星の王子さま

対象 小学生～一般 時間 ３０分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

　最近、小学校低学年を狙った「誘拐」「連れ去り」といった凶悪
な事件が次々と発生しています。低年齢のうちから「まさか自分が
…」と思うのではなく「自分も被害にあうかも知れない」と、積極
的に防犯意識を身につけさせる試みが各地で行われ始めています。
本作品はアニメと実写で描く、子供向けの防犯教育用ビデオです。
　幼児・小学校低学年向け作品では、少女（７歳）が、夢の中で連
れ去られそうになったことをキッカケに、犬のワン太に案内され
て、アニメで描く動物村での誘拐から自分の身を守る方法に興味を
持ち、自然に防犯意識を身につけていきます。

映学社　文部科学省選定　（社）青少年育成国民会議推薦

　最近、小学校低学年を狙った「誘拐」「連れ去り」といった凶悪
な事件が次々と発生しています。低年齢のうちから「まさか自分が
…」と思うのではなく「自分も被害にあうかも知れない」と、積極
的に防犯意識を身につけさせる試みが各地で行われ始めています。
本作品はアニメと実写で描く、子供向けの防犯教育用ビデオです。
　１１歳の少女が主人公の小学校高学年向け作品では、低学年用作
品の内容に加えて、安全マップ作りや一人でいる小さい子を守って
あげることの大切さも訴えていきます。

映学社　文部科学省選定　（社）青少年育成国民会議推薦

　ある日、パイロットの乗った飛行機のエンジンが故障してサハラ
砂漠に不時着しました。最初の晩、パイロットが誰もいない砂漠で
寝ていると小さな男の子の声が聞こえてきました。しかし、その男
の子は、よその星からやってきた『星の王子さま』だったのです。
　この作品は、パイロットと星の王子さまの出会いから、永遠の別
れまでを描いた美しくも儚い不朽のファンタジーストーリーです。

岩波映像


