
タイトル 災害ケーススタディ　とっさの判断！君ならどうする？

対象 小学生 時間 ４５分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル 最新版　心肺蘇生法とＡＥＤの使用法　解説編

対象 中学生・高校生～一般 時間 ２３分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

タイトル 知って防ごう熱中症

対象 小学生 時間 １８分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

タイトル 自転車の交通ルールを覚えよう　～小学生の交通安全～

対象 小学生 時間 １５分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

　地震や津波など、色々な災害についての基本的な知識や災害から
身を守る為の方法を学びます。この作品は、具体的な災害のケース
を分割して多数取り上げ、ケーススタディとして想定し、その場で
どうすべきか考えさせる実践的な内容になっています。

東映

　新しい救命救急のガイドラインに沿って、最初の三つの連鎖、つ
まり一次救命処置について、詳しく解説していきます。
　心肺蘇生法やＡＥＤは、知識として頭に入れるだけでなく、実際
にやってみて初めて力になるものです。救命救急の全体の流れを把
握し、救命処置の仕方を取得できることを目指した内容となってい
ます。

映学社　　文部科学省選定　　（財）日本学校保健会推薦

　熱中症により救急搬送される子供の数が激増しています。異常気
象による厳しい暑さが最大の要因です。熱中症になる原因を知らず
に日常生活や運動を行うなど、無理と無知から熱中症を防げなかっ
たケースが後を絶ちません。
　この作品は、イラストの太陽おじさんが少年ケンジの質問に答え
ながら熱中症の事を分かり易く説明する。太陽おじさんの出すクイ
ズで、視聴する子供も一緒に考えさせる。

映学社

　みなさんは遊びの中で自転車の乗り方を覚えていきます。しかし
自転車に乗る事が出来ても【正しい交通ルール】や【自転車はクル
マと同じ車両の仲間】ということは知っていますか？
　交通事故を防ぐために重要なのが交通ルールです。自分勝手な自
転車の乗り方は交通事故の原因となり、重大な事故につながる恐れ
があります。交通ルールと正しい乗り方が何故大切なのか、ドライ
ブレコーダーの映像も見ながら自転車の交通安全ルールを学びまし
ょう。

東映　財団法人 全日本交通安全協会 推薦



タイトル なぜ？どうして？から考える　小学生の自転車の安全な乗り方

対象 小学生 時間 １６分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル 昭和３０年代の日本・家族の生活　都会の子どもたち編

対象 成　人 時間 １４２分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

タイトル 昭和３０年代の日本・家族の生活　都会のくらし編

対象 成　人 時間 １４８分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

「百人の陽気な女房たち」（昭和３０年　３０分）
　戦後の日本は蚊やハエだらけ…伝染病を防ぐため、ボランティア
で公衆衛生改善活動を続ける主婦たちの姿。
「大都会の生活」（昭和３２年　２１分）
　大都会の繁栄ぶりを紹介しながら、交通や住宅などの問題点も指
摘する。５０年前の空から見た東京の街並みもめずらしい。
「おやじの日曜日」（昭和３４年　２８分）
　造船工場で働く父親が、休日に妻と４人の子どもと周るユーモラ
スな東京見物。上野動物園、寄席…。
「昼だけの都会」（昭和３６年　１２分）
　憧れの丸の内で働くサラリーマンやＢＧ（ＯＬ）の一日は？出勤
簿に群がる出社風景、昼休みの屋上では縄跳びや…。
「猫の散歩」（昭和３７年　２６分）
　ノラ猫の目が見た都市のゴミ問題。本物のノラ猫の演技は、お見
事！
　※各作品に製作当時のニュースと現在の姿を紹介

桜映画社

桜映画社

　小学生は、学年があがるにつれて自転車運転の技量も向上し、行
動範囲が広がります。それは同時に危険に遭遇する機会が増えるこ
とも意味します。
　自転車を安全に乗るためには、ただルールやマナーを覚えるだけ
では不十分。この作品では「なぜ危険なのか？」「どうしたら安全
なのか？」を子どもたちに、「質問を投げかけ」「考えさせる」と
いった手法を用いることで自然とルールやマナー、危険予測力が身
に付くことを目指しています。

東映　　（財）全日本交通安全協会推薦

「おやつ」（昭和３０年　２０分）
　東京の下町。貧しいながらも自由だった子どもたち。駄菓子屋、
紙芝居屋に群がる当時の子どもたちの夢や生活が生き生きと描かれ
ている。
「お姉さんといっしょ」（昭和３１年　５０分）
　トニー谷をはじめ、芸達者な役者陣に交じり、５歳タッチャン大
活躍。普遍的な家族愛が評価され、ベネチア国際映画祭でグランプ
リ受賞。
「赤ちゃんの意見」（昭和３６年　１２分）
　１歳になられた浩宮さまがひとり立ちする貴重な映像をはじめ、
貸しオムツや団地内の私設託児所など当時の出産から育児にまつわ
る話題を紹介。
「遊び場のない子どもたち」（昭和３９年　３７分）
　遊び場を奪われた都会の子どもたち。それでも、様々な工夫をし
てエネルギッシュに遊ぶ！今はなき東京球場に侵入したり…。
　※各作品に製作当時のニュースと現在の姿を紹介



タイトル 昭和３０年代の日本・家族の生活　農村のくらし編

対象 成　人 時間 １３３分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

タイトル 昭和３０年代の日本・家族の幸福　夫婦編

対象 成　人 時間 １４６分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

タイトル 昭和３０年代の日本・家族の幸福　親子編

対象 成　人 時間 １５４分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

「おふくろのバス旅行」（昭和３２年　２２分）
　家長しか団体旅行に参加しなかった当時の農村。家族が何でも話
し合い暮らせるようになればと、青年たちが両親そろってのバス旅
行を計画。
「おばあちゃんあやまる」（昭和３３年　３０分）
　年間６００万人もの赤痢菌保菌者がいた当時。農家の嫁姑が、家
族に赤痢患者が出たことで変化していくホームドラマ。
「おやじ」（昭和３４年　１８分）
　家族には笑顔ひとつ見せない農家のおやじ。貧しい中で親として
子どもたちに出来る限りのことを…と実はいつも考えているのだ。
「刈干切唄」（昭和３４年　４３分）
　「刈干切唄」で有名な天孫降臨伝説の地、宮崎県日向、高千穂地
方の焼畑農業など山地農民のたくましい生活と、神楽伝承の映像な
ど。
　※各作品に製作当時のニュースと現在の姿を紹介

桜映画社

「今どきの嫁」（昭和３１年　４７分）
　戦前の家族制度がまだ抜けきれない東北の農村を舞台に、新しい
考えを持つ嫁と姑との対立。古い因習に囚われた夫も実家に戻った
嫁の行動で、やっと目を覚まし妻を迎えにいく。
「妻と夫がけんかした話」（昭和３２年　３４分）
　一票差で村の予定者が落選してしまった。何事も順番や地域エゴ
できめていた村の政治を変えたのが新しい嫁の自由な投票だった。
この一票が巻き起こす騒動が夫婦や村を変えることになった。
「愛情屋台」（昭和３５年　５５分）
　空襲で焼き出された母子と一緒になり、通天閣の見える町で妻と
二台の屋台を並べて商いをする気弱な夫。しっかりものの妻と義理
の息子にも遠慮しながら、何とか亭主らしく、父親らしいことをし
たいと願う焼鳥屋の物語。
　※各作品に製作当時のニュースと現在の姿を紹介

桜映画社

「小さな町の小さな物語」（昭和３５年　３９分）
　中山道沿いの小さな町に薬局を開く夢を持つ薬剤師一家。妻には
文句を言われながらも、人の良い亭主は死別した妹親子、弟の子ど
もたちと次々と引き取ってしまう。子供と夢に向かって明るく生き
る家族。
「風光る日に」（昭和３６年　５５分）
　一年に一度山深い温泉宿に来るお客。同じ時、宿の中学生の娘に
心のこもった誕生プレゼントが毎年届く。娘が修学旅行で上京し
て、その送り主を訪ねると、その正体が明らかにされる。終戦の混
乱が生んだ物語。
「現代家族」（昭和３７年　４８分）
　戦後の混乱期を懸命に生きた母子家庭に娘の結婚話が影を落とし
始めた。養子を迎え親と同居か、親は老人ホームかの選択を迫る…
家族制度の崩壊は家族にも終わりがあることを意味していた。
　※各作品に製作当時のニュースと現在の姿を紹介

桜映画社



タイトル 昭和３０年代の日本・家族の幸福　家族編

対象 成　人 時間 １４４分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

タイトル （新）ジャングル大帝　・・誕生・・①

対象 幼児～小学生 時間 ２４分 購入年度 Ｈ２８年

内容

備考

タイトル （新）ジャングル大帝　・・約束・・②

対象 幼児～小学生 時間 ２４分 購入年度 Ｈ２９年

内容

備考

タイトル （新）ジャングル大帝　・・約束・・②バリアフリー版

対象 幼児～小学生 時間 ２４分 購入年度 Ｈ２９年

内容

備考

　エライザを残して船を脱出したレオは海上を漂流していた。その
レオを発見したのは、エライザを捕えた張本人の密猟業者・クッ
ター。彼もまた、船の遭難によって漂流者となっていた。レオと
クッターは、近くを通りかかった船に救出され、港に上陸する。そ
こで、医師の甥のケン一の元に預けられることになったレオは、初
めて人間の生活を体験する。やがてレオはケン一と入った動物園で
黒ヒョウ三兄弟と出会うが…。

Ｔ＆Ｋテレフィルム

　エライザを残して船を脱出したレオは海上を漂流していた。その
レオを発見したのは、エライザを捕えた張本人の密猟業者・クッ
ター。彼もまた、船の遭難によって漂流者となっていた。レオと
クッターは、近くを通りかかった船に救出され、港に上陸する。そ
こで、医師の甥のケン一の元に預けられることになったレオは、初
めて人間の生活を体験する。やがてレオはケン一と入った動物園で
黒ヒョウ三兄弟と出会うが…。

Ｔ＆Ｋテレフィルム

Ｔ＆Ｋテレフィルム

「お母さんの幸福」（昭和３３年　４８分）
　一家の大黒柱のお母さんが自宅で隔離入院生活を送ることに。こ
れまでの生活は一変。長女は会社を休み、全員お母さんの療養に協
力する生活を始める。母の病気が良くなるに従って、家族も成長し
ていく。
「おじいさんはがんこ者」（昭和３３年　３０分）
　５０年前の日本はまだ家長が大きな権限を握っていた。農家の食
事は米ばかりをどっさり食べて、結果栄養不足による病気にさらさ
れていた。がんこなおじいさんにバランスの良い食事を摂るように
説得していく。
「長男」（昭和３６年　５６分）
　農家の主として一家を支える長男とその家族の物語。近代的な酪
農経営で村を豊にしようと努力する兄。妹は町の男との結婚をめぐ
りその人柄に悩む。全国的に過疎化や離農が進行する中、農業で生
きる努力を描く。
　※各作品に製作当時のニュースと現在の姿を紹介

桜映画社

　ところはアフリカ奥地の秘境。ここでは、パンジャという名の白
いライオンが出没、魔神として人間達に恐れられていた。古代エジ
プト王朝で神と崇められていた白いライオンの子が盗まれてから、
４０００年後の出来事である。動物達から王者と崇められていたパ
ンジャだったが、ついに密猟者ハムエッグの手にかかって命を落と
す。一方、パンジャの妻・エライザは捕獲され、移送先のヨーロッ
パへ向かう船内でレオを出産する。



タイトル （新）ジャングル大帝　・・旅立ち・・③

対象 幼児～小学生 時間 ２４分 購入年度 Ｈ２９年

内容

備考

タイトル （新）ジャングル大帝　・・旅立ち・・③バリアフリー版

対象 幼児～小学生 時間 ２４分 購入年度 Ｈ２９年

内容

備考

タイトル 世界の童話①

対象 幼児 時間 ２３分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル 世界の童話②

対象 幼児 時間 ２３分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考 岩波映像

　レオとケン一が出会ってから１年。レオはアフリカに送還される
ことになった。レオはついに辿り着いたアフリカの暑さや広さに目
を見張る。しかし、レオが送り込まれた場所は、人の管理下に置か
れたサファリパークだった。「本当のジャングルへ逃げろ」。パー
クに保護されているヌーの言葉を胸に、レオはケン一と一緒にパー
クからの逃亡を図る。追跡を振り切って境界線を越え、広いサバン
ナをジャングルへ走るレオの姿があった。

Ｔ＆Ｋテレフィルム

　レオとケン一が出会ってから１年。レオはアフリカに送還される
ことになった。レオはついに辿り着いたアフリカの暑さや広さに目
を見張る。しかし、レオが送り込まれた場所は、人の管理下に置か
れたサファリパークだった。「本当のジャングルへ逃げろ」。パー
クに保護されているヌーの言葉を胸に、レオはケン一と一緒にパー
クからの逃亡を図る。追跡を振り切って境界線を越え、広いサバン
ナをジャングルへ走るレオの姿があった。

Ｔ＆Ｋテレフィルム

「ピノキオ」
　ゼベットじいさんが作った木の人形ピノキオ。良い子にしていれ
ば人間にしてくれるという女神様との約束をなかなか守れません。
そんな時、くじらに飲み込まれたおじいさんを助けに行くピノキオ
ですが…。
「ピーターパン」
　ある夜、ウエンディーと弟たちの所へ夢の島ネバーランドから
ピーターパンがやって来た。光の粉をあびたウエンディー達は空を
飛べるようになり、ピーターパンと一緒に夢の島へ…。

岩波映像

「シンデレラ」
　継母とその娘と暮らすシンデレラ。ある日、お城で王子様の結婚
相手を探すパーティーが開かれました。魔法で美しくなったシンデ
レラでしたが…。
「にんぎょ姫」
　人間の王子様を好きになってしまったにんぎょ姫。自分の声と引
きかえに魔女に人間にしてもらいます。しかし、王子様と結婚でき
なければ、海に溶けてなくなってしまうと魔女と約束してしまいま
した…。



タイトル 世界の童話③

対象 幼児 時間 ２３分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル 世界文化遺産「よみがえる金色堂」

対象 中学生～一般 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

タイトル そのクリックは危険です！　被害にあった１０代２０代の若者たち

対象 中学生～一般 時間 １８分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

タイトル だいじょうぶ　だいじょうぶ

対象 幼児～小学生 時間 ３０分 購入年度 Ｈ２１年

内容

備考

「フランダースの犬」
　優しいおじいさんと犬のパトラッシュと貧しくても仲良く暮らし
ていたネルロ。ある雪の日、おじいさんが天国へと行ってしまいま
す。帰る所がなくなってしまったネルロは、一人美術館へと…。
「ジャックと豆の木」
　魔法の豆をもらったジャック。一日で天まで伸びた豆の木を登っ
ていくと、そこには人食い鬼の屋敷が。居眠りをしている鬼から金
貨を手に入れ家に戻ろうとしますが、鬼が目を覚ましてしまい…。

岩波映像

　
　「中尊寺金色堂」は、数少ない１２世紀の建築として、また優れ
た工芸技術の作品として、世界文化遺産に認定されました。この映
画は、創建以来はじめての解体修理が、昭和３７年から７年間にわ
たっておこなわれた貴重な記録です。

岩波映像

　・ＳＮＳの罠　・アダルト情報サイト　・出会い系サイト
　・サクラサイト商法　・ＳＮＳに対する心構えとは…
　この作品では、青少年向け、成人向けとして、ＳＮＳトラブルの代表的
な事例を具体的に見せながら、その予防法と対処法を紹介します。大人た
ちが子供たちに伝えるべきこと、また、そのために大人たちが知るべきこ
とを中心に、事例の解説やトラブル予防、対処のポイント、指導のポイン
トなどについてまとめています。
※ＳＮＳ…インターネット上で日記やメッセージなどを通じて、友
　人や知人・共通の趣味を持つ人たちとの交流を目的としたサービ
　ス

映学社

　「だいじょうぶ　だいじょうぶ」
　毎日のようにお散歩を楽しんでいた、ぼくとおじいちゃん。小さ
かったぼくにとって、そのお散歩はとても楽しく、新鮮な冒険でし
た。でも、たまには怖いこともあるし、しょんぼりしてしまうよう
なこともあります。
　「へびくんのおさんぽ」
　おさんぽしていたへびくんの前に大きな水たまりが現れました。
身体を大きく伸ばして、水たまりを渡ろうとしたへびくん。そこに
動物たちがやってきて…。

アミューズ



タイトル チップとデール

対象 幼児～小学生 時間 ５３分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

タイトル 中学校保健体育ＤＶＤ　◎ダンス　現代的なリズムのダンス

対象 指導者 時間 ６０分 購入年度 Ｈ２５年

内容

備考

タイトル つぎはあなたかも！！ 特殊詐欺被害に遭わないために

対象 一般 時間 34分 購入年度 Ｒ1年

内容

備考

タイトル 津波襲来　その一瞬が生死を分ける

対象 一般 時間 ２２分 購入年度 Ｈ１９年

内容

備考

「特殊詐欺っに遭うう人って、どんな人？」＠私はお金もないし、
被害にあわないから大丈夫」広報活動をしていると、よく耳にしま
す。でも被害に遭う人は、特別な人ではありません。誰もが被害に
遭ってもおかしくはないのです。このＤＶＤは「奥州カルチャー」
の協力を得て、だまされる方の心理や最新の手口、具体的な対処方
法について、寸劇形式で説明したものです。ちょっとの時間でいい
です。「まずは、お茶っこでも飲みながら、みんなでみてけらい
ん！」　　はじめに　なぜだまされるのか？（5分53秒）
手口1　キャッシュカードをだまし取る手口、（9分03秒）、手口
2　「捜査に協力してくれませんか？（5分53秒）、手口3　「料
金未納で、裁判します」（5分12秒）　手口4　孫を語るオレオレ
詐欺（7分35秒）

奥州地区防犯協会連合会、奥州警察署、奥州カルチャー、えさしわ
いわいねっと

　津波は壊滅的な被害を引き起こすこともある恐ろしい災害。近年
もスマトラ島沖地震の津波など、深刻な津波災害が発生している。
我が国でも２万人以上が亡くなった明治２９年の明治三陸大津波を
はじめ、各地で悲惨な津波災害の記録が数多く残っている。しかし
、津波は稀にしか起こらないので警戒意識が薄くなりがちで、津波
に対する誤解や認識不足も多い。この作品では、津波の正しい知識
を分かりやすく伝えるとともに私たちの心の油断に警告を発する。

東映　

岩波映像

　チップとデールはいたずらが大好き！！
　　「リスの朝ごはん」
　　「リスの冬支度」
　　「リスのオモチャ合戦」
　　「リスのいたずら合戦」
　　「リスの手袋騒動」
　　「リスの汽車ごっこ」
　　「リス君は歌姫がお好き」
　　「リスのピーナッツ」

岩波映像

　ロック、ヒップホップのリズムで踊る１時間の授業展開例のほか
に、ロック、サンバ、ヒップホップのリズムの特徴と踊り方のポイ
ント、「ワークショップ型」の活動の工夫などを収録しています。
授業でそのまま使えるロック・サンバ・ヒップポップの音楽ＣＤつ
きです。
　　　　　　　　　　　　（ダンス必修化のための指導用ＤＶＤ）



タイトル でんじろう先生の日曜実験室　ラブラボ！

対象 小学生～一般 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル でんじろう先生の日曜実験室　ラブラボ！

対象 小学生～一般 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル でんじろう先生の日曜実験室　ラブラボ！

対象 小学生～一般 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル でんじろう先生の日曜実験室　ラブラボ！

対象 小学生～一般 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

タイトル でんじろう先生の日曜実験室　ラブラボ！

対象 小学生～一般 時間 ４５分 購入年度 Ｈ２２年

内容

備考

　第５巻　火を起こしてみよう！／真空の科学／光の性質

　身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじ
ろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説します。
　子どもから大人まで、科学を楽しむ心、発見する心を育てる作品
です。

東映

東映

　第１巻　空気砲／ゴムの不思議／視覚の不思議
　
　身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじ
ろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説します。
　子どもから大人まで、科学を楽しむ心、発見する心を育てる作品
です。

東映　　平成１８年日本民間放送連盟賞　特別表彰部門青少年向け番組優秀賞

　第２巻　磁石で遊ぼう！／カルシウム／船の科学

　身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじ
ろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説します。
　子どもから大人まで、科学を楽しむ心、発見する心を育てる作品
です。

東映

　第３巻　音の科学／切断の科学／赤外線の科学

　身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじ
ろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説します。
　子どもから大人まで、科学を楽しむ心、発見する心を育てる作品
です。

東映

　第４巻　電池のマル秘大実験／超音波の科学／紫外線の科学

　身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじ
ろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説します。
　子どもから大人まで、科学を楽しむ心、発見する心を育てる作品
です。



タイトル 道徳名作シリーズ④　ふりだした雨

対象 小学生（中学年） 時間 ９分 購入年度 H２７年

内容

備考

タイトル ドナルド・ダック　ドナルドの駅長さん

対象 幼児～小学生 時間 ６８分 購入年度 Ｈ２４年

内容

備考

タイトル ドナルド・ダック　ドナルドの磁石騒動

対象 幼児～小学生 時間 ６２分 購入年度 Ｈ２８年

内容

備考

タイトル ドナルド・ダック　ドナルドの少年団長

対象 幼児～小学生 時間 ６０分 購入年度 Ｈ２８年

内容

備考

雨が降り出しそうで早く帰りたいのに、やらなくてはいけないこと
を思い出して…。困難な状況にあっても、役割を成し遂げることの
意味、そして達成したときの喜びや満足感を表現しています。

東映

　ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！
　　「ドナルドの駅長さん」
　　「ドナルドの海水浴」
　　「ドナルドのダンス大好き」
　　「ドナルドの消防隊長」
　　「ドナルドのカメラ大好き」
　　「ドナルドの雪合戦」
　　「ドナルドの透明人間」
　　「ドナルドのパイロット」

岩波映像

　ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！
　　「ドナルドの磁石騒動」
　　「ドナルドのメキシカン・ドライブ」
　　「ドナルドの博物館見学」
　　「ドナルドの昼寝」
　　「ドナルドの腕白時代」
　　「ドナルドの腕白教育」
　　「ドナルドの森林警備隊」
　　「ドナルドはデイジーに首ったけ」

岩波映像

　ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！
　　「ドナルドの少年団長」
　　「ドナルドのキツネ狩り」
　　「ドナルドのゴルフ・デー」
　　「ハリウッドのマザーグース」
　　「ドナルドのラッキーな１日」
　　「ドナルドのアイス・ホッケー」
　　「食いしん坊がやってきた」
　　「ドナルドのリンゴ園」

岩波映像



タイトル トムとジェリー　１

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 トムとジェリー　２

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 トムとジェリー　３

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 トムとジェリー　４

対象 幼児～小学生 時間 ６０分 購入年度 Ｈ２３年

内容

備考

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「赤ちゃんはいいな」
　　「母をたずねて」
　　「おかしなアヒルの子」
　　「可愛い逃亡者」
　　「可愛い花嫁さん」
　　「計算違い」
　　「目茶苦茶ゴルフ」
　　「人造ネコ」

岩波映像

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「天国と地獄」
　　「悪魔のささやき」
　　「復讐もほどほどに」
　　「透明ネズミ」
　　「変な魚釣り」
　　「やんちゃな生徒」
　　「ブルおじさん」
　　「夢と消えた百万ドル」

岩波映像

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「星空の音楽会」
　　「恋のとりこ」
　　「いたずらきつつき」（第２２回アカデミー賞ノミネート）

　　「お化け騒動」
　　「ショックで直せ」
　　「共同作戦」
　　「ジェリーと金魚」
　　「玉つきゲームは楽しいね」

岩波映像

岩波映像

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「上には上がある」（第１３回アカデミー賞ノミネート）

　　「恐怖の白ネズミ」
　　「おしゃべり子ガモ」
　　「ジェリーとジャンボ」
　　「にわとり婆さん」
　　「ネズミ捕り必勝法」（第１７回アカデミー賞受賞）

　　「パーティ荒し」（第２４回アカデミー賞受賞）

　　「猫はやっぱり猫でした」



タイトル トムとジェリー　５

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 トムとジェリー　６

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 トムとジェリー　７

対象 幼児～小学生 時間 ６０分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

タイトル トムとジェリー　８

対象 幼児～小学生 時間 ６０分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「バラ色の人生」
　　「海の底はすばらしい」
　　「トム君空を飛ぶ」
　　「トム氏の優雅な生活」
　　「南の島」
　　「可愛い子猫と思ったら」
　　「夜中のつまみ食い」
　　「春はいたずらもの」

岩波映像

岩波映像

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「メリークリスマス」（第１４回アカデミー賞ノミネート）

　　「トラになったトム」
　　「恋ははかなく」
　　「命の恩人」
　　「台所戦争」（第２１回アカデミー賞受賞）

　　「仲良し同盟」
　　「なかよし」
　　「トムのガールフレンド」

岩波映像

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「楽しいボーリング」
　　「ここまでおいで」
　　「ワルツの王様」（第２５回アカデミー賞受賞）

　　「テニスなんて楽だね」
　　「ピアノ・コンサート」（第１９回アカデミー賞受賞）

　　「インディアンごっこ」
　　「強敵あらわる」
　　「土曜の夜は」

岩波映像

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「ジェリー街へ行く」
　　「あべこべ物語」
　　「お掃除はこうするの」
　　「西部の伊達ねずみ」
　　「ジェリーの日記」
　　「ごきげんないとこ」
　　「淋しがりや」
　　「こわいお手伝いさん」



タイトル トムとジェリー　９

対象 幼児～小学生 時間 ６０分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

タイトル トムとジェリー　１０

対象 幼児～小学生 時間 ４９分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

タイトル ドラッグの悲劇　脱法ハーブが奪った未来

対象 中学生～一般 時間 １９分 購入年度 Ｈ２６年

内容

備考

　大きな社会問題となっている脱法ドラッグ。中でも脱法ハーブに
関する事件や事故が近年、急増しています。平成２６年４月に改正
薬事法が施行され規制が強化されましたが、依然として脱法ハーブ
は安易に入手できる状況にあり、若者を取り巻く危険な状況は続い
ています。本作品は、脱法ハーブに手を出した少年の転落の軌跡を
ドラマと詳細な解説で描きます。脱法ドラッグの恐ろしさを実感さ
せ、拒絶する強い意志と危機意識を持たせるための薬物乱用防止教
材です。

東映

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「夢と消えたバカンス」
　　「捨てネズミ」
　　「ウソをついたら」
　　「トムさんと悪友」
　　「仲間割れ」
　　「お家はバラバラ」
　　「海のバカンス」
　　「ふんだりけったり」

岩波映像

　ねこのトムとねずみのジェリー！今日も仲良くケンカ中？！
　　「花火はすごいぞ」
　　「逃げてきたライオン」
　　「素敵なおさがり」
　　「勝利は我に」
　　「ただいまお昼寝中」
　　「パパは強いな」
　　「パパの教育」

岩波映像


