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視聴覚ライブラリーとは 

（１）視聴覚教育と視聴覚ライブラリー 
 視聴覚教育とは、学校教育や社会教育の教育現場で視聴覚手段を用いて幅広い学習の効果と向上を図

ることを目的としている。 
 しかし、個々の教育現場で視聴覚機材・教材を揃えることは、財政的に困難であるためこれらの視聴

覚機材・教材を集中的に管理し、運営する機関として視聴覚ライブラリーが設置されています。 
 
（２）視聴覚ライブラリーの役割 
 視聴覚ライブラリーは、視聴覚機材・教材を集中的に管理し、どなたにでもその機材・教材が使いこ

なせるようにするため技術講習や各種研修会等も実施しています。つまり視聴覚機材・教材を整備して

おき、教育現場の必要に応じて、いつでも貸し出せる体制を整え、その取扱いについても指導、助言を

し、幅広い学習の効果を高めます。 
 
南部広域行政組合視聴覚ライブラリーの利用について 

（１） 南部広域行政組合視聴覚ライブラリーには、次のような貸出機材・教材があります。 

教材 機材 
１６㎜フィルム １６㎜プロジェクター DVD プレーヤ 

VHS テープ マルチメディアプロジェクター ビデオデッキ 

DVD スライドプロジェクター スクリーン 

 オーバーヘッドプロジェクター  

（２）貸出対象 

 ライブラリーのおける資料は、南部広域行政組合視聴覚ライブラリー構成市町村内の学校教育・社会

教育団体及び教育文化団体、その他教育長が適当だと認めたものに対して無料で貸出を行う。 
南部広域行政組合視聴覚ライブラリー構成市町村 

豊 見 城 市 東 風 平 町 具 志 頭 村 玉 城 村 知 念 村 

佐 敷 町 与 那 原 町 大 里 村 南 風 原 町 渡 嘉 敷 村 

座 間 味 村 粟 国 村 渡 名 喜 村 南 大 東 村 北 大 東 村 

（３）開館時間及び休館日 

 視聴覚ライブラリーにおける資料の貸出時間は、９時から１６時までとする。 
 休館日 （土・日・祝祭日） 
 
（４）貸出機関及び数量 
 視聴覚ライブラリーにおける資料の貸出数及び期間は、原則として次のとおりとする 
 ○映写機機器１団体 １台   
○教材（VHS・DVD・１６㎜） ３本  
○貸出期間 １～７日間 
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視聴覚ライブラリー機材・教材等の借用手続 

 
【借用】 
１ 借用の際は、０９８－９９８－８３９０まで借用資料の有無を確認をしてからおいでください 

（１ヶ月前から予約可能） 
２ 借用の際は、所定の借用書に借用機材・教材名を記入の上、借用して下さい。その際、使用用途、

使用団体名等も明確に記入して下さい。 
  （イベント等で使用される場合は、イベントの要項の提出を求める場合がありますので、よろしく

お願いします。） 
   ※営利目的、政治・宗教活動に視聴覚ライブラリーの機材・教材は利用できません。 

 
【返却】 
１ 返却の際は、期日を厳守して下さい。（返却できない場合は、その旨、連絡してください。） 
２ 返却の際は、必ず所定の報告書に記入して下さい 
  報告書への記入は、映写担当者が行い、異常（ランプがきれた・フィルム切れた等）の有無を記入してく

ださい。又、異常が見つかった場合は返却の際、口頭での報告をして下さい。 
３ 返却の際は、係に返却済の確認をさせて下さい。 
 
 
 
搬送・回収サービスについて 

 
毎週３日、休館日を除く月・水・金曜日借用時の 

搬送・返却時の回収を行っています。 
 ※前日までに、予約いただいた団体が対象と 
なりますのでご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運行日は月・水・金（休館日を除く） 
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VHS 教材 
整理 

番号 
タイトル 時間 対象 ジャンル 項 

1425 物質と化学反応の利用 １５分 中学生～ 理科 ５ 

1426 科学技術と人間 １５分 中学生～ 理科 ５ 

1427 生活とコンピュータのかかわり ２０分 中学生～ 技術家庭 ５ 

1428 ようこそ学校図書館へ ２２分 中学生～ 特別活動 ５ 

1429 本の探し方～分類と目録の基礎～ ２０分 中学生～ 特別活動 ５ 

1430 辞書・時点の使い方～参考図書の利用法入門～ １９分 中学生～ 特別活動 ５ 

1431 ぼくらのごみゼロ大作戦～ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘｭｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ～ １８分 中学生～ 技術家庭 ５ 

1432 接続可能な社会をめざす～循環型社会の構築～ ２５分 中学生～ 技術家庭 ５ 

1433 家庭の中の３R～Re-Style で創る循環型社会～ １６分 中学生～ 技術家庭 ５ 

1434 学校の危機管理～大丈夫ですかあなたの学校は～ ２５分 教員 学校管理 ５ 

1435 野菊の墓 ２０分 中学生～ アニメ ５ 

1436 二度と通らない旅人 １７分 中学生～ アニメ ５ 

1437 一枚の絵てがみ ４３分 中学生～ アニメ ６ 

1438 マザーテレサ ２０分 小学生～ アニメ ６ 

1439 はないっぱいになあれ １２分 小学生～ アニメ ６ 

1440 手ぶくろを買いに １５分 小学生～ アニメ ６ 

1441 たぬきの糸車 １１分 小学生～ アニメ ６ 

1442 ちいちゃんのかげおくり １４分 小学生～ アニメ ６ 

1443 ごんぎつね ２０分 小学生～ アニメ ６ 

1444 ひとつの花 １１分 小学生～ アニメ ６ 

1445 盲導犬クイールの一生 ２５分 幼児～ アニメ ６ 

1446~ サンリオキャラクターアニメーション（全２３巻） ５０分～ 幼児～ アニメ 7～10 

1469 火垂るの墓～ほたるのはか～ ８８分 小学生～ アニメ １１ 

1470~ おきなわ昔ばなし（全１０巻） ２６分 幼児～ アニメ 10～12 

1480 せかいいち うつくしい ぼくの村 １６分 小学生～ アニメ １２ 

1481 ぼくの村にサーカスがきた １４分 小学生～ アニメ １２ 

1482 陽だまりの家 １４分 小学生～ アニメ １２ 

1483 うめぼし・色のひみつ～酸とアルカリ～ １３分 小学生～ 理科 １２ 

1484 燃焼のひみつ １２分 小学生～ 理科 １２ 

1485 電磁石の利用 １２分 小学生～ 理科 １３ 

1486 音を調べる １９分 小学生～ 理科 １３ 

1487~ 理科観察ビデオシリーズ（全１０巻） １５分～ 小学生～ 理科 １３ 
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整理 

番号 
タイトル 時間 対象 ジャンル 項 

1497 植物シリーズ（全５巻） １２分～ 小学生～ 理科 １４ 

1502 タバコは体になぜ悪いの？ ２０分 小学生～ 理科 １４ 

1503 ひびけ！和だいこ ２２分 小学生～ アニメ １４ 

1504 よーいドン！ １８分 小学生～ アニメ １４ 

1505 源吉じいさんと子ぎつね １８分 小学生～ アニメ １５ 

1506 かんからさんしん ７８分 小学生～ アニメ １５ 

1507 クロがいた夏 ８０分 小学生～ アニメ １５ 

1508~ 宇宙のふしぎ（全２巻） ２０分 小学生～ 理科 １５ 

1510 地球ＳＯＳ 地球が熱を出している ２０分 幼児～ アニメ １５ 

1511 森林と私たち ２０分 小学生～ 環境教育 １５ 

1512 米づくりのさかんな地域 ２０分 小学生～ 社会 １５ 

1513~ 動物シリーズ（全４巻） １３分 中学生～ 理科 15・16 

1517 バイバイシリーズ（全５巻） ２０分 小学生～ 保健体育 １６ 

1522~ まんが偉人物語（全 20 巻） ２２分 小学生～ アニメ 16~18 

1542 石の声 ２４分 小学生～ アニメ １８ 

1544 ガジュマルは生きている ３２分 小学生 児童劇 １８ 

 
教材の内容がインターネットでも検索できます。 

沖縄県生涯学習情報推進プラザ（http://www.lll-okinawa.info/index.php） 

↓ 

視聴覚関連 

↓ 

南部広域行政組合視聴覚ライブラリー（http://www.lll-okinawa.info/library/06nanbu.html） 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1425 物質と化学反応の利用 １５分 

中学生 

理科 

(第１分野) 

代表的な化学反応を身近な事象を通して紹介し、さ

らに日常生活と密接に関わっていることを例示する

ことにより、化学反応を新たな視点でとらえられるよ

うにした。 

1426 科学技術と人間 １５分 

中学生 

理科 

(第１分野) 

科学技術の進歩によって次々に生まれる新しい素

材や、新しい技術が私たちの身近な生活のさまざま

な分野で生かされている事例を紹介します。 

1427 生活とコンピュータのかかわり ２０分 

中学生 

技術家庭 

(技術分野) 

情報手段の果たしている役割は、社会や家庭のあら

ゆる生活場面に広がっている。生徒の興味をひきつ

ける、普段見られないコンピュータ利用の数々を収

録 

1428 
はじまりはいつも図書館（全３巻）  
①ようこそ学校図書館へ 

２２分 
中学生 

特別活動 

生徒の中には、学校図書館をあまり利用したことが

ないもの、利用の仕方を知らないもの、がいる。図書

館には、楽しい読み物や勉強に役立つ資料を集め

て、いつでも利用できるようにしてあることなどを印

象づけ、図書館を気軽に利用できる生徒を育てた

い。 

1429 
はじまりはいつも図書館（全３巻） 

②本の探し方 

～分類と目録の基礎～ 

２０分 
中学生 

特別活動 

学校図書館をもっと使いこなすために、有効なツー

ルである「目録」や「分類」に焦点を当てた。学校図

書館で本を探す－日常的な光景だが、その目的、探

し方はまちまちである。ある目的をもって図書館の本

を探すときに有効な手だてとなるもの、それが「目

録」である。 

1430 
はじまりはいつも図書館（全３巻） 

③辞書・辞典の使い方 

～参考図書のり用法入門～ 

１９分 
中学生 

特別活動 

辞典、事典、年鑑、白書、図鑑、便覧、ハンドブック、

地図、索引、書誌等々、調査研究にとって基本的な

資料である参考図書について、高校生に理解させて

おきたい。必要に応じて、ふさわしい参考図書を選

び、活用する力をつけさせることが目的である。 

1431 

資源循環型環境シリーズ・文部科学省選定  
ぼくらのごみゼロ大作戦 

～ﾘﾃﾞｨｰｽ・ﾘｭｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ～ 
１８分 

中学生 

技術家庭 

(家庭分野) 

循環型社会を構築するには、ごみを出来るだけ出さ

ず（ﾘﾃﾞｭｰｽ）、再利用し（ﾘｭｰｽ）、出したごみは出来

るだけ資源化して再利用する（ﾘｻｲｸﾙ）３R の重要性

を訴えます。 

1432 

資源循環型環境シリーズ・文部科学省選定  
接続可能な社会をめざす 

～循環型社会の構築～ 
２５分 

中学生 

技術家庭 

(家庭分野) 

循環型社会の構築に向けて取り組む企業、地方自

治体、地域などを紹介し、循環型社会がどのような

社会なのか分かりやすく解説します。 

1433 
資源循環型環境シリーズ・文部科学省選定  
家庭の中の３Ｒ 

～Re-Style で創る循環型社会～ 

１６分 

中学生 

技術家庭 

(家庭分野) 

家庭で出来るﾘﾃﾞｭｰｽ、ﾘｭｰｽ、ﾘｻｲｸﾙの３R の実践

例を紹介し、ﾘｽﾀｲﾙがどのようなｽﾀｲﾙなのか分かり

やすく描きます。 

1434 
学校の危機管理 

～大丈夫ですかあなたの学校は～ 
２５分 

教員 

学校管理 

１．授業中に不審者が侵入 ２．昼休みの校庭に不

審者が侵入 ３．プールサイドに不審者が侵入 ４．

児童同士の喧嘩 

1435 野菊の墓 ２０分 

中学生～ 

アニメ・道徳 

社会教育 

政夫と民子は従姉弟同士。政夫は１５歳。民子は１７

歳。二人は姉弟のように育つが、いつかお互いに恋

い慕うようになる。しかし、兄嫁たちはしっとして、二

人の仲を裂いていく。やがて民子は他の男性の元に

嫁ぐが、その半年後病死する。その手には政夫の写

真と、政夫からの手紙がしっかりと握られていた。 

1436 二度と通らない旅人 １７分 

中学生～ 

アニメ・道徳 

社会教育 

嵐の夜、山の中の一軒家に一人の旅人が訪れて宿

をこう。しかし、重病の娘を抱えていた一家は、その

願いをすげなく断ってします。その旅人は、苦しむ娘

を哀れみ、薬を与え去っていく。医者にも見放されて

いた娘は、その薬を飲んで回復に向かう。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1437 

文部省選定  

総務庁人権啓発部門優秀賞 
 
一枚の絵てがみ ４３分 

一般 

アニメ・道徳 

社会教育 

この作品は「人権教育のための国連１０年北九州市

行動計画」の基本理念である「こころのもやいを大切

にするまちづくり」と、「いのちと環境の調和をめざす

まちづくり」を基調テーマとして、高齢者問題や女性

問題などの人権問題を考えていただくために制作し

ました。 

1438 

教育映像祭優秀作品賞 
 
 
マザー・テレサ 

２０分 

小学校～ 

アニメ・道徳 

社会教育 

とてつもなく豊かな人々と路上で暮らすような貧しい

人々が混在するインド。修道院の学校の校長をして

いたテレサは、貧しく苦しんでいる病人、学校に行け

ない子ども、親のいない赤ちゃん、ハンセン病患者な

どのために奉仕しようと決心し、スラムの中へ入る。 

1439 
文部省選定 中央児童福祉審議会推薦  

はないっぱいになあれ １２分 

小学校～ 

アニメ・道徳 

社会教育 

松谷みよ子の名作を、原作に忠実に、いきいきとア

ニメ化。美しい情景や優しいゴンの気持ちを的確に

映像で表現した。 

1440 

文部省選定 教育映像祭優秀作品賞  

中央児童福祉審議会推薦 

手ぶくろを買いに 

１５分 

小学校～ 

アニメ・道徳 

社会教育 

新美南吉の著名な童話をアニメ化。子ぎつねとお母

さんぎつねの、人間に対する心の変化を美しくほの

ぼのと描く。 

1441 

文部省選定 教育映像祭優秀作品賞 

中央児童福祉審議会推薦 

 

たぬきの糸車 １１分 

小学校～ 

アニメ・道徳 

社会教育 

昔、山奥にきこりの夫婦が住んでいました。ある晩の

こと、おかみさんが糸車を回していると、狸が破れ障

子からこちらをのぞいています。月あかりで障子に

狸の影がうつりました。きこりのおかみさんと狸の間

にめばえた、、人間と動物のほのぼのとした心の交

流を描いた、岸なみ作の童話を忠実にアニメ化しま

した。 

1442 

文部省選定 教育映像祭優秀作品賞  

中央児童福祉審議会推薦 

 

ちいちゃんのかげおくり １４分 

小学校～ 

アニメ・道徳 

平和教育 

社会教育 

夏の初めの夜、恐ろしい空襲がちいちゃんの町を襲

います。ちいちゃんは、お母さんやお兄ちゃんとはぐ

れてひとりぼっちになってしまいました。たったひとり

でかげおくりをするちいちゃん。あんまきみこ作の感

動的なお話を忠実にアニメ化。戦争が奪った小さな

女の子の命、その悲しさを描きました。 

1443 

文部省選定 中央児童福祉審議会推薦  

 

 

ごんぎつね ２０分 

小学校～ 

アニメ・道徳 

社会教育 

兵十はびっくりして、ごんに目を落としました。「ごん、

お前だったのか、いつも、くりをくれたのは。」ごん

は、ぐったり目をつぶったまま、うなづきました。新見

南吉の代表作をアニメ化。ごんの真心は死によって

しか兵十の心に伝えられませんでした。その二人の

心を大切に描きました。 

1444 

文部科学省選定 
 
 
ひとつの花 １１分 

小学校～ 

平和教育 

アニメ 

戦争児童文学の傑作といわれる今西祐行の名作を

アニメ化。「一つだけちょうだい。」という言葉から始

まるこの作品の主人公ゆみ子を通して、戦争を体験

した人の思いや願いが伝わります。戦争中と戦後の

場面の変化を比べながら、それぞれのくらしの違い

をていねいに描きました。 

1445 盲導犬クイールの一生 ２５分 

幼児～ 

社会教育 

アニメ 

盲導犬クイールの一生を通して、その人たちとのふ

れあい、パートナーとの心の通じ合いの記録。「盲導

犬クイール」の一生（文藝春秋刊）のアニメ化 

1446 

サンリオキャラクターアニメーション 1 

①ハローキティのふしぎなみずうみ 

②けろけろけろっぴの 

よわむし王子の大冒険 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①みずうみにすむ恐りゅうのプロンティと水のせいピ

ルルをすくうため、キティとミミィは「くらやみの森」へ

でかけていく・・・。 

②勇者の剣をもとめてよわむしケロン王子とけろっ

ぴのドキドキハラハラの大冒険が始まります! 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1447 
サンリオキャラクターアニメーション 2 

①ハローキティのサーカスがやってきた 

②けろけろけろっぴの友だちは魔法使い 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①キティたちの町にサーカスがやってきた!でもお客

さんがあつまらなかったら、海さいさんたちの家族は

はなればなれにされてしまう・・・。 

②けろりーぬへの誕生日プレゼントが消えてしまっ

た!みんなは魔法修行中のアルカナを疑うのだ

が・・・。 

1448 
サンリオキャラクターアニメーション 3  

①ハローキティの郵便屋さんありがとう  

②けろけろけろっぴの恐竜がでた! 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①ニールさんはお年寄りの郵便屋さん。キティたち

はニールさんのお手伝いをするため、すてきなおくり

ものを思いつく・・・! 

②土のなかからでてきた骨をくみたてると、大昔の恐

竜の形になり、なんとその恐竜が動き出した! 

1449 

サンリオキャラクターアニメーション 4  

①ハローキティのまほうのリンゴ  

②ハンギョドンのパラレル大作戦 

～未来世界は大さわぎ～ 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①まほうのリンゴを手に入れたキティは、あこがれの

お姫さまになって王子さまに出会うのだが・・・。 

②未来の王女キンギョちゃんを助けるためハンギョド

ンをはじめ七人の伝説の勇者が呼び出された・・・。 

1450 
サンリオキャラクターアニメーション 5 

①ハローキティの夢どろぼう 

②アヒルのペックルの秘宝を探せ!! 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①子供たちがみる夢が何者かに次々と盗まれて、み

んな大混乱。早くその犯人をつかまえないと・・・! 

②ペックルたちは、宝の地図と謎の予言に導かれ

て、ハチャメチャアドベンチャーの旅へでる! 

1451 
サンリオキャラクターアニメーション 6 

①キキとララのお姫さまになりたい 

②ポチャッコのわくわくバースデー 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①もうすぐ 10 年に 1 度の星祭り。願いを叶えてくれる

という伝説の星がめぐってくる・・・! 

②明日、うるう年の 2 月 29 日は、ポチャッコの 4 年ぶ

りのお誕生日!それなのにみんなは、なぜかそっけな

い・・・!? 

1452 
サンリオキャラクターアニメシリーズ 7 

①ハローキティのロンドンにおりた宇宙人  

②けろけろけろっぴの空とぶゆめの船 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①キティたちはドロボーの 2 人組を宇宙人とカン違い

して、誰もいない古い家へ隠してあげるが、はたして

どうなることか!? 

②けろっぴたちは、ゆめの船をとばすことができると

いうふしぎなおじさんを助けたお礼に、そのゆめの船

の乗船きっぷをもらうのだが・・・。 

1453 
サンリオキャラクターアニメーション 8 

①ハローキティの幸せの青いホタル 

②けろけろけろっぴのミツバチ大騒動 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①ホタルがすんでいた沼が汚れはててしまったた

め、キティたちは、水をきれいにすればきっとホタル

が帰ってくると信じて地主を説得するのだが・・・。 

②けろっぴたちの平和な花園に、凶暴な狩りバチが

襲来、ミツバチたちは大騒動!けろっぴたちもミツバチ

たちを助けようとするが・・・。 

1454 

サンリオキャラクターアニメーション 9 

①ハローキティのすてきな姉妹 

②ハンギョドンのパラレル大作戦 

～花のお江戸は大さわぎ～ 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①あこがれの男の子に出会って仲良くなりたいと思

うミミィに、キティも橋渡しをしようとがんばる姉妹愛

をテーマにしたすてきな物語り。 

②大富豪から家宝の黄金のラッコ像を守るよう依頼

を受けたハンギョドンたちの大活躍劇ドラマ。 

1455 
サンリオキャラクターアニメーション 10 

①ハローキティのハッピー仮装大会 

②宇宙探検隊たあ坊のしんきろう星を救え 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①芸達者ではないのに仮装大会の司会者に選ばれ

たバーツさんを助けるキティたちの心あたたまるお

話。 

②闇のハニワ大王によって砂漠の星になってしまっ

たしんきろう星を救うために、宇宙防衛隊のたあ坊

が悪戦苦闘する大冒険物語。 

1456 
サンリオキャラクターアニメーション 11 

①キキとララの白鳥座のお姫さま 

②ポチャッコのにんじん畑は大騒ぎ 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①白鳥座にいるお姫さまルルの役目は、白鳥座を光

り輝かせ、すい星の道しるべになることだがルルは

退屈で出かけてしまう。そして事件がおこる・・・。 

②ポチャッコが大切に育てたにんじんが畑から盗ま

れ、その犯人をつかまえようとポチャッコたちの追跡

が始まる。さて闇に現れた犯人の正体は・・・。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1457 
サンリオキャラクターアニメーション 12 

①キキとララのはばたけペガサス 

②けろけろけろっぴのぼくらのお姫さま 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①迷いこんできたペガサスの子供ペガを、キキとララ

がなんとか故郷へ送り届けてあげようと悪戦苦闘す

る物語。 

②男の子たちとケンカして一人ぼっちになったけろり

ーぬは、何でも叶えてくれる王子インキュバスと出会

って彼に夢中になるが、村では大変なことが・・・。 

1458 
サンリオキャラクターアニメーション 13 

①ハローキティの夢のお城の王子さま 

②けろけろけろっぴの友だちになろうよ 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①キティは遠足の途中、コースを抜け出す。そして古

いお城に向かうのだが、そこでなんと 700 年前に実

在したリチャード王子に出会うことになる! 

②「友だちになろうよ」と突然現れたヘビのチョロちゃ

んに、けろっぴたちはビックリ仰天し、怖くて逃げ出し

てしまうのだが・・・。 

1459 

サンリオキャラクターアニメーション 14 

①ハローキティの幸せのチューリップ 

②けろけろけろっぴの 

けろけろハウスのひみつ 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①キティをバイクでひきそうになった人相の悪い男チ

ャックは、刑期を終えて今日刑務所を出てきたばか

り!でも外見に似合わず、本当は心優しい人だっ

た・・・。 

②けろっぴたちは、30 年前のけろけろハウスにタイ

ムスリップし、そこでなんと子供時代のお父さんとお

母さんに遭遇する! 

1460 

サンリオキャラクターアニメーション 15 

①ハローキティのとまった大時計 

②けろけろけろっぴの 

がんばれけろっぴーず 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①ロンドン 1 の大時計ビッグベンが突然とまってしま

ったため、町中が大混乱!さてその原因は・・・。 

②けろっぴたちの広場をのっとろうとするガマガエル

軍団とけろっぴーずとの野球対決!けろっぴたちは勝

つことができるのだろうか・・・。 

1461 
サンリオキャラクターアニメーション 16 

①ハローキティのやっぱりママがすき 

②けろけろけろっぴの空をとべたら 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①キティの家で赤ちゃんを預かることになるが、ママ

は赤ちゃんに夢中でキティたちをちっともかまってく

れない。キティはママとけんかして家でしてしま

う・・・。 

②飛べなくなってしまった渡り鳥のフィンを仲間のと

ころへ送り届けようと、けろっぴたちは飛行機にフィ

ンを乗せ大空へ飛び立つ! 

1462 
サンリオキャラクターアニメーション 17 

①キキとララの星のダンスシューズ 

②アヒルのペックル水泳大会は大騒ぎ 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①今年のダンスコンテストの優勝景品は、スッテップ

にあわせ星のしずくが舞うすてきなダンスシューズ!

優勝するのはリリーか、それともララか。 

②女の子たちにモテモテのカール君は、ペックルに

付きっきりのチャーミングなルビーを射止めようと、

ペックルに水泳で挑戦するが・・・。 

1463 

サンリオキャラクターアニメーション 18 

①キキとララのママってすてき 

②バッドばつ丸のオレのポチは世界一 

③バッドばつ丸の男度胸の思いやり 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①ドラゴンの赤ちゃんウィルを育てることになったラ

ラは、すっかりママ気取り。うまく育てられるのだろう

か・・・。 

②ゴージャスタウン№1 ペットコンテストで優勝するの

は、ばつ丸のペットのワニのポチか、それともライバ

ルのパンダバのペットか・・・。 

③「勉強だけが人生じゃねえ!」とパパがスパルタ教

育のママを一喝。ばつ丸の男を磨くハチャメチャ珍教

育がはじまる! 

1464 

サンリオキャラクターアニメーション 19 

①ハローキティのみんなの森をまもれ 

②ハンギョドンのパラレル大作戦 

～恐竜王国は大さわぎ～ 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①公害が森に住む魔女をめざめさしてしまい、森は

次第に荒れ果てていく。悲鳴を上げる森や昆虫たち

を救うため、キティは立ち上がる! 

②タイムマシーンで恐竜時代にタイムスリップしてし

まったハンギョドンたちは、無事に今の時代に戻るこ

とができるだろうか・・・。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1465 

サンリオキャラクターアニメーション 20 

①キティとミミィのあたらしいかさ 

②けろけろけろっぴのぼくたちのたからもの 

③バッドばつ丸のオレは優等生 

５５分 
幼児～ 

アニメ 

①お母さんが買ってくれたかわいい傘と長靴。キティ

とミミィははうれしくて、お天気なのに傘と長靴を身に

つけて外に飛び出していく・・・。 

②キョロスケがキラキラ輝く美しい石を見つけ、それ

以来いい事ばかり起こる。けろっぴたちも順番にその

石を持たせてもらい、いい事が起こるのを待つのだ

が・・・。 

③ある日、ばつ丸のペットのポチが家出してしまう。

これは一大事と、みんなでポチを探しに行くのだが・・・

1466 

サンリオキャラクターアニメーション 21 

①キティとミミィのハッピーバースデー 

②サムちゃんのおばけなんか怖くない 

③けろけろけろっぴの友だちっていいな 

５０分 
幼児～ 

アニメ 

①今日はキティとミミィの誕生日なのに、なぜかみん

な忙しそうでそっけない態度。みんなどうしちゃったの

だろう。 

②ハローウィンの日に、サムたちからお菓子を奪っ

たおばけの正体は、いったい誰なのか? 

③けろけろ村に引越してきたケロピョン。けろっぴた

ちは仲良しになろうとするのだが、ケロピョンはなぜ

か嫌われるようなことばかりする・・・。 

1467 

サンリオキャラクターアニメーション 22 

①ハローキティのパパなんて大きらい 

②パティ ジミーの君そこスーパースター! 

③宇宙防衛隊たあ坊の時の止まった星  

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①パパはキティと遊園地に行く約束をしていたのに、

その日は町の人たちと台風対策のため、遊園地に

は行けなくなってしまった・・・。 

②ジミィはいつも野球チームの足手まとい。でもある

夜、落ち込んでいるジミィの前に怪物が現れて言う。

「君こそスーパースターになる」 

③たあ坊たちが立ち寄ったネオ・ガイヤという星の人

たちは、なぜか石のように固まって動かない。はたし

てその原因は何なのか? 

1468 

サンリオキャラクターアニメーション 23 

①キキとララのパパとママにあいたい 

②マイメロディのオオカミさんにきをつけて 

③けろけろけろっぴの 

びっくり!おばけやしき 

６０分 
幼児～ 

アニメ 

①パパとママに会いたくなったキキとララは、年に一

度訪れる星列車をこっそり動かして会いに行こうとす

るのだが・・・。 

②ケーキを持ってお友達のバースデーパーティーに

出かけるメロディと、それを狙うオオカミ。メロディは

無事に届けられるだろうか。 

③けろっぴたちはおばけ退治をするため、真夜中に

おっかなびっくりでそのあばけ屋敷に入り込むが、そ

こで出会ったのは・・・。 

1469 
火垂るの墓 
～ほたるのはか～ 

８８分 

小学生～ 

アニメ 

平和教育 

この映画は昭和２０年６月から９月にかけて、日本の

敗戦をはさんだ約３ヶ月間に、１４歳の清太と４歳の節

子というふたりの兄妹がどう生きたか、を描いた作品

です。舞台は兵庫県の神戸市と西宮市です。 

1470 

おきなわ昔ばなし１ 
①赤人の虎退治（津堅島） 
②ゴロガエル、チョロガエル 

（那覇：久米村） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

①力持ちで空手も強い赤人は、島の自慢だった。あ

る日、漁に出た赤人は竜巻に会い漂流し、見知らぬ

ところへたどり着いた。水を求めてさまよっていると、

人食い虎に出くわし･･･。 

②むかーし、むかし、那覇の久米村に小さな池があ

って、その池は、大きなガジュマルの木陰におおわ

れていて、カエルたちにとって絶好の遊び場、毎日、

夜になるとゲロゲロゲコゲコ･･･。 

1471 
おきなわ昔ばなし２ 
③通り池の兄弟（宮古） 
④馬のひづめ牛のひづめ（宮古） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

③宮古の下地島に、兄弟のように二つ仲良よく並ん

だ池があって、深い緑色の水面は、見る者を今にも

吸い寄せる光景だ。その島で、妻を亡くした漁師の

子と継母の悲しいおはなし。 

④むかーし、むかし、宮古の島をつくった神様が、人

間を助けるためにつくった馬と牛。ある日、二匹のは

たらきぶりを見るために、神様が天から降りて来たと

ころ･･･。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1472 
おきなわ昔ばなし３ 
⑤ふるやのもり（沖永良部） 
⑥神様の引越し（国頭） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

⑤むかーし、むかし、沖永良部に貧しい姉弟が住ん

でいた。財産といわれるものは、馬１頭だけ。弟は朝

から晩まで馬引きをし、姉さんは隣近所の着物をぬ

って一生懸命働いていた。ある日･･･。 

⑥お金持ちの一人息子は、なまけもの、勉強嫌いで

両親の大きな悩みとなっていた。一方、貧乏家の青

年は、働き者で、苦労して勉強にも一生懸命だった。

ある日、両家に住む福の神と貧乏神は相談した。国

頭に伝わるお話。 

1473 
おきなわ昔ばなし４ 
⑦結んだススキ（屋我地） 
⑧神様の赤い種（栗国） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

⑦清明祭のとき、ご馳走の上に乗せる「イ」の字に結

んだススキの話。あれは、「サン」と言ってマジムンに

ご馳走をとられないようにするおまじないです。屋我

地に伝わる話。 

⑧栗国島に神里という働き者の青年がいた。台風の

とき、神さまが現れ、何粒かの赤い種を神里に与え

た。「このことは、誰にも話してはならぬ」といって。と

ころがある日、神里は自慢げに友達のサンラーにう

っかりしゃべってしまった。 

1474 
おきなわ昔ばなし５ 
⑨おじいさんと３つの話（奄美） 
⑩野底のマーぺ（八重山） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

⑨奄美の人から聞いた話。お母さんと奥さんの３人

暮らしの男がいて、よそに働きに出た。金持ちの家

で朝は早くから水汲み、昼は畑仕事、夜は遅くまで

わらを編んで働いた。いよいよお金も貯まり家に向

かう男は、見知らぬオジーから声をかけられ･･･。 

⑩八重山黒島に住むマーペとカニムイはお似合い

の二人。ある日突然、二人の住む島に役人がやって

きて、島を二つに分け、マーペは石垣島の野底へ開

墾のための移住を言い渡された。カニムイは一緒に

行きたいとお願いしたが、受け入れられず･･･。 

1475 
おきなわ昔ばなし６ 
⑪ウシの嫁入り（首里） 
⑫星になった兄弟（八重山） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

⑪ウシは母親と二人暮しの美しい娘。札付きの怠け

者、タルーの計略でタルーの嫁に決まったウシの前

に現れた侍が、ウシの身代わりに用意した動物と

は･･･。 

⑫母が亡くなり、人情者の弟と薄情な兄のところへ

見知らぬオバーがやってきて、兄弟力を合わせて生

きていくようさとすが、兄は聞く耳をもたない。 

1476 
おきなわ昔ばなし７ 
⑬マンクウおじいと千鳥（糸満） 
⑭クヤマの笠（八重山） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

⑬マンクウおじいは、息子を海で亡くして一人暮らし

をしていた。元気な浜辺を歩いていると、傷ついた千

鳥に出会い、手当てして空へ返してあげた。ある日、

家に帰ると誰もいないはずなのに、夕飯の準備

が･･･。 

⑭クヤマは８歳の頃母を亡くし、お父さんは働き者で

クヤマが淋しがらないようにクヤマの相手もしてい

た。そこへ継母が嫁いできてクヤマにきつきあたって

いた。ある日、クヤマと妹のカナメが畑仕事へ出てい

ると突然、竜巻が二人を襲い･･･。 

1477 
おきなわ昔ばなし８ 
⑮じんぶん長者（奄美） 
⑯闇夜の口笛（奄美） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

⑮両親と三人暮らしの若者はたいへんのんびり屋。

息子の将来を不安に思った両親は、隣村の大金持

ちがむこを探していることを聞きつけて･･･。心やさし

い「じんぶん持ち」の物語。 

⑯「月のない晩に口笛を吹いてはいけない。それは

化け物を呼び寄せるものだから」。昔からの言い伝

えをうっかり忘れたサンラーの身の上に･･･。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1478 
おきなわ昔ばなし９ 
⑰月夜のサバニ（今帰仁） 
⑱ネコとカラス（八重山） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

⑰ある夜、幼なじみの若い青年二人は、もあしびーに

隣の島へ。ところがそこには誰も来なくて、しばらく待

っていると、月夜の明かりに照らされたサバニがやっ

て来た。サバニには、ウミンチュのマチューと三味線

上手のカナミが乗っていた。 

⑱ある昼下がり。カラスのオジィとネコのオジィが浜辺

で見つけたごちそうは、ピチピチはねる魚の群れ。とこ

ろが思わぬ勘違いから、二匹の言い争いが始まっ

て･･･。 

1479 
おきなわ昔ばなし１０ 
⑲浜下りのはじまり（読谷） 
⑳カラスの遠足（八重山） 

２６分 

小学校～ 

社会教育 

アニメ 

沖縄昔話 

⑲むかーし、むかし、あるところに一人暮らしの娘が

いて、毎日、朝から夜遅くまで、芭蕉布を織っていた。

ところが、ある日からはたを織る音が聞こえなくなり、

オバーは心配で娘を訪ねた。オバーがそこで目にした

のは、大きなアカマターと楽しそうに話す娘のすが

た･･･。 

⑳小さな島にあるカラスの学校の先生は、島一番の

物知り。だけど生意気な生徒たちは、先生の話も聞こ

うとしない･･･。オジィと子どもたち、カラスの世界の知

恵勝負のお話。 

1480 

文部科学省選定 教育映像祭優秀作品賞 

アフガニスタン・パグマン村の物語 

せかいいち うつくしい ぼくの村  

１６分 

小学生～ 

アニメ 

平和教育 

この物語はアフガニスタンの相次ぐ戦乱の中で、疲弊

した街に暮らす少年「ヤモ」の成長の物語です。ヤモ

の村は戦争で破壊されます。自然に溢れた美しい村

がなぜ破戒させられたのか、戦争について深く考えさ

せられるテーマを含んでいます。 

1481 
アフガニスタン・パグマン村の物語 

ぼくの村にサーカスがきた 
１４分 

小学生～ 

アニメ 

平和教育 

この物語は、ヤモとミラドーの友情を育んだ美しいパ

グマンの村が戦争で破壊されることで結末を迎えま

す。戦争について深く考えさせられるテーマを含んで

います。 

1482 陽だまりの家 ４２分 
中学生～ 

人権啓発 

この映画は、ある一人の女性とその娘が、いろいろな

出会いを通して成長していく姿を描いたものです。そ

の物語をご覧になって、「自分を認めるとは･･･」、「相

手を認めるとは･･･」、「生命の尊さとは･･･」、「共存と

は･･･」などを感じていただいただき、そこから様々な

人権問題を考えていただければ幸いです。 

1483 

物質とエネルギーシリーズ 
 
うめぼし・色のひみつ 
～酸とアルカリ～ 

１３分 

小学生 

（６年生） 

理科 

赤いうめぼしの色はどこから来たのでしょうか？梅

ぼし作りの過程をおって、その秘密を探り、さらにそ

の応用を考えていきます。植物の色素は、酸性・ア

ルカリ性によって色が変化するものが多くあります。

その一部を紹介し、自ら実験してみようとする気持ち

を育てます。 

◆内容：梅ぼしつくり、赤しその煮出し汁で実験 他

の植物の色素で実験 

1484 
物質とエネルギーシリーズ 

燃焼のひみつ 
１２分 

小学生 

（６年生） 

理科 

ものが燃えるとはどういうことでしょうか？条件を変

えた各種の実験を通じて、燃焼のしくみを詳しく解説

するとともに、酸素の特殊な性質についても考えて

いきます。 

◆内容：火の燃え方 燃焼に必要な気体 酸素の働

き 生活の中の燃焼 

1485 
物質とエネルギーシリーズ 

電磁石の利用 
１２分 

小学生 

（６年生） 

理科 

モーターをつくりながら、電磁石の性質を考えていき

ます。電池の数を変えたり、電磁石の巻き数をかえ

たりして、回転数と電磁石の強さの関係を探っていき

ます。電磁石は大変幅広く使われています。いろい

ろな場面で使われている電磁石を紹介します。 

◆内容：電磁石の性質 モーターのしくみ 電磁石の

強さ 電磁石の利用 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1486 
文部省選定 

音を調べる 
１９分 

小学校～ 

理科 

ジェット機が飛んだり太鼓が鳴ったりするとどうして

窓ガラスや障子が震えるのか？音は空気だけでなく

物や水の中でも伝わるのか？ 

1487 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
①こん虫のそだち方 

１５分 

小学校 

（３年生） 

理科 

こん虫の仲間は、卵からかえる、幼虫が育つ、さなぎ

になる、そして羽化へと一定の順序をたどって大変

身しながら成長していきます。その過程をモンシロチ

ョウを中心に感動的に演出。それぞれの色や形、大

きさ、食べ方や動きにも注目します。 

1488 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
②草花のそだちと体のつくり 

１５分 

小学校 

（３年生） 

理科 

草花は種子から根・子葉が出て、茎がのび、葉がし

げり、花が咲き、花が果実になった後に枯死する。そ

の一連の成長過程を、時間を縮めた映像を使ってわ

かりやすく伝えます。また、観察を通して植物の体の

つくりにも触れます。 

1489 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
③きせつと生き物たち 

１５分 

小学校 

（４年生） 

理科 

四季によって、動物や植物の生態が変わることを観

察します。一年のうちに草むらや林などが四季折々

に変ぼうしていくようすと、その周辺に繰り広げられ

る生き物などの活動を例に、特殊撮影を織りまぜな

がら興味深く伝えます。 

1490 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
④星の見え方と働き 

１５分 

小学校 

（４年生） 

理科 

七夕のおり姫・ひこ星の興味深い話から、天の川や

夏の大三角形、また冬のオリオン座の実写映像を観

察し、夜空に明るさや色の違ういろいろな星が見え

ること、また星の集まりは、時間経過に伴い並び方

は変わらないが位置は変化していくことに気が付か

せます。 

1491 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
⑤動物のたんじょう 魚・ヒト 

１５分 

小学校 

（５年生） 

理科 

「魚」「ヒト」のどちらかを選択してみることができま

す。魚の受精卵が育っていき孵化する変化をメダカ

を例に詳しく見せます。また、ヒトも最初は小さな受

精卵、それが母体内で少しずつ成長していく感動を

最新の医療機器による観察やアニメを使って伝えま

す。 

1492 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
⑥天気の変わり方とその予想 

１５分 

小学校 

（５年生） 

理科 

雲の動きと天気の変化に関心を導くとともに、気象

衛星やアメダスからの情報を活用し、天気の変わり

方には規則性があって、予測も可能なことに気付か

せます。また、台風の進路や風についても取り上げ

ます。 

1493 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
⑦流れる水の働きと土地の変
化 

１５分 

小学校 

（５年生） 

理科 

流れる水が土地を削ったり、石や砂を流したりする

作用は、長雨や集中豪雨がもたらす増水や波によっ

て大きく変化します。これら、流れる水の働きや力の

大きさを流速や実写による映像を駆使して痛感させ

ます。 

1494 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
⑧ヒトや動物の体としくみ 

１５分 

小学校 

（６年生） 

理科 

ヒトや動物は、食物から栄養を得たり、呼吸したりし

て生きています。体の中はどんなつくりになってい

て、どのような働きをしているのか、消化や排出、呼

吸、循環のうまくできたしくみを特殊映像でわかりや

すく伝えます。 

1495 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
⑨生き物の生活とかんきょう 

１５分 

小学校 

（６年生） 

理科 

植物が葉の中で自らつくデンプンは、植物体を食料

にする人や他の動物の栄養のもとになっています。

生き物どうしや、さらに周りの空気や水などのように

かかわっているのかについて取りまとめます。 

1496 
理科観察ビデオ（全１０巻） 
 
⑩大地のつくりと変化 

１５分 

小学校 

（６年生） 

理科 

大地の内部に広がった地層のようすと、そのでき

方、さらに大地は長い年月の間に周囲から力を受け

て変化することを取り上げます。なお、大地の変化で

扱う「火山の噴火」と「地しん」は、どちらかを選択し

て見ることができます。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1497 
植物シリーズ（全５巻） 
 
①水中の微生物 

１２分 

中学生 

理科 

（第２分野） 

池や川、水たまりなどには魚や昆虫のような目に見

える生物だけでなく、顕微鏡を使ってはじめて見える

微生物がたくさん棲んでいます。この作品では、微

生物の採集、観察方法を説明し、多彩なプランクトン

の映像を紹介します。 

1498 

植物シリーズ（全５巻） 
 
②種子植物 
～被子植物と裸子植物～ 

１２分 

中学生 

理科 

（第２分野） 

種子をつける植物はさらに被子植物と裸子植物に分

類されます。その分類基準となる花の構造の違いと

はどのようなものでしょうか。それぞれに属する代表

的な植物の花を詳細に観察し、その構造の違いを比

較します。 

1499 
植物シリーズ（全５巻） 
 
③植物の水の通り道 

１３分 

中学生 

理科 

（第２分野） 

根から吸収された水は葉に運ばれて光合成に利用

させ、余ったものは気孔から水蒸気となって蒸発しま

す。水は植物のどこを通っていくのか。その通り道を

いろいろな方法で観察し、植物にとっての水の役割

を明らかにします。 

1500 
植物シリーズ（全５巻） 
 
④種子をつくらない植物 

１２分 

中学生 

理科 

（第２分野） 

多くの植物が種子で増えるのと異なり、シダ植物や

コケの仲間は胞子で繁殖します。このような植物と、

種子をつくる植物の違いについて、それぞれの増え

方や構造を比較し、その他の特徴についても探って

いきます。 

1501 
植物シリーズ（全５巻） 
 
⑤光合成と呼吸 

１２分 

中学生 

理科 

（第２分野） 

葉緑体をもつ植物は空気中の二酸化炭素と根から

吸収した水を材料に光合成を行い、栄養分を作り酸

素を出します。その反対に吸収では酸素を吸って二

酸化炭素を出します。これらの物質の関係はどうな

っているのでしょうか？ 

1502 タバコは体になぜ悪いの？ ２０分 
小学校～ 

保健体育 

タバコは健康な体にどのような影響を及ぼしている

かまた、タバコに含まれる有害物質がいかに猛毒で

体に影響を与えているかを数々の実験を通して子供

達にわかりやすく理解してもらい「タバコは絶対に吸

わない」という強い意志を育てるための教材映画で

す。 

1503 ひびけ！和だいこ ２２分 

小学生～ 

アニメ 

人権教育 

「子どもの権利条約」を踏まえ、大人と子どもの関わり

方や子どもの「意見表明権」に焦点をあて、「自分の

権利」と「他人の権利」がぶつかり合う場面を中心に、

見るもの自身が「他人の権利を大切にすることが自分

の権利を守ることである」ことに気づかせる。 

1504 よーいドン！ １８分 

小学校～ 

アニメ 

人権教育 

５年１組 33 人は，市のスポーツ大会に校内で１クラ

スだけ出場できる「30 人 31 脚」の競技に挑戦を始め

る。足の速いタカシは遅いみんなに文句をいうが，タ

カシを除いて練習するとうまくできた。次第に 33 人全

員の力を合わせることの大切さに気づいていく。 

1505 源吉じいさんと子ぎつね １８分 アニメ 

一人暮らしのおじいさんと、柿の実が食べたいばかり

にその孫に化けた子ぎつね。二人の出会いと別れを、

美しい秋の山村を舞台に描くアニメーションです。楽し

さと情感あふれる世界を通して、子どもたちに人を思

いやるあたたかな心を育んでほしいと思います。 

1506 かんからさんしん ７８分 
アニメ 

平和教育 

太平洋戦争末期、沖縄は米軍の猛爆撃を受け、サ

ンゴ礁の海をみるみる血で染め上げました。津堅島

では本土からの応援もなく、最終陣地とされたわず

か７．８キロの洞窟に３万の兵士と十数万の民衆が

ひしめき合っていたのです。・・・・・ 



【VHS】 

 15 

整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1507 クロがいた夏 ８０分 
アニメ 

平和教育 

ある日、私は子ねこをひろってきました。父ちゃんも母

ちゃんもはじめは飼うのを許してくれませんでした。で

もやっと許してくれました。名前は「クロ」です。それか

らは、「クロ」と毎日一緒に遊びました。私はクロがとて

もすきでした。「クロ」は星になりました。 

1508 宇宙のふしぎ（１巻） ２０分 
小学校～ 

理科 

宇宙に星はいくつある？夜はなぜあるの？赤ちゃん

星は何色？宇宙はいつからあるの？宇宙に対する

様々なふしぎをやさしく解説。 

1509 宇宙のふしぎ（２巻） ２０分 
小学校～ 

理科 

簡単な日時計の作り方を紹介。身近なもので太陽を

感じる。なぜ夏と冬とでは気温が違うのか、地球儀を

使って地球の動きを体感してみる。肉眼では見えな

い天体の様子を観測し、宇宙人はいるのか？を考え

る。 

1510 
地球ＳＯＳ 
地球が熱を出している 

２０分 
幼稚園～ 

アニメ 

急激に温暖化が進んだ地球。このままでは地球が、

私たちの生活が危ない！その原因を作ったのは？

自分達の未来のために、今出来る事を子どもに分か

りやすく解説する。 

1511 
文部省選定 

森林と私たち 
２０分 

小学校～ 

環境教育 

身近な地域の環境を題材にした学習教材。豊かな

森、酸性雨の森、環境を守る努力など。 

1512 
文部省選定 

米づくりのさかんな地域 
２２分 

小学校～ 

社会 

米どころと言われる稲作地域は，気候や地形など自

然環境を生かしていること，機械化・省力化・品質改

良などで生産技術も長足に進歩していることを示

す。 

1513 
動物シリーズ 

身近な動物の観察 
～アブラコウモリ～ 

１３分 

中学校～ 

理科 

（第２分野） 

この作品では、意外に身近な野生生物、アブラコウ

モリを取り上げています。東北以南の日本の広くに

分布し、新宿や渋谷など大都市でも見られます。主

に夜活動するため、あまり気が付かないです。中学

生にもできる観察方法の紹介や、貴重な子育てシー

ンも含まれています。 

1514 
動物シリーズ 

動物の感覚器官 
１３分 

中学校～ 

理科 

（第２分野） 

刺激を受容するのが感覚器官です。この分野は実

際の観察が難しいため、図による解説のみに終わる

ことが多いところです。この作品では、ブタの頭部を

解剖しました。目の仕組み、内耳の構造、鼻の断面

など、実物を見せることに重点を置きました。 

1515 
動物シリーズ 

動物の分類 
～セキツイ動物～ 

１３分 
中学校～ 

理科 

（第２分野） 

中学校で学習するのはセキツイ動物が中心です。セ

キツイ動物とはどんな動物か、セキツイ動物にはど

んな種類があり、それぞれどんな特徴があるかな

ど、この作品では、映像資料を豊富にそろえ、セキツ

イ動物の特徴を実感できるよう構成しています。魚

類、両生類、ハチュウ類、鳥類、ホニュウ類の初期

胚の映像を新規に撮影しました。 

1516 
動物シリーズ 

生物の数のバランス 
１３分 

中学校～ 

理科 

（第２分野） 

湖にはいろいろな生物が住んでいます。そこに住む

生物たちは食べる食べられるの関係があり、数のバ

ランスが保たれています。単純化した実験をしてみ

ました。植物プランクトンと生物プランクトンの関係、

そこに魚が加わったときの数の移り変わりがよくわ

かりました。実際の湖の生態系はもっと多くの生物

が関係しあって、大変複雑になっています。 

1517 
バイバイシリーズ（全５巻） 

①バイバイタバコ 
２０分 

小学校～ 

保健体育 

タバコの害を徹底的に研究。ニコチン､タール、一酸

化炭素の含有量は、主流煙よりも副流煙に多い。主

流煙と副流煙を簡単な実験で見分ける。カナダのタ

バコの警告表示と日本のタバコの警告表示を比較し

て、警告表示にせまる。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1518 
バイバイシリーズ（全５巻） 

②バイバイシンナー 
２０分 

小学校～ 

保健体育 

増えているシンナーの急性中毒死。迷惑をかけるの

は自分ばかりではない。いろいろな社会事件を引き

起こすきっかけとなるシンナー遊びは絶対にいけな

いと警告。シンナーを吸うと飛び降りることが平気に

なることをマウスで実験する。 

1519 
バイバイシリーズ（全５巻） 

③バイバイ覚せい剤 
２０分 

小学校～ 

保健体育 

「やせるよ」「すっきりするよ」「あたまがさえるよ」甘い

言葉につい誘われがちな若者に警告。からだが蝕ま

れ､ボロボロになっていく様子をパネルで解説。幻

覚､妄想におそわれ、立ち直りにくい覚せい剤の害を

動物実験でみせる。 

1520 
バイバイシリーズ（全５巻） 

④バイバイアルコール 
２０分 

小学校～ 

保健体育 

アルコール依存症の人が妊娠したときに､胎児に与

える影響､若者の間でさかんなイッキのみが急性ア

ルコール中毒死の危険があることなど、身近な話題

でアルコールの害にせまる。勉強した 6 年生が下学

年の児童に教える内容は真に迫っている。 

1521 
バイバイシリーズ（全５巻） 

⑤実験でみせる薬物の害 
２０分 

小学校～ 

保健体育 

薬物の害の授業に欠かせないのは､児童･生徒に実

験を見せたり体験させたりすることでしょう。このバイ

バイシリーズ 5 巻「実験でみせる薬物の害」は、容易

に入手できる実験動物や手作り教材を使って､しか

も、教室や理科室でできる実験を選んで編集してあ

るので､これを参考に、児童･生徒といっしょに実験学

習をしてほしいと思います。 

1522 
まんが偉人物語① 
①ライト兄弟 
②ベーブルース 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①自転車屋のウィルバー、オービルの兄弟が世界最

初の動力飛行に成功しました。 

②アメリカの子供たちの人気を集めた大リーグ史上空

前の強打者。ホームラン７１４本の記録を残しました。 

1523 
まんが偉人物語② 
①エジソン 
②メンデル 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①わずか３カ月で小学校をやめ、母親の家庭教育で

学び生涯に蓄音機、白熱電灯などを発明しました。 

②修道院の司祭から国立学校の先生になり、遺伝

の実験を始め、「メンデルの法則」を発表しました。 

1524 
まんが偉人物語③ 
①ヘレンケラー 
②シートン 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①２歳の時、大病のため目、耳、が不自由になってし

まいましたが、苦難を乗り越え人々を勇気づけまし

た。 

②シートンは、絵や博物学の書物に親しみ鳥や獣の

自然観察を行ない自分でさし絵を書いた「動物記」を

出版しました。 

1525 
まんが偉人物語④ 
①坂本龍馬 
②リンカーン 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①土佐（高知県）に生まれ、明治維新の基礎を作り

ましたが、志半ばに意見の違う人たちの刃に倒れま

した。 

②ケンタッキー州にある開拓地に生まれ、第１６代の

アメリカ大統領になり、奴隷解放を宣言しました。 

1526 
まんが偉人物語⑤ 
①ガリレオガリレイ 
②コペルニクス 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①自作の望遠鏡で観測し、教会の絶対的権威にも

めげず｢それでも地球は回っている｣と真理を探究し

ました。 

②医学、神学、天文学を学び僧侶として生涯を送りま

したが、天文学の研究を続け地動説を唱えました。 

1527 
まんが偉人物語⑥ 
①コロンブス 
②一休 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①アメリカ大陸を発見した探検家で、国名のコロンビ

アは彼の名前からつけられました。 

②室町時代の僧侶で、身分を問わず自由に交際し、

人間的、民衆的な禅を広めていきました。 

1528 
まんが偉人物語⑦ 
①ニュートン 
②ダーウィン 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①りんごが木から落ちるのを見て、万有引力の法則

を発見した、イギリスの物理学者です。 

②イギリスの生物学者で、進化論を述べた「種の起

源」は有名です。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1529 
まんが偉人物語⑧ 
①紫式部 
②マルコ･ポーロ 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①文学的な環境の中で教養を身につけ、物語の形

で「源氏物語」書いた平安時代の女流作家です。 

②「東方見聞録」で中国と日本の富と繁栄の有様を描

きヨーロッパ人の東洋への好奇心を刺激しました。 

1530 
まんが偉人物語⑨ 
①アンデルセン 
②ベル 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①デンマーク生まれの作家。苦学をした後、今でも

世界中の子供達に親しまれている傑作童話を書きま

した。 

②音声学の知識を生かし、ろうあ教育に当たり、音

声の伝送を研究して磁石式電話機を発明しました。 

1531 
まんが偉人物語⑩ 
①レオナルド･ダ･ビンチ 
②グーテンベルグ 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①レオナルド・ダ・ビンチは、美術ばかりではなく解剖

学、自然研究、機械設計に関する沢山の優れたスケ

ッチを残した万能の天才です。 

②グーテンベルグは、活版印刷術の創始に努めた

技術者です。初期に印刷した３６行のラテン語聖書

は「グーテンベルグ聖書」と呼ばれていました。 

1532 
まんが偉人物語⑪ 
①野口英世 
②レントゲン 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①左手におった大やけどの手術を体験して医者にな

ろうと決心し、数々の研究成果を修めました。 

②レントゲン電流やＸ線を発見して、第１回のノーベ

ル物理学賞を受賞しました。 

1533 
まんが偉人物語⑫ 
①モーツアルト 
②ワシントン 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①神童といわれ、１１歳頃から活発に作曲活動を開

始し３５年の短い生涯に優れた多数の作品を残しま

した。 

②アメリカ独立軍司令官として革命戦争を指導し、

勝利を導き、独立して初代大統領となりました。 

1534 
まんが偉人物語⑬ 
①キュリー夫人 
②ゴッホ 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①キュリー夫人は、新しい放射性元素、ラジウムを

発見、夫とともにノーベル物理学賞を受賞、後にもノ

ーベル化学賞を受賞しました。 

②ゴッホは、２７歳で画家になる決心をし印象派と浮

世絵の影響を受け「ひまわり」などの情熱的な作品

を残しました。 

1535 
まんが偉人物語⑭ 
①夏目漱石 
②ファーブル 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①夏目漱石は、正岡子規を知り文学に親しみ学校

の先生、留学など経験して小説を発表、近代日本文

学に大きな影響を与えました。 

②ファーブルは、デュフールの論文を読んで感動し、

昆虫の研究に一生をささげる決心をして「昆虫記」を

書き続けました。 

1536 
まんが偉人物語⑮ 
①ノーベル 
②コッホ 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①ノーベルは、ニトログリセリンの研究をし、ニトログ

リセリン火薬を完成させ、ダイナマイトを発明しまし

た。 

②コッホは、細菌の培養方法、結核菌、コレラ菌など

を発見し、結核に関する研究によりノーベル医学・生

理医学賞を受賞しました。 

1537 
まんが偉人物語⑯ 
①ベートーベン 
②ワット 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①ベートーベンは、貧乏に苦しみ耳の病気が絶望的

になっても人類のために高い芸術を作ることを決心

し感動をよぶ名曲を生みました。 

②ワットは、２０歳で機械修理の店を出し修理や改良

から色々な発明を続けピストン運動を利用した蒸気

機関を発明しました。 

1538 
まんが偉人物語⑰ 
①福沢諭吉 
②リンドバーグ 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①福沢諭吉は、身分の低い武士の子として生まれま

したが、外国でも勉強をし、一生涯学問と教育の発

展に尽くしました。 

②リンドバーグは、曲芸飛行をしていましたが、単葉

機でニューヨーク、パリ間を３３時間で初の無着陸横

断飛行に成功しました。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

1539 
まんが偉人物語⑱ 
①グリム兄弟 
②ロダン 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①グリム兄弟は、苦学して大学の教授となり「グリム

童話集」をまとめました。「ドイツ大辞典」も不滅の業

績です。 

②ロダンは、１４歳から彫刻を始め、建物や飾り物の

彫刻の仕事をして近代美術家としての地位を確立し

ました。 

1540 
まんが偉人物語⑲ 
①聖徳太子 
②三蔵法師 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①聖徳太子は、１９歳で摂政となり、３０歳で十七条

憲法を制定し、国家のあり方や政治に従事する者へ

の訓戒を説きました。 

②三蔵法師は、１３歳で出家し、中国各地で学び、

仏教を学ぶためにインドへも旅立ち亡くなるまでに１

３３５巻を翻訳しました。 

1541 
まんが偉人物語⑳ 
①ナイチンゲール 
②ミレー 

２２分 
幼児～ 

アニメ 

①ナイチンゲールは、ドイツで看護法を学び、クリミ

ヤ戦争では敵、味方の区別なく負傷者の手当てをし

ました。 

②ミレーは、サロンに出品した「乳入れを運ぶ女」で

注目され、貧苦と病弱に耐えつつ、農民の姿を描き

続けました。 

1542 石の声 ２４分 

1543 石の声 ２４分 

アニメ 

平和教育 

太平洋戦争では、軍の強制退去命令により八重山

諸島の多くの人々がマラリアでなくなった。この映画

は子供たちを中心に沖縄戦争の悲惨さを描いたもの

で、平和教育に活用できます。 

1544 ガジュマルは生きている ３２分 
児童劇 

平和教育 

沖縄戦が終わったことも知らずに、ガジュマルの上

で２年間も暮らした男がいました。沖縄県石川市に

住む佐次田秀順さんが、その人です。もう一人は、

宮崎県出身の山口静雄さんです。秀順オジーの戦

争体験をもとに、伊江村立伊江小学校の子ども達

が、みずみずしい感性で、心温まる劇を演じました。

親子で、学校で、戦争と平和にについて考える、最

適なビデオ作品です。どうぞ、ご覧ください。 
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DVD 教材 
整理 

番号 
タイトル 時間 対象 ジャンル 項 

29 インターネットの罠 ２０分 中学生～ 技術家庭 １３ 

30 栄養素の働きと健康 １７分 中学生～ 技術家庭 １３ 

31 少年犯罪 その罪と罰 ２０分 中学生～ 道徳 １３ 

32 けんこうなくらしを守るために １５分 小学生（３年） 社会科 １３ 

33 安全なくらしを守るために １５分 小学生（３年） 社会科 １３ 

34 食糧生産とわたしたちのくらし １５分 小学生（５年） 社会科 １３ 

35 自動車生産とわたしたちのくらし １５分 小学生（５年） 社会科 １３ 

36 放送局ではたらくひとびと １３分 小学生（５年） 社会科 １３ 

37 日本の位置と地形のようす １３分 小学生（５年） 社会科 １３ 

38 日本の気候のようす １４分 小学校（５年） 社会科 １３ 

39 環境を守ることの大切さ １５分 小学生（５年） 社会科 １３ 

40 国のなりたち １５分 小学生（６年） 社会科 １３ 

41 奈良の大仏・貴族の世 １６分 小学生（６年） 社会科 １３ 

42 武士の世と室町文化 １５分 小学生（６年） 社会科 １３ 

43 天下統一のゆくえ １５分 小学生（６年） 社会科 １３ 

44 江戸幕府と町人の文化 １５分 小学生（６年） 社会科 １３ 

45 明治維新と文明開化 １５分 小学生（６年） 社会科 １４ 

46 日清・日露 ふたつの戦争 １６分 小学生（６年） 社会科 １４ 

47 新しい日本の出発 １４分 小学生（６年） 社会科 １４ 

48 政治のはたらき １２分 小学生（６年） 社会科 １４ 

49 世界の中の日本 １２分 小学生（６年） 社会科 １４ 

50 フランダースの犬（オリジナルタイプ） 

51 フランダースの犬（バリアフリータイプ） 
９０分 幼児～ アニメ １４ 

52 セッちゃん ３４分 小学生（３年） アニメ １４ 

53 金色のクジラ ２５分 小学生～ 道徳 １４ 

54~ 三国志（全１２巻） ８８分 小学生～ アニメ 14・15 

66 かあちゃん ６０分 一般 時代劇 １５ 

67 火垂るの墓～ほたるのはか～ ８８分 小学生～ アニメ １５ 

68 鉄腕アトム（オリジナルタイプ） 

69 鉄腕アトム（バリアフリータイプ） 
２３分 小学生～ アニメ １５ 

70 母をたずねて三千里（オリジナルタイプ） 

71 母をたずねて三千里（バリアフリータイプ） 
９０分 小学生～ アニメ ２４ 



 

 20 

整理 

番号 
タイトル 時間 対象 ジャンル 項 

72 赤毛のアン（オリジナルタイプ） 

73 赤毛のアン（バリアフリータイプ） 
９０分 小学生～ アニメ ２４ 

74 ふしぎな島のフローネ（オリジナルタイプ） 

75 ふしぎな島のフローネ（バリアフリータイプ） 
９０分 小学生～ アニメ ２４ 

76 ちび犬チンク（オリジナルタイプ） 

77 ちび犬チンク（バリアフリータイプ） 
２３分 小学生～ アニメ ２４ 

78 森を守る小さな赤リス（オリジナルタイプ） 

79 森を守る小さな赤リス（バリアフリータイプ） 
２３分 小学生～ アニメ ２４ 

80 ギザ耳うさぎ（オリジナルタイプ） 

81 ギザ耳うさぎ（バリアフリータイプ） 
２３分 小学生～ アニメ ２５ 

82 タラク山の熊王（オリジナルタイプ） 

83 タラク山の熊王（バリアフリータイプ） 
２３分 小学生～ アニメ ２５ 

84 峰の王者 羊のクラッグ（オリジナルタイプ） 

85 峰の王者 羊のクラッグ（バリアフリータイプ） 
２３分 小学生～ アニメ ２５ 

86 ５等になりたい ７８分 小学校～ アニメ ２５ 

87 地球が動いた日 ７８分 小学校～ アニメ ２５ 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

29 
文部科学省選定 

インターネットの罠 
２０分 

中学生 

技術家庭 

(家庭分野) 

インターネットの罠に落ちないようにするには？トラブル

に巻き込まれたときにはどうしたらいい？高校生のドラマ

を通して、自己防衛策を描きます。 

30 
1993 年教育映画祭優秀作品賞 

栄養素の働きと健康 
１７分 

中学生 

技術家庭 

(家庭分野) 

健康を維持するには正しい栄養の知識が必要です。各

栄養素の働きと６つの食品群を示して、毎日、バランスの

とれた食事をとることがいかに大切かを考えます。 

31 少年犯罪 その罪と罰 ２０分 
中学生 

道徳 

少年犯罪の増加が、社会問題になっている。彼らは犯罪

を犯してしまうのか。再現ドラマを交え、「万引き」「いじ

め」「援助交際」「傷害事件」等について中学生が思いを

語る。 

32 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
①けんこうなくらしを守る
ために 

１５分 

小学生 

３・４年生 

健康な生活

の維持 

・水はどこから 

・ごみのゆくえ 

33 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
②安全なくらしを守るため
に 

１５分 

小学生 

３・４年生 

安全を守る

工夫 

・消防署のしごと 

・警察署のしごと 

34 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
③食糧生産とわたしたち
のくらし 

１５分 

小学生 

５年生 

農業や水産業 

・米づくりにたずさわる人びと 

・水産業にたずさわる人びと 

35 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
④自動車工業とわたした
ちのくらし 

１４分 

小学生 

５年生 

工業生産 

・自動車工場ではたらく人びと 

・自動車工業をささえる貿易や運輸 

36 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑤放送局ではたらくひとび
と 

１３分 

小学生 

５年生 

通信などの

産業 

・ニュース番組が放送されるまで 

・わたしたちのくらしと情報 

37 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑥日本の位置と地形のよ
うす 

１３分 

小学生 

５年生 

国土の自然

などの様子 

・日本の位置と広さ 

・日本の地形 

38 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑦日本の気候のようす 

１４分 

小学生 

５年生 

国土の自然

などの様子 

・日本の気候の特色 

・あたたかい土地のくらし 

・寒い土地のくらし 

39 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑧環境を守ることの大切さ 

１５分 

小学生 

５年生 

国土の環境 

・公害をふせぐために 

・森林の大切さ 

40 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑨国のなりたち 

１５分 

小学生 

６年生 

歴史 

・米づくりのはじまり～登呂遺跡～ 

・豪族の出現～吉野ヶ里遺跡～ 

・巨大古墳の時代 

41 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑩奈良の大仏・貴族の世 

１６分 

小学生 

６年生 

歴史 

・聖徳太子のめざした政治 

・聖武天皇の願い 

・紫式部と清少納言 

42 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑪武士の世と室町文化 

１５分 

小学生 

６年生 

歴史 

・平氏と源氏 

・元軍がせめてきた 

・室町文化 

43 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑫天下統一のゆくえ 

１５分 

小学生 

６年生 

歴史 

・信長の「天下布武」 

・秀吉の天下統一 

・江戸幕府を開いた家康 

44 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑬江戸幕府と町人の文化 

１５分 

小学生 

６年生 

歴史 

・大名行列が行く・出島のオランダ屋敷 

・江戸の町を歩いてみよう・杉田玄白の「解体新書」 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

45 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑭明治維新と文明開化 

１５分 

小学生 

６年生 

歴史 

・黒船がやってきた！ 

・西郷隆盛の見た明治維新 

・福沢諭吉と「学問のすすめ」 

46 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑮日清・日露 ふたつの戦争 

１６分 

小学生 

６年生 

歴史 

・自由民権のうねり～板垣と大隈～ 

・ふたつの戦争のかげで  ・条約改正 

・科学の発展 

47 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑯新しい日本の出発 

１４分 

小学生 

６年生 

歴史 

・１５年にわたる戦争 

・新しい日本の出発 

48 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑰政治のはたらき 

１２分 

小学生 

６年生 

政治の働き

と考え方 

・わたしたちのくらしと政治のかかわり 

・わたしたちのくらしと日本国憲法 

49 
小学 社会科 ビデオシリーズ 
⑱世界の中の日本 

１２分 

小学生 

６年生 

世界の中の

日本 

・国際交流のようす 

・世界に貢献する人びと 

・国際連合のやくわり 

50 
フランダースの犬 
（オリジナルタイプ） 

９０分 

幼児～ 

アニメ 

社会教育 

51 
フランダースの犬 
（バリヤフリータイプ） 

９０分 

幼児～ 

アニメ 

社会教育 

ベルギーのアントワープ近くの小さな村―。心やさしい少

年ネロは、画家になることを夢見ながら、おじいさんと愛

犬パトラッシュ、アロアや友達に囲まれ、貧しいながらも

幸せな日々を送っていました。 

※バリアフリータイプ・・・映像・主音声・副音声が入ったバ

リアフリー用ビデオです。画面には字幕スーパーも入って

います。目の不自由な方に・耳の不自由な方に楽しんで

いただけます。 

52 

直木賞受賞作「ビタミン F」より 
 
セッちゃん ３４分 

小学校 

３年～ 

特別活動 

アニメ・総合

学習 

高木家は父・雄介、母・和美、娘・加奈子（中学生）の３人

家族。ある日、加奈子がいじめにあう「セッっちゃん」とい

う転校生について話し出した･･･。原作：重松清 

53 

文部省選定 

１９９４年教育映画祭最優秀作品賞 
 
金色のクジラ 

２５分 
児童～ 

アニメ・道徳 

「まってろよ、ゆういち！今、助けてやるからな」兄は自分

の骨髄液を提供して、白血病の弟の命を救うために手術

室に入っていきます･･･骨髄移植をテーマにした岸川悦

子原作のアニメ化。兄弟愛と勇気・家族愛と友情で全編

満ち溢れている感動の物語。 

54 

横山光輝  

 
三国志① 

８８分 
小学校～ 

アニメ・歴史 

1 話:桃園の誓い～乱世に立ち上がる勇士たち～  

2 話:激闘!義勇軍～乱は更に大乱を呼ぶ～  

3 話:死闘!鉄門峡～政治の腐敗が真実を葬る～  

4 話:勅使の罠～希望は絶望から蘇る～ 

55 

横山光輝  

 
三国志② 

８８分 
小学校～ 

アニメ・歴史 

5 話:十常侍の陰謀～粛清が血の嵐を呼び～  

6 話:名馬・赤兎馬～背徳の人生・呂布～  

7 話:暴虐将軍・薫卓～薫卓打倒!燃える曹操～  

8 話:乱世の奸雄～冷徹な意志がが闇を引き裂く～ 

56 

横山光輝  

 
三国志③ 

８８分 
小学校～ 

アニメ・歴史 

9 話:豪傑大合戦～玄徳、官軍で活躍～  

10 話:蘇る野望～敗北が運命を拓く～  

11 話:玉璽の魔力～純粋な親子の絆が悪を討つ～  

12 話:白馬の若武者～幻影の彼方に真実が微笑む～ 

57 

横山光輝  

 
三国志④ 

８８分 
小学校～ 

アニメ・歴史 

13 話:激動の獅子たち～燃える!男達の野望～  

14 話:乱世の美女(前編)～命を賭けた乙女の戦い～  

15 話:乱世の美女(後編)～歴史を変えた乙女の涙～  

16 話:宿敵!二人の英雄～ついに来た!玄徳と曹操の激突～

58 

横山光輝  

 
三国志⑤ 

８８分 
小学校～ 

アニメ・歴史 

17 話:二つの計略～曹操の頭上に輝く天運のゆくえは～  

18 話:酔虎・号泣～何よりも固い義兄弟の契り～  

19 話:幻の和睦～許されぬ呂布の裏切り～  

20 話:陳親子の陰謀～策略が野望を討つ～ 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

59 

横山光輝  

 
三国志⑥ ８８分 

小学校～ 

アニメ・歴史 

21 話:月夜の同士討ち～父子の執念が悪を葬る～  

22 話:呂布雪原に散る～雪に散った裏切りの宿命～  

23 話:放たれた虎～対決の序曲が始まる～  

24 話:張飛の兵法～勝利を導いた酒盛り～ 

60 

横山光輝  

 
三国志⑦ ８８分 

小学校～ 

アニメ・歴史 

25 話:独立の猛将～再会が新たな運命を開く～  

26 話:乱世の伏竜・孔明～孔明・平和巡礼の旅が始まる～  

27 話:引き裂かれた主従～関羽の忠誠が危機を呼ぶ～  

28 話:決死の千里行～関羽の武勇が明日を開く～ 

61 

横山光輝  

 
三国志⑧ ８８分 

小学校～ 

アニメ・歴史 

29 話:玄徳軍・大結集～運命の再会が玄徳を彩る～  

30 話:官渡の戦い～曹操の決断が天下をつかむ～  

31 話:凶馬決死の渡河  

32 話:浪士・単福～軍師の活躍に玄徳軍大勝利～ 

62 

横山光輝  

 
三国志⑨ ８８分 

小学校～ 

アニメ・歴史 

33 話:徐庶の母～義に生きた母の死が乱世を諌める～  

34 話:三顧の礼～玄徳ついに孔明に会う～  

35 話:孔明・初陣～孔明の強い意志に玄徳軍大勝利～  

36 話:孔明大手柄～孔明の火と水の計に曹仁軍大敗北～  

63 

横山光輝  

 
三国志⑩ ８８分 

小学校～ 

アニメ・歴史 

37 話:曹操怒りの逆襲～玄徳軍曹操に追われ新野城を去る～  

38 話:大暴れ!子守り剣士～勇士が玄徳の子阿斗を守る～   

39 話:孔明大舌戦～死をも覚悟した孔明の策略とは～  

40 話:美丈夫・周瑜～周瑜、曹操軍との開戦決意～ 

64 

横山光輝  

 
三国志⑪ ８８分 

小学校～ 

アニメ・歴史 

41 話:周瑜の殺意～孔明兄弟の決意が玄徳を救う～  

42話:秘策!水上大要塞～周瑜と曹操の駆け引きはいかに～ 

43 話:十万本の矢～孔明の智謀に周瑜殺意を捨てる～  

44 話:黄蓋・苦肉の策～讃うべき老将の勇気～ 

65 

横山光輝  

 
三国志⑫ ８６分 

小学校～ 

アニメ・歴史 

45 話:鳳雛連環の計～まさに整う火攻めの準備～  

46 話:赤壁の戦い(前編)～曹操の運命はいかに～  

47 話:赤壁の戦い(後編)～玄徳・曹操・孫権の勝利は誰

の手に～ 

66 

山本周五郎シリーズ第１回作品 
 
かあちゃん ６０分 

一般～ 

時代劇 

女手ひとつで４人の子どもを育てるお勝。そんなお勝の

家の金を狙った勇吉が強盗に入った。勇吉を引き止め、

一緒に暮らすことになるが･･･。山本周五郎シリーズ第１

回作品。 

67 
火垂るの墓 
～ほたるのはか～ 

８８分 

小学校～ 

平和教育 

アニメ 

この映画は昭和２０年６月から９月にかけて、日本の敗戦

をはさんだ約３ヶ月間に、１４歳の清太と４歳の節子という

ふたりの兄妹がどう生きたか、を描いた作品です。舞台

は兵庫県の神戸市と西宮市です。 

68 

ASTORO BOY 

鉄腕アトム 

（オリジナルタイプ） 

２３分 
小学校～ 

アニメ 

69 

ASTORO BOY 

鉄腕アトム 

（バリヤフリータイプ） 

２３分 
小学校～ 

アニメ 

世界ではロボットが人間の手足となって活躍していた。ア

トムは心を持つロボットとして、お茶の水博士の手によっ

て目覚めた。心を持つロボットの存在は、人間達の間に

波紋を広げ、反対する人々から迫害を受ける事も･･･。ア

トムは、素晴らしい能力を使って、人間を危機から救うた

めに活躍する。アトムの願いは一つ。それは「人間とロボ

ットが友達でいられる世界を作る事」だった･･･。 

※バリアフリータイプ・・・映像・主音声・副音声が入ったバ

リアフリー用ビデオです。画面には字幕スーパーも入って

います。目の不自由な方に・耳の不自由な方 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

70 
母をたずねて三千里 

（オリジナルタイプ） 
９０分 

小学校～ 

アニメ 

71 
母をたずねて三千里 

（バリアフリータイプ） 
９０分 

小学校 

アニメ 

難視聴者 

アルゼンチンに出かせぎに行ったまま、連絡の途絶えた

お母さんをたずねようと、少年マルコはたったひとりでイタ

リアのジェノバを旅立ちます。わずかな手がかりを頼りに

お母さんを探し続けるマルコ･･･。はたしてマルコはお母さ

んに会うことができるのでしょうか･･･。 

オリジナルタイプ：通常の映像が楽しめるビデオ・DVD で

す。字幕スーパーは入っておりません。 

バリアフリータイプ：映像・主音声・副音声入りで画面には

スーパーも入っていて目の不自由な方・耳の不自由な方

に楽しんでいただけます。 

72 
赤毛のアン 

（オリジナルタイプ） 
９０分 

小学校～ 

アニメ 

73 
赤毛のアン 

（バリアフリータイプ） 
９０分 

小学校～ 

アニメ 

難視聴者 

おしゃべりで空想の世界に心をはばたかせる少女、アン・

シャーリー。ある日、カナダの頭部プリンスエドーワード島

の老兄弟の元にやってきます。期待に胸をふくらませ、ア

ンのグリーンゲイブルズの生活が始まりました。 

オリジナルタイプ：通常の映像が楽しめるビデオ・DVD で

す。字幕スーパーは入っておりません。 

バリアフリータイプ：映像・主音声・副音声入りで画面には

スーパーも入っていて目の不自由な方・耳の不自由な方

に楽しんでいただけます。 

74 
家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

（オリジナルタイプ） 

９０分 
小学校～ 

アニメ 

75 
家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

（バリアフリータイプ） 

９０分 

小学校～ 

アニメ 

難視聴者 

スイスからオーストラリアへ移り住むことになったフローネ

とその家族。しかし、旅の途中で乗っていた船が嵐で遭

難し、無人島にたどりつきます。誰もいないこの島で、フ

ローネとその一家の冒険に満ちた生活が始まります。 

オリジナルタイプ：通常の映像が楽しめるビデオ・DVD で

す。字幕スーパーは入っておりません。 

バリアフリータイプ：映像・主音声・副音声入りで画面には

スーパーも入っていて目の不自由な方・耳の不自由な方

に楽しんでいただけます。 

76 
シートン動物記 

ちび犬チンク 

（オリジナルタイプ） 

２３分 
小学校～ 

アニメ 

77 
シートン動物記 

ちび犬チンク 

（バリアフリータイプ） 

２３分 

小学校～ 

アニメ 

難視聴者 

山男のビリーじいさんは、チンクというかわいい子犬を飼

ってました。ある日、ビリーじいさんは町へ行くことにな

り、チンクにテントの見張りを言いつけて、出かけて行き

ました。しばらくするとテントを狙うコヨーテが忍び寄って

きました。果たしてチンクはテントを守ることができるので

しょうか？ 

オリジナルタイプ：通常の映像が楽しめるビデオ・DVD で

す。字幕スーパーは入っておりません。 

バリアフリータイプ：映像・主音声・副音声入りで画面には

スーパーも入っていて目の不自由な方・耳の不自由な方

に楽しんでいただけます。 

78 
シートン動物記 

森を守る小さな赤リス 

（オリジナルタイプ） 

２３分 
小学校～ 

アニメ 

79 
シートン動物記 

森を守る小さな赤リス 

（バリアフリータイプ） 

２３分 

小学校～ 

アニメ 

難視聴者 

リスたちは、母親の教えによって生きていくための知恵を

学びます。しかし、それ以上に先祖から受け継いできた

「不思議な知恵」の働きによることも多いのです。おいし

い実のなるヒッコリーやその他、森の木はたいていリスた

ちによって植えられることが多いのです。 

オリジナルタイプ：通常の映像が楽しめるビデオ・DVD で

す。字幕スーパーは入っておりません。 

バリアフリータイプ：映像・主音声・副音声入りで画面には

スーパーも入っていて目の不自由な方・耳の不自由な方

に楽しんでいただけます。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内容 

80 
シートン動物記 

ギザ耳うさぎ 

（オリジナルタイプ） 

２３分 
小学校～ 

アニメ 

81 
シートン動物記 

ギザ耳うさぎ 

（バリアフリータイプ） 

２３分 

小学校～ 

アニメ 

難視聴者 

ギザ耳うさぎとは、彼の耳がギザギザになっているところ

からつけられたものです。それは、彼が最初にやった「冒

険」のために出来たキズなのです。好奇心の強いこの子

ウサギは、黒ヘビとの戦いで片耳を噛みちぎられてしまっ

たのです。さて、ギザ耳ウサギの次の冒険はどんな冒険

になるのでしょう。 

オリジナルタイプ：通常の映像が楽しめるビデオ・DVD で

す。字幕スーパーは入っておりません。 

バリアフリータイプ：映像・主音声・副音声入りで画面には

スーパーも入っていて目の不自由な方・耳の不自由な方

に楽しんでいただけます。 

82 
シートン動物記 

タラク山の熊王 

（オリジナルタイプ） 

２３分 
小学校～ 

アニメ 

83 
シートン動物記 

タラク山の熊王 

（バリアフリータイプ） 

２３分 

小学校～ 

アニメ 

難視聴者 

漁師のランは２匹の子グマを育てていて、ジャックと名付

けた頭の良い子グマがお気に入りでした。しかし、ジャッ

クを手放すことになり、漁師をやめてしまいました。ある

日、牛や羊を襲う「タクラ山の熊王」をしとめて欲しいとい

う話しが持ち上がり、ランは熊王を追って再び山に向かう

ことに･･･。 

オリジナルタイプ：通常の映像が楽しめるビデオ・DVD で

す。字幕スーパーは入っておりません。 

バリアフリータイプ：映像・主音声・副音声入りで画面には

スーパーも入っていて目の不自由な方・耳の不自由な方

に楽しんでいただけます。 

84 
シートン動物記 

峰の王者 羊のクラッグ 

（オリジナルタイプ） 

２３分 
小学校～ 

アニメ 

85 
シートン動物記 

峰の王者 羊のクラッグ 

（バリアフリータイプ） 

２３分 

小学校～ 

アニメ 

難視聴者 

大角羊のクラッグは、知恵と勇気そして丈夫な体と、誰よ

りも立派な角によって、大きな群れのリーダーになりま

す。しかし、その角が人間の欲望の対象となり、多額の

賞金がかけられてしまいます。クラッグと漁師のスコッティ

との運命的な戦いが始まりました。 

オリジナルタイプ：通常の映像が楽しめるビデオ・DVD で

す。字幕スーパーは入っておりません。 

バリアフリータイプ：映像・主音声・副音声入りで画面には

スーパーも入っていて目の不自由な方・耳の不自由な方

に楽しんでいただけます。 

86 
文部省選定 

５等になりたい 
７８分 アニメ 

小さい頃の病気がもとで、４歳まで立つことすらできなか

った律子、小学校に入っても、皆と同じ様に歩くことがで

きず、クラスメート達にからかわれるのでした。「かけっこ

で５等になる！」ことが夢の律子でしたが、３年の運動会

も近づき、律子の班では「律子ちゃんがいたらリレーで負

けちゃうよー」と大騒ぎ・・。 

87 
文部省選定 

地球が動いた日 
７８分 アニメ 

“戦後最大の阪神･淡路大震災”が起きた地域に生きる

子供たちを主人公に、震災の悲しみから明日を見つめ、

互いに希望を見つけだして成長していく。 

 



機 材 
▼マルチメディアプロジェクター▼ 

№ メーカー 規格・型番 重さ 明るさ 備考 

１ EPSON EMP-7900 ８Kg 4000 ㏐ 軽量で明るい機種です。 

２ EIKI DVX-25 １７Kg 2500 ㏐ VHS/DVD ﾌﾟﾚｰﾔとの一体型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ。 
一台で DVD もビデオを映写できます。ｽﾋﾟｰｶｰ付 

３ EPSON EMP-8200 １７ｋｇ 3500 ㏐ 大会場でも使える機種です。 

４ EPSON MEP-8200 １７ｋｇ 3500 ㏐ 大会場でも使える機種です。 

５ AVIO MP-50 １０ｋｇ 3000 ㏐ 書画カメラ内蔵により、紙の資料や立体サンプルを
投映できます。 

６ EPSON EMP-8300 ２１ｋｇ 5200 ㏐ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰで整備している中で一番明るいﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾀｰ 

７ EIKI DVX－26 １７Kg 2500 ㏐ VHS/DVD ﾌﾟﾚｰﾔとの一体型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ。 
一台で DVD もビデオを映写できます。ｽﾋﾟｰｶｰ付 

８ EPSON EMP-7950 ８kg 4000 ㏐ ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ・USB 付で無線 LAN・ﾊﾟｿｺﾝなしでもプ
レゼン可能 

※明るさ（㏐）：この数値が高いほど明るいです。（3000 ㏐からは体育館での映写も可能です。） 
 

▼１６mm 映写機▼                           ▼スライド映写機▼ 
№ メーカー 規格・型番 重さ  № メーカー 規格・型番 重さ 

１ ELMO CL-250 １２ｋｇ  １ ＥＩＫＩ SLO-260MR １８ｋｇ 

２ EIKI SSL-02 １２ｋｇ  ▼OHP（ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ）▼ 

３ EIKI SLL-OH １４ｋｇ  № メーカー 規格・型番 重さ 
４ ELMO １６－CL １６ｋｇ  １ ＥＩＫＩ OHP-5750M １２ｋｇ 

５ ELMO １６－CL １６ｋｇ      

６ EIKI EX-3000S １６ｋｇ      

７ EIKI SSL-O １２ｋｇ      

８ EIKI SSL-O １２ｋｇ      

 
▼スクリーン▼ 

№ メーカー 規格・型番 重さ 内容 
１ EIKI KP-80 ８ｋｇ ﾛｰﾙ式・８０型（W1620×H1220mm） 
２ ― ― ９ｋｇ 三脚式（W1500×1700mm）０HP 用 
３ ― ― １１ｋｇ 三脚式（W1800×1800mm） 
４ EIKI KP-80 ８ｋｇ ﾛｰﾙ式・８０型（W1620×H1220mm） 
５ EPSON DB-2400 １４ｋｇ 三脚式・１２０型（W2438×2438mm） 
６ EPSON ELPSC08 ８ｋｇ ﾛｰﾙ式・８０型（W1620×H1220mm） 
７ EIKI KP-100 １０ｋｇ ﾛｰﾙ式・100 型（W1987×H1490mm） 
８ EIKI KP-100 １０ｋｇ ﾛｰﾙ式・100 型（W1987×H1490mm） 
９ 映像ｾﾝﾀｰ CF-200 ４０ｋｇ 組立式・２００型（W4170×3100mm）、工具無しで設置できます 

１０ 映像ｾﾝﾀｰ DF-210E ４４ｋｇ 組立式・２１０型（W4470×3404mm）、工具無しで設置できます 

 
【その他】 
VHS ﾌﾟﾚｰﾔ・DVD ﾌﾟﾚｰﾔ・VHS/DVD ﾌﾟﾚｰﾔ・ﾜｲﾔﾚｽアンプも整備してます。 


