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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/ＶＨＳプレーヤ 

VHS テープ マルチメディアプロジェクター スクリーン 

DVD スライドプロジェクター ワイヤレスアンプ 

 オーバーヘッドプロジェクター ロケーションライト 

 資料提示装置（ＯＨＣ） レーザーポインター 

 集音マイク プレゼンテーション用マウス 

（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、その他館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（１１市町村） 

豊 見 城 市 南 城 市 八 重 瀬 町 与 那 原 町 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 
 ○視聴覚機器 １団体当り      １台又は一式 
○視聴覚資料（VHS・DVD・１６㎜） ３点以内 
○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） 



VHS・DVD 教材 
整理番号 タイトル 時間 対象 項 

V-1591 くまのおいしゃさん 23 分 幼児～小  

V-1592 日本のおばけ話（のっぺらぼう） 15 分 幼児～小  

V-1593 がんばれスイミー 26 分 幼児～小  

V-1594 笠じぞう 15 分 幼児～小  

V-1595 出合い系サイト狙われる女子中高生 16 分 中学～高校  

V-1596 金子みすゞ やさしさの風景 17 分 中学～高校  

V-1597 本の楽しさを伝えよう ブックトーク 24 分 小学校  

V-1598 読書ゲームにチャレンジ アニマシオンゲーム 24 分 小学校  

V-1599 声に出して読んでみよう 朗読・郡読・詩のボクシング 24 分 小学校  

V-1600 昆虫のそだち方とからだのつくり 20 分 小学校３年  

V-1601 生き物のくらしと季節 20 分 小学校４年  

V-1602 星を見よう 19 分 小学校４年  

V-1603 ものの温かさ・もののあたたまり方 18 分 小学校４年  

V-1604 動物のたんじょう 19 分 小学校５年  

V-1605 流れる水のはたらき 18 分 小学校５年  

V-1606 てんびんとてこ・おもりのはたらき・もののとけ方 20 分 小学校５年  

V-1607 ヒトや動物の体 19 分 小学校６年  

V-1608 大地のようす・大地の変化 19 分 小学校６年  

V-1609 もののもえ方・水溶液の性質・電磁石のはたらき 20 分 小学校６年  

V-1610 じごくのそうべぇ 16 分 小～中学  

V-1611 五井先生と太郎 16 分 小～中学  

V-1612 お母さん、泣かないで 17 分 幼児～小  

V-1613 きみならどうする ゆうかい・いたずらされないために 13 分 幼児～小  

V-1614 いじわる狐 ランボーのなみだ 15 分 幼児～小  

V-1615 生活習慣病としつけ 20 分 親  

V-1616 ０歳からの社会性の発達を考える 20 分 幼児～  

V-1617 MOTTAINAI で地球を考える ①地球規模で考える環境 15 分 小～中学  

V-1618 MOTTAINAI で地球を考える ②新しい技術が環境を守る 15 分 小～中学  

V-1619 MOTTAINAI で地球を考える ③くらしの工夫が地球を守る 15 分 小～中学  

V-1620 他人の子を叱る 29 分 親  

V-1621 いじめ 親として 30 分 親  

V-1622 大人の居場所づくり～地域に根ざすボランティア活動～ 20 分 親  
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整理番号 タイトル 時間 対象 項 

V-1623 薬物に奪われた青春 22 分 中学～高校  

V-1624 子どものしつけと父親の役割 21 分 親  

V-1625 恐るべき覚せい剤 21 分 中学～高校  

V-1626 地域に生きるボランティア 20 分 中学～高校  

V-1627 でんじろう先生のかがく① 空気砲と音編 60 分 理科（科学）  

V-1628 でんじろう先生のかがく② ブーメランと電池編 60 分 理科（科学）  

V-1629 でんじろう先生のかがく③ 静電気と風船編 60 分 理科（科学）  

V-1630 ちびまる子ちゃんの地震を考える 13 分 アニメ・防災  

V-1631 沖縄戦の証言 35 分 平和教育  

D-0109 くまのおいしゃさん 23 分 幼児～小  

D-0110 日本のおばけ話(のっぺらぼう) 15 分 幼児～小  

D-0111 がんばれスイミー 26 分 幼児～小  

D-0112 笠じぞう 15 分 幼児～小  

D-0113 みんないちばん 13 分 幼児～小  

D-0114 どんぐりと山猫 40 分 幼児～小  

D-0115 泣いた赤おに 31 分 幼児～小  

D-0116 サヨナラ、みどりが池～飛べ!凧グライダー～ 34 分 幼児～小  

D-0117 MOTTAINAI もったいない 22 分 幼児～小  

D-0118 うたって・どって・ゆうかいぼうし イカのおすし 16 分 防犯・アニメ  

D-0119 心肺蘇生とＡＥＤの使い方～救急車が来るまでに～ 15 分 応急処置  

D-0120 ディズニーアニメ名作シリーズ 1 ファンタジア 117 分 アニメ  

D-0121 ディズニーアニメ名作シリーズ 2 バンビ 70 分 アニメ  

D-0122 ディズニーアニメ名作シリーズ 3 ダンボ 62 分 アニメ  

D-0123 ディズニーアニメ名作シリーズ 4 シンデレラ 72 分 アニメ  

D-0124 ディズニーアニメ名作シリーズ 5 白雪姫 81 分 アニメ  

D-0125 ディズニーアニメ名作シリーズ 6 ピノキオ 86 分 アニメ  

D-0126 ディズニーアニメ名作シリーズ 7 ピーターパン 75 分 アニメ  

D-0127 ディズニーアニメ名作シリーズ 8 ふしぎな国のアリス 73 分 アニメ  

D-0128 ディズニーアニメ名作シリーズ 9 ガリバー旅行記 74 分 アニメ  

D-0129 ディズニーアニメ名作シリーズ 10 三人の騎士 70 分 アニメ  

D-0130 スプーンおばさん 120 分 アニメ  

D-0131 ジャングル大帝（誕生）① 24 分 アニメ  

D-0132 ジャングル大帝（誕生）①※バリアフリー作品 24 分 アニメ  

D-0133 ジャングル大帝（約束）② 24 分 アニメ  

D-0134 ジャングル大帝（約束）②※バリアフリー作品 24 分 アニメ  
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整理番号 タイトル 時間 対象 項 

D-0135 ジャングル大帝（旅立ち）③ 24 分 アニメ  

D-0136 ジャングル大帝（旅立ち）③※バリアフリー作品 24 分 アニメ  

D-0137 ジャングル大帝（友達）④ 24 分 アニメ  

D-0138 ジャングル大帝（友達）④※バリアフリー作品 24 分 アニメ  

D-0139 ジャングル大帝（故郷）⑤ 24 分 アニメ  

D-0140 ジャングル大帝（故郷）⑤※バリアフリー作品 24 分 アニメ  

D-0141 沖縄戦の証言 35 分 平和教育  

※V＝VHS  D＝DVD 

※バリアフリー作品＝映像・主音声・副音声が入ったバリアフリー用ビデオ・DVD です。字幕スーパーが入って

いますので、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 

V-1591 くまのおいしゃさん 23 分 
幼児～小 

アニメ 

美しい自然を背景に展開する家族愛や動物村の

皆が助け合って、平和に暮らしている様子、そうし

た中にかもしだされる親子、友人、村人たちの信

頼の絆の大切さ、やさしさや思いやりの大事なこ

と、安全にはいつも気をつけるなどに気づかせ、

幼い子の温かい心情を育むのに役立てる、 

V-1592 
日本のおばけ話 

（のっぺらぼう） 
15 分 

幼児～小 

アニメ 

大工の正八は、町はずれのお寺の修理をしていま

した。ついつい仕事に夢中になってしまい、もう日

が暮れそうです。正八は帰りを急ぎました。さびし

い道を抜け、やっと江戸の町の中にたどり着いた

時です。お堀のそばの柳の下に、白い女の人の影

がゆれていました。 

V-1593 がんばれスイミー 26 分 
幼児～小 

アニメ 

スイミーの知恵で、小さな赤い魚たちが、広い海の

中を思いきり泳げるようになった喜びを味あわせ、

事態に対応した工夫や、考えることの大切さに気

づかせたい。 

V-1594 笠じぞう 15 分 
幼児～小 

アニメ 

雪の降る日、町へ笠を売りにいったおじいさんが

雪の積もったお地蔵さまに、寒かろうと売れ残った

笠までかぶせてあげました。その夜、家の前には

お金やお米の贈り物がありました。 

V-1595 
出合い系サイト 

狙われる女子中高生 
16 分 

中学～高校 

防犯 

携帯電話の普及とともに、増えてきた「出会い系

サイト」新たな出会いを提供するインターネットサ

ービスですが、そこには危険な罠があることをしっ

ていますか。 

V-1596 
金子みすゞ  

やさしさの風景 
17 分 

中学～高校 

アニメ 

金子みずゞのやさしくあたたかい詩の世界を、朗

読とアニメーションにより映像化。みすゞの詩にこ

められた想いを、みすゞが育った仙崎や下関の情

景も描きながら、情感豊に伝えていきます。明るい

ほうへ/星とたんぽぽ/草の名/日の光/こだまでし

ょうか/大漁/ふしぎ/はちと神さま/わたしと小鳥と

すずと/他 

V-1597 
本の楽しさを伝えよう 

ブックトーク 
24 分 

読書 

小学校 

読書はひとりで楽しむだけでなく、面白さや感動を

伝えることでコミュニケーション活動へも広がって

いきます。その代表的なものが「ブックトーク」で

す。クイズや人形劇を取り入れるなど、子どもたち

が様々な工夫を凝らしてブックトークに挑戦しま

す。 

V-1598 
読書ゲームにチャレンジ 

アニマシオンゲーム 
24 分 

読書 

小学校 

「アニマシオンゲームとは、ゲームを楽しみながら

本を読む力を育てる活動です。物語の内容や登

場人物の持ち物・言葉を題材にしたゲームを通し

て、文章を注意して深く読み取る力をつけることが

できます。児童によるゲームの準備・発表の様子

を通して、アニマシオンゲームのルールや楽しみ

方を紹介します。 

V-1599 
声に出して読んでみよう 

朗読・郡読・詩のボクシング 
24 分 

読書 

小学校 

児童による朗読・郡読の活動の様子を、練習のポ

イントの解説も交えて紹介し、言葉を声に出して楽

しむことの楽しさや、その不思議な魅力に迫りま

す。また、詩の朗読を競い合う「詩のボクシング」

では、言葉による表現活動の楽しさを伝えます。 

V-1600 

小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

こん虫のそだち方とからだの

つくり 

20 分 
理科 

小学校３年 

モンシロチョウの飼育を通して昆虫の成長に伴う

完全変態のようすを学びます。また成虫の観察を

通じて、昆虫の体の特徴をみていきます。他の昆

虫もいくつか取り上げ、モンシロチョウと比較しな

がら、体のつくり、育ち方の共通点、相違点などを

学習します。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

V-1601 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

生き物のくらしと季節 
20 分 

理科 

小学校４年 

ひょうたんの栽培を通じて、季節の変化を感じま

す。長期にわたる取材成果を短い視聴時間でまと

めてみられるので、まとめに最適です。 

V-1602 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

星を見よう 
19 分 

理科 

小学校４年 

星の探し方を紹介します。教師が授業で実施指導

できないところなので、児童が自分の手でできるよ

うな方法を提案します。夏の星は、夏の大三角と

それに関わる星座、冬の星は冬の大三角と、それ

に関わる星座を紹介します。 

V-1603 

小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

ものの温かさ・もののあたたま

り方 

18 分 
理科 

小学校４年 

気体、液体、固体(金属)それぞれの熱膨張、熱伝

導を取り上げます。児童の実験では典型的な結果

がでにくいものもありますので、映像によってわか

りやすく示します。 

V-1604 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

動物のたんじょう 
19 分 

理科 

小学校５年 

メダカの卵の観察方法、微速度撮影による卵の連

続変化を見せます。ヒトについては、胎児の成長

段階を超音波映像で細かく紹介します。 

V-1605 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

流れる水のはたらき 
18 分 

理科 

小学校５年 

雨が降った後の地面のようすから、水のはたらき

を考え、実験をしてみます。その上で川の上流、中

流、下流のようすを見ていきながら、それらの作用

を考えます。また、洪水のようすから、川の作用が

生活に及ぼす影響を考えその対策なども紹介しま

す。 

V-1606 

小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

てんびんとてこ、おもりのはた

らき、もののとけ方 

20 分 
理科 

小学校５年 

重いものを楽に持つことできるてんびんから、てこ

の仕組みを学びます。振り子と衝突は、児童では

測定精度がでにくい実験です。水溶液の定義もわ

かりにくいところです。映像によって理解を深めら

れるよう、実験方法、見せ方などを工夫しました。 

V-1607 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

ヒトや動物の体 
19 分 

理科 

小学校６年 

消化と吸収、呼吸、血液のはたらきを実験を交え

て解説していきます。消化酵素による消化の実

験、呼気と吸気の違い、身体の中の器官による血

管網の違いなども見せます。 

V-1608 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

大地のようす、大地の変化 
19 分 

理科 

小学校６年 

地層のできかた、自信による地形の変化、火山に

よる地形の変化を紹介します。教科書に掲載の事

例地を多く取り上げ、授業で使いやすい構成にな

っています。 

V-1609 

小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

ものの燃え方、水溶液の性

質、電磁石のはたらき 

20 分 
理科 

小学校６年 

燃焼には酸素が必要であることを丁寧に見せま

す。水溶液の性質では、塩酸に溶ける金属を追跡

し、化学変化の基礎を学びます。電磁石のはたら

きはモーターを取り上げ、教科書にでてくる 2 極モ

ーター、ブザーの原理を簡単に解説します。 

V-1610 じごくのそうべえ 16 分 アニメ 

綱渡りの最中に、うっかり落ちて死んでしまった軽

業師のそうべえ。あの世への道の道中、山伏のふ

っかい、歯抜き師のしかい、医者のちくあんと出会

い、みんなで一緒に三途の川を渡ることに。いよ

いよ閻魔大王の裁きを受ける 4 人だが、あいにく

今日は死んだ人間の数が多い。面倒にになった

大王は、4 人をまとめて地獄へおくり、残りはみん

あ極楽へ通す。糞尿地獄に釜ゆで地獄、人を呑み

込む人呑鬼などなど、地獄の責め苦が次々と 4 人

を襲う。ところが曲者揃いのそうべえたち、あの手

この手でピンチを切り抜け、苦しむどころか地獄の

鬼を笑い飛ばしていく始末。はたしてそうべえたち

の運命はいかに? 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

V-1611 五井先生と太郎 16 分 
アニメ 

人権教育 

この作品の主人公・太郎の両親は、言語と聴覚に

障害をもっています。しかし、2 人は障害を「神が

与えた運命」と受け止め、気高く生きています。そ

の姿から、児童生徒に差別や偏見をなくすことの

大切さを考えさせます。また、太郎の両親の障害

を知り、両親に代わって太郎の名前を呼ぶ五井先

生からは、人の心の暖かさ・優しさを深く感じ取る

ことができます。 

V-1612 お母さん、泣かないで 17 分 
交通安全 

アニメ 

毎年開いている夏美の家での誕生日会に、いつも

遅刻などしない一番の仲良しの正子が、約束の時

間になってもやって来ません。そこへ 1 本の電話

が入ります。正子が夏美の家に向かう途中、交通

事故にあい、亡くなったというのです。正子は手術

室に向かう途中「お母さん、なかないで」と自分の

ことより母親を気づかったそうです。そして夏美

は、正子が誕生日プレゼントに用意していた紙袋

を受け取りました・・・。 

V-1613 
きみならどうする 

ゆうかい・いたずらされないために 
13 分 

幼～小 

防犯 

アニメ 

子どもたちが被害に遭う凶悪犯罪が社会問題に

なっています。家庭、地域、学校でも様々な防犯

活動に取り組んでいますが、依然として痛ましい

犯罪は後をたちません。そこで、自分自身で危険

から身を守るための方法を、小さな子どもにも理

解できるよう、わかりやすいアニメーションで描き

ました。子どもたちと観て、一緒に話し合い考えて

みてください。 

V-1614 
子狐ランボーシリーズいじわる狐 

ランボーのなみだ 
15 分 アニメ 

やっかい者扱いにされているランボーを森の仲間

たちが七夕祭に招待します。しかし彼は「皆で俺を

だます気だな」と警戒するのですが・・・意地っ張り

のランボーが生まれて初めて見せた涙の秘密を

感動的に描くランボーシリーズ第 2 弾。 

V-1615 
生きる力を育む保育ビデオシリーズ 

生活習慣病としつけ 
20 分 家庭教育 

しつけにはどんなことがあるだろうか。個人差はあ

るが、いつ頃からどのようにしたら良いのだろう

か。 

V-1616 
ともだちいっぱい 

0 歳からの社会性の発達を考える 
20 分 保育 

子どもたちが、様々な生活環境、社会環境の中

で、どのように人とかかわり、自ら社会性を身につ

けていくのか、幼児期の子どもを中心に考えてい

きます。 

V-1617 
MOTTAINAI で地球を考える

①地球規模で考える環境 
15 分 環境問題 

植林活動でノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マ

ータイさん、そしてアルピニストの野口健さん。環

境問題に取り組む二人の言葉を通して、環境問題

を語るキーワード「もったいない」の大切さを訴え

かけます。 

V-1618 
MOTTAINAI で地球を守ろう②

新しい技術が環境を守る 
15 分 環境問題 

燃料電池自動車、コージェネレーションシステム、

バイオマスエネルギーの利用など、環境問題の解

決をめざして、現在様々な技術開発が行われてい

ます。多くのインタビューを交え、その様子を紹介

していきます。 

V-1619 
MOTTAINAI で地球を考える

③くらしの工夫が地球を守る 
15 分 環境問題 

環境問題の原因の多くは、私たち自身のライフス

タイルにあります。「もったいない」を合言葉に、リ

デュース・リユース・リサイクルの「3R」を家庭の中

ですぐに実践するための方法を具体的に示しま

す。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

V-1620 他人の子を叱る 29 分 
PTA 

地域教育 

防犯、防災、子どものしつけ、健全育成と地域

社会の影響力は計り知れないが、今、他人の

子どもを叱るには大変な勇気がいる。良かれと

思って叱っても、その後のわずらわしさを考える

と二の足を踏んでしまう。だがしかし・・・と本作

品は問題提起を起こします。 

V-1621 いじめ 親として 30 分 
いじめ 

家庭教育 

上履きのまま帰宅した娘(中 2)の様子の変化か

ら父と母は我が子のいじめに気づく。しかし本

人はその事を認めようとしなかった。そこで両親

は・・・。我が子がいじめにあった時、親はどうし

たら良いか、その基本姿勢を示唆します。 

V-1622 
大人の居場所づくり 

～地域に根ざすボランティア活動～ 
20 分 福祉 

このビデオは、地域に根ざした活動をいきいき

と続けている人たちの姿をとらえ、ボランティア

活動の魅力と意味を考えます。 

V-1623 薬物に奪われた青春 22 分 防犯 

温かい人間関係を待てず、唯一の救いは薬物

だけ・・・。そして身も心もボロボロになり、「死」

と隣り合わせにあった依存症の日々。そこから

立ち直ろうと努力を重ねる人々やその周囲の葛

藤をドキュメント。 

V-1624 子どものしつけと父親の役割 21 分 
家庭教育 

（父親） 

子を持つ親たちに、特に父親の家庭教育への

参加を唱え、子どもの成長にとって父親との触

れ合いが如何に大切かを訴えます。 

V-1625 恐るべき覚せい剤 21 分 防犯 

青少年の覚せい剤汚染の実態、心身にあたえ

る障害、また社会におよぼす影響などを描き、

青少年に薬物乱用防止を強く訴えます。 

V-1626 地域に生きるボランティア 20 分 福祉 

ボランティアを始めたいと思っている人の戸惑

いに応えて、生きがいを見出し、喜びを分かち

合いながらボランティアに携わる人々の姿を紹

介。一の一歩の踏み出し方をアドバイスしま

す。 

V-1627 
でんじろう先生のかがく① 

 空気砲と音編 
60 分 

理科 

（科学） 

○ダンボール空気法実験○ペットボトル空気法

実験○ストロー楽器○振動盤実験○声変わり

ハウス○チャーリー西村のおまけ実験コーナー 

V-1628 
でんじろう先生のかがく② 

 ブーメランと電池編 
60 分 

理科 

（科学） 

○ブーメラン実験○電池実験○チャーリー西村

のおまけ実験コーナー（エルステッドの実験、電

磁石の実験、エジソン電球、木炭の焼き方） 

V-1629 
でんじろう先生のかがく③ 

 静電気と風船編 
60 分 

理科 

（科学） 

○風船で静電気○電気コップ○ミラクルシャボ

ン玉○串刺し風船○時限破裂風船○チャーリ

ー西村のおまけ実験コーナー 

V-1630 ちびまる子ちゃんの震を考える 13 分 
アニメ 

防災 

【文部省選定】地震は突然やってくるんでって。

みんなはもしもの時、地震に備えて何かしてい

る？日ごろの備えと、地震の時の心得を知って

おこうね！ 

V-1631 沖縄戦の証言 35 分 平和教育 

戦後６０周年のいま、あらためて問われる沖縄

戦の実相。美しい沖縄の自然を砲弾の嵐で焼

き尽くしたアメリカ軍。韓国での取材、戦争体験

者の証言などは、あの戦争の意味を静に問い

かける。小学生や中学生までも戦闘にかり出さ

れ命を奪われたあの戦争。平和への願いをこ

めて世界の人々へ贈る沖縄からのメッセージ。 



 

 11 

整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

D-0109 くまのおいしゃさん 23 分 アニメ 

美しい自然を背景に展開する家族愛や動物村の

皆が助け合って、平和に暮らしている様子、そうし

た中にかもしだされる親子、友人、村人たちの信

頼の絆の大切さ、やさしさや思いやりの大事なこ

と、安全にはいつも気をつけるなどに気づかせ、

幼い子の温かい心情を育むのに役立てる、 

D-0110 
日本のおばけ話 

(のっぺらぼう) 
15 分 アニメ 

大工の正八は、町はずれのお寺の修理をして

いました。ついつい仕事に夢中になってしまい、

もう日が暮れそうです。正八は帰りを急ぎまし

た。さびしい道を抜け、やっと江戸の町の中に

たどり着いた時です。お堀のそばの柳の下に、

白い女の人の影がゆれていました。 

D-0111 がんばれスイミー 26 分 アニメ 

スイミーの知恵で、小さな赤い魚たちが、広い

海の中を思いきり泳げるようになった喜びを味

あわせ、事態に対応した工夫や、考えることの

大切さに気づかせたい。 

D-0112 笠じぞう 15 分 アニメ 

雪の降る日、町へ笠を売りにいったおじいさん

が雪の積もったお地蔵さまに、寒かろうと売れ

残った笠までかぶせてあげました。その夜、家

の前にはお金やお米の贈り物がありました。 

D-0113 みんないちばん 13 分 アニメ 

子ども達は、さまざまな経験を通し成長していき

ます。その過程で、つまづき自信を失うこともあ

ります。友達をうらやむこともあります。しかし一

人一人は違っていても、みんなすばらしいところ

を持っています。この作品は、ともだちのいいと

ころを認め、自分のいいところを見つけることの

すばらしさを伝えます。それが、自分も大切、相

手も大切という人権感覚を身につけることにつ

ながると考えています。 

D-0114 どんぐりと山猫 40 分 アニメ 

一郎のところに、山ねこから、めんどうな裁判が

あるので来てほしいというはがきが届きます。

一郎が山ねこに会いに山へいくと、どんぐりたち

が、誰がいちばんえらいかを決めてほしいと、

裁判長の山ねこにせまっていました…。  

D-0115 泣いた赤おに 31 分 アニメ 

相手を思いやる心が希薄なってきているといわ

れます。この作品は、浜田広介童話の代表作を

新たにアニメーション化し、アニメならではの楽

しさの中に、真の友情を考えさせます。赤おに

の望みをかなえてやろうと、すすんで悪者にな

る青おにの心情を、ごく自然な友達への思いや

りとして描いています。 

D-0116 
サヨナラ、みどりが池 

～飛べ!凧グライダー～ 
34 分 アニメ 

マンション建設のためにこの池埋め立てられる

ことになり、自分たちで楽しく住む場所を探さな

くてはならなくなりました。困り果てている彼らに

池一番の長寿であるガマ爺さんが教えてくれま

した。やさしい和尚さんがいる浄蓮寺なら昔の

ままの池があると・・・。ただし池から浄蓮時まで

向かうには、車がびゅんびゅん行き交う危険な

道路を渡らなければなりません。小さな仲間た

ちは知恵を出し合い、木の葉のグライダーを作

りました。さあ、これから新しい住みかを目指し

た冒険飛行のはじまりです! 

D-0117 MOTTAINAI もったいない 22 分 
アニメ 

環境問題 

一人一人の「もったいない」の心が世界中に大

きな輪を広げます。不思議な生き物と動物達と

の物語。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

D-0118 
うたって おどって ゆうかいぼうし 

イカのおすし 
16 分 

防犯 

アニメ 

♪うたって、おどって、ゆうかいぼうし♪ 知らな

い人について『イカ』ない。知らない人の車に

『の』らない。『お』おごえで叫ぶ。『す』ぐ逃げて。

誰かに『し』らせよう。自分の身は自分で守る。ア

ニメーションと音楽を使って、わかりやすく誘拐

防止について子供たちに教えます。 

D-0119 
心肺蘇生とＡＥＤの使い方 

～救急車が来るまでに～ 
15 分 応急処置 

救急車が到着するその間に適切な救命処置を

すると、命の助かる可能性が高くなります。この

作品では「心肺蘇生」と「AED の使用法」を分か

りやすく解説します。 

D-0120 
ディズニーアニメ名作シリーズ 1 

ファンタジア 
117 分 アニメ 

クラシックの名曲に乗せて贈るディズニーアニメ

の金字塔的作品。組曲「くるみ割り人形」にのっ

て、繰り広げるマッシュルームのチャイニーズ・

ダンス、軽やかに舞うカバのバレリーナとワニた

ち、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスも

夜空の星たちを指揮して大熱演する。 

D-0121 
ディズニーアニメ名作シリーズ 2 

バンビ 
70 分 アニメ 

子ジカのバンビは、両親や森の仲間たちに助け

られながら、さまざまな試練をのりこえて成長し

ていきます…。 

D-0122 
ディズニーアニメ名作シリーズ 3 

ダンボ 
62 分 アニメ 

耳の大きいゾウのダンボは、空をとべるようにな

り、サーカスのスターに…。 

D-0123 
ディズニーアニメ名作シリーズ 4 

シンデレラ 
72 分 アニメ 

シンデレラは、お城の舞踏会で王子と幸せな時

をすごす。でも、時計台の鐘が鳴りはじめる。

「いけない!12 時だわ!」シンデレラが走り去ったあ

とには、ガラスの靴がのこされる…。 

D-0124 
ディズニーアニメ名作シリーズ 5 

白雪姫 
81 分 アニメ 

いじわるなお妃から逃れ、７人のこびとと森で暮

らす白雪姫。でも魔法の鏡で姫が生きているこ

とを知ったお妃が毒リンゴで！？ 

D-0125 
ディズニーアニメ名作シリーズ 6 

ピノキオ 
86 分 アニメ 

ピノキオは、ゼペットさんがつくった木のあやつり

人形。妖精に命を吹きこまれたピノキオは、ほん

とうの人間の子どもになるために冒険の旅に出

ます。 

D-0126 
ディズニーアニメ名作シリーズ 7 

ピーターパン 
75 分 アニメ 

ウェンディーたちは、ピーター・パンと一緒にネバ

ーランドに飛んで行きます。そこには、フック船

長、人魚たちが住んでいました…。 

D-0127 
ディズニーアニメ名作シリーズ 8 

ふしぎの国のアリス 
73 分 アニメ 

夏の日の午後、アリスは退屈していました。お姉

さんは、本を読んでばかり。あくびをかみころし

たとき、アリスはおかしなものを見ました。時計を

手に、「たいへんだ、おくれてしまう!」と、大あわ

てで走っていく白うさぎです。アリスが思わずうさ

ぎを追いかけて、大きな木のうしろに飛びこむと

―。 

D-0128 
ディズニーアニメ名作シリーズ 9 

ガリバー旅行記 
74 分 アニメ 

南の海で大きな嵐に襲われ、難破した水兵のラ

ミュエル・ガリバーは命かながらある島に流れ着

きました。 

D-0129 
ディズニーアニメ名作シリーズ 10 

三人の騎士 
70 分 アニメ 

ドナルドダックはラテン・アメリカのお友だちから

お誕生日のプレゼントを受け取るのだが、そこか

らこの映画はメキシコのサボテン、ペヨーテが引

き起こす幻覚のようなシーンを次々にたどってい

く。 



 

 13 

整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

D-130 
スプーンおばさん 

（第１巻）12 話 
120 分 アニメ 

誰からも好かれる無邪気で元気なスプーンおば

さんには、突然体がスプーンほどに小さくなって

しまう秘密が。 

森の動物たちと話ができるようになったスプーン

おばさんは、ご亭主ポット氏や森の少女ルウリ

ィ、愉快な仲間たちと一緒に楽しい冒険を繰り広

げる。 

D-131 ジャングル大帝①（誕生） 24 分 アニメ 

D-132 
ジャングル大帝①（誕生） 
※バリアフリー場版 
（字幕スーパー/音声ガイド（副音声）付 

24 分 アニメ 

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

たちに恐れられていた。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。 

D-133 ジャングル大帝②（約束） 24 分 アニメ 

D-134 
ジャングル大帝②（約束） 
※バリアフリー場版 
（字幕スーパー/音声ガイド（副音声）付 

24 分 アニメ 

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

を捕らえた張本人の密漁業者・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、近くに通りかかった船に救助され、

港に上陸する。そこで、医師の甥のケンイチの

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、レオとケンイチと入

った動物園で黒ヒョウさん兄弟と出会うが･･･。 

D-135 
ジャングル大帝③ 

（旅立ち） 
24 分 アニメ 

D-136 

ジャングル大帝③ 

（旅立ち） 

※バリアフリー場版 
（字幕スーパー/音声ガイド（副音声）付 

24 分 アニメ 

レオとケンイチが出会ってから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、レオはケンイチと一緒にパークから

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。 

D-137 ジャングル大帝④（友達） 24 分 アニメ 

D-138 
ジャングル大帝④（友達） 

※バリアフリー場版 
（字幕スーパー/音声ガイド（副音声）付 

24 分 アニメ 

アフリカの大地をひた走るレオに、大自然は容

赦なく牙をむく。襲撃してきた黒ヒョウのトットか

ら逃れたレオは、罠にかかったガゼルのトニーと

オウムのココを救う。アフリカに来て初めて得た

友人たちであった。そんな憩いの時もつかの

間、ライオンを追い続けるハムエッグ、荒れ狂う

突然の大竜巻き、そしてトットの親分のライオン

のブブなど、一行は次から次へと苦難に巻き込

まれていく。 

D-139 ジャングル大帝⑤（故郷） 24 分 アニメ 

D-140 
ジャングル大帝⑤（故郷） 

※バリアフリー場版 
（字幕スーパー/音声ガイド（副音声）付 

24 分 アニメ 

トニーとココの案内でパンジャの森に入ったレ

オ。その平和な森に突如ジェット機が墜落、あた

りは火の海となる。火災の中で、レオは薬草を

探しに来ていた若い娘ライオンのライヤと出会

う。森の長老クロサイ爺さんからの情報を頼りに

滝の上の薬草を取ることに成功するレオは、とっ

さのアイディアで滝の岩を崩し、パンジャの森に

大水を導くことによって火を消し止めたのだっ

た。そして、レオは墜落した飛行機を住居に森に

住む決心をした。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

D-140 沖縄戦の証言 35 分 平和教育 

戦後６０周年のいま、あらためて問われる沖縄

戦の実相。美しい沖縄の自然を砲弾の嵐で焼き

尽くしたアメリカ軍。韓国での取材、戦争体験者

の証言などは、あの戦争の意味を静に問いかけ

る。小学生や中学生までも戦闘にかり出され命

を奪われたあの戦争。平和への願いをこめて世

界の人々へ贈る沖縄からのメッセージ。 

この他にもたくさんの教材を整備しております。 
 

教材をインターネットで検索できます。 
http://www.nanbukouiki-okinawa.jp/10-audiovisuallibrary-index.html 



視聴覚ライブラリー貸出機材 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲マルチメディアプロジェクター▲ ▲スライド映写機▲ ▲１６ｍｍ映写機▲ 

▲ＯＨＰ▲ ▲資料提示装置▲ ▲ワイヤレスアンプ▲ 

▲ＶＨＳ/ＤＶＤプレーヤ▲ 

▲ロケーションライト▲ 
▲スクリーン▲ 

▲レーザーポインター▲ 

▲集音マイク▲ 

▲プレゼンテーション用マウス▲ 


