
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16ミリ映像フィルム（P1～P22） 

 

所蔵全体リスト 



１６ミリ映画フィルム(全館）

　　　　　　教　　材　　名 対　象 時間 　所有館 購入年度 種　類

1 やさしいライオン 幼児～小学生 27 江　刺分館  昭和48年度 アニメ

2 子鬼の祭り 幼児～小学生 11 水　沢本館  昭和49年度 アニメ

3 生きているってすばらしい 幼児～小学生 20 水　沢本館  昭和49年度 アニメ

4 おじいちゃんの恋人 一般 31 一　関分館  昭和49年度 劇画

5 われに友あり 一般 30 江　刺分館  昭和50年度 劇画

6 リスとカメラマン 幼児～小学生 10 水　沢本館  昭和50年度 アニメ

7 見知らぬ人のさそい 小学生～一般 20 水　沢本館  昭和50年度 実録

8 友情ばんざい 小学生～一般 43 水　沢本館  昭和50年度 劇画

9 にんぎょひめ 幼児～小学生 20 江　刺分館  昭和50年度 アニメ

10 実りある日に 一般 33 江　刺分館  昭和50年度 劇画

11 第二次性徴 中学生 23 一　関分館  昭和50年度 実録

12 生命の基底 中学生～一般 24 一　関分館  昭和50年度 実録

13 草原のわんぱくそうどう 小学生～一般 52 水　沢本館  昭和51年度 洋劇画

14 ふしぎなメルモより　すて猫トラちゃん 幼児～小学生 25 江　刺分館  昭和51年度 アニメ

15 おばあちゃんがいる 一般 30 江　刺分館  昭和51年度 劇画

16 日本の稲作 一般 42 江　刺分館  昭和51年度 実録

17 楽しいなわとび 小学生 20 一　関分館  昭和51年度 実録

18 生きている日本列島 中学生 30 一　関分館  昭和51年度 実録

19 お父さんあなたの出番です 一般 31 一　関分館  昭和51年度 劇画

20 ムシムシ海へ行く 幼児～小学生 15 一　関分館  昭和51年度 劇画

21 ＵＦＯ国の交通安全 幼児～小学生 14 水　沢本館  昭和52年度 アニメ

22 あれはだれ？ 幼児～小学生 10 水　沢本館  昭和52年度 アニメ

23 わらしべ長者 幼児～小学生 18 水　沢本館  昭和52年度 アニメ

24 ファーブル昆虫記の世界 中学生～一般 29 水　沢本館  昭和52年度 実録

25 水泳教室シリーズ　平泳ぎ 小学生～一般 10 水　沢本館  昭和52年度 実録

26 お兄ちゃんと僕の七転び八起き 小学生～一般 43 水　沢本館  昭和52年度 劇画
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27 柳田国男と遠野物語 中学生～一般 25 水　沢本館  昭和52年度 実録

28 小さな勇気の物語 小学生 39 水　沢本館  昭和52年度 劇画

29 父母に学ぶ 小学生～一般 35 水　沢本館  昭和52年度 劇画

30 熟年の季節 一般 27 水　沢本館  昭和52年度 実録

31 竹とんぼの空 小学生～一般 40 一　関分館  昭和52年度 劇画

32 前線と天気の変化 中学生 21 一　関分館  昭和52年度 実録

33 明日をつくる若者たち 一般 31 一　関分館  昭和52年度 実録

34 おかあさん 小学生～一般 40 江　刺分館  昭和52年度 劇画

35 ゴン太と森の仲間たち 幼児～小学生 20 江　刺分館  昭和52年度 アニメ

36 安土桃山の社会と文化 小学生～一般 24 江　刺分館  昭和52年度 実録

37 若者が人生を見つめるとき 一般 31 江　刺分館  昭和53年度 劇画

38 中学生と進路　少年と花 中学生～一般 30 一　関分館  昭和53年度 劇画

39 ボクらは町の消防隊 幼児～小学生 15 水　沢本館  昭和53年度 アニメ

40 あかちゃんはどうして生まれるの 小学生～一般 13 水　沢本館  昭和53年度 実録

41 動物村の仲よし作戦 幼児～小学生 10 江　刺分館  昭和53年度 アニメ

42 星の動きをしらべる 小学生 19 水　沢本館  昭和53年度 実録

43 あの空のはてに響け 小学生～一般 45 水　沢本館  昭和53年度 劇画

44 海ではたらく人たち 小学生～一般 21 水　沢本館  昭和53年度 実録

45 からだと細菌 中学生～一般 20 江　刺分館  昭和53年度 実録

46 日本歴史の流れ 中学生～一般 33 水　沢本館  昭和53年度 実録

47 おとなになるって 小学生～一般 33 水　沢本館  昭和53年度 実録

48 思い出の一冊の本 小学生～一般 30 江　刺分館  昭和53年度 劇画

49 こころ 小学生～一般 32 水　沢本館 昭和54年度 劇画

50 力太郎 幼児～小学生 10 江　刺分館  昭和54年度 アニメ

51 森のいえ 幼児～小学生 17 水　沢本館 昭和54年度 アニメ

52 自転車交通法規 小学生～一般 24 江　刺分館 昭和54年度 実録

53 アンネの日記 中学生～一般 25 水　沢本館 昭和54年度 洋劇画

54 キュービズム 一般 6 江　刺分館 昭和54年度 実録
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55 赤いお月さま 小・中学生 45 水　沢本館 昭和54年度 劇画

56 ふるさとに生きる母たち 一般 31 江　刺分館 昭和54年度 劇画

57 中学生日記　もう一つの３Ａ 中学生～一般 30 一　関分館 昭和54年度 劇画

58 三世代家族 一般 32 一　関分館 昭和54年度 劇画

59 旅 一般 29 水　沢本館  昭和55年度 劇画

60 涙なんか飛んでいけ 小学生～一般 45 水　沢本館  昭和55年度 劇画

61 老人と少年 一般 32 水　沢本館  昭和55年度 劇画

62 父　この強きもの 一般 30 江　刺分館  昭和55年度 劇画

63 他人の子を叱った私 一般 31 水　沢本館  昭和55年度 劇画

64 火事と子馬 幼児～小学生 22 江　刺分館  昭和55年度 アニメ

65 母の悲しみ 一般 30 一　関分館  昭和55年度 劇画

66 りんごの袋 幼児～小学生 21 水　沢本館  昭和55年度 アニメ

67 土地はどのようにしてできどう変化するのか 小学生 19 江　刺分館  昭和55年度 実録

68 筋肉と体力づくり 中学生～一般 28 江　刺分館  昭和55年度 実録

69 絵の楽しい見方とかき方 小・中学生 20 水　沢本館  昭和55年度 実録

70 中学生日記　歩きつづけて 中学生～一般 30 江　刺分館  昭和56年度 劇画

71 希望 一般 35 水　沢本館  昭和56年度 劇画

72 アラジンと不思議なランプ 幼児～小学生 10 水　沢本館  昭和56年度 アニメ

73 からだの発育と男の子の生理 小学生～一般 14 水　沢本館  昭和56年度 実録

74 からだの発育と女の子の生理 小学生～一般 14 水　沢本館  昭和56年度 実録

75 中学生日記　不等辺三角形 中学生 30 水　沢本館  昭和56年度 劇画

76 はだしのジョゼ 小学生 40 一　関分館  昭和56年度 劇画

77 ふれあい 一般 31 一　関分館  昭和56年度 劇画

78 楽しく絵を書こう 小学生 18 江　刺分館  昭和56年度 実録

79 交通安全だよ　ドラえもん 幼児～小学生 16 江　刺分館  昭和56年度 アニメ

80 子育てのこころ 一般 32 江　刺分館  昭和56年度 実録

81 土の中の小さな生きものたち 中学生 21 江　刺分館  昭和57年度 実録

82 火山岩と深成岩 中学生 24 江　刺分館  昭和57年度 実録
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83 おこんじょうるり 幼児～一般 25 水　沢本館  昭和57年度 アニメ

84 はなたれこぞうさま 幼児～小学生 18 江　刺分館  昭和57年度 アニメ

85 飛べない紙ヒコーキ 一般 32 一　関分館  昭和57年度 劇画

86 とうふ屋かあさんとその子供たち 小学生～一般 48 水　沢本館  昭和57年度 劇画

87 善悪のけじめを育てる 一般 31 江　刺分館  昭和57年度 実録

88 親から子への性教育 一般 30 一　関分館  昭和57年度 実録

89 年はとっても 一般 29 水　沢本館  昭和57年度 実録

90 子供会の中の青春 小学生～一般 27 水　沢本館  昭和57年度 実録

91 我が街やがて故郷 一般 32 江　刺分館  昭和57年度 劇画

92 反抗期 一般 30 江　刺分館  昭和57年度 劇画

93 ゆかいなリトルボーイ 幼児～小学生 10 江　刺分館  昭和58年度 アニメ

94 非行少年と呼ばないで 一般 29 水　沢本館  昭和58年度 劇画

95 やさしさ 一般 33 一　関分館  昭和58年度 劇画

96 四季の天気 中学生 21 水　沢本館  昭和58年度 実録

97 星の観察 小学生 20 水　沢本館  昭和58年度 実録

98 生理時の手当と女の子の生活 小学生 15 水　沢本館  昭和58年度 実録

99 雄牛のフェルドナンド 幼児～一般 8 水　沢本館  昭和58年度 アニメ

100 ピノキオ　－正直- 幼児～小学生 9 水　沢本館  昭和58年度 アニメ

101 自立へのこころ 一般 32 一　関分館  昭和58年度 劇画

102 チロの木大きくなあれ 幼児～小学生 21 江　刺分館  昭和58年度 アニメ

103 空間図形　立体の切断と展開 中学生 21 水　沢本館  昭和58年度 実録

104 あしたの空は青い空 小学生～一般 46 水　沢本館  昭和58年度 劇画

105 たのしい水泳　基本と練習法 小学生～一般 23 水　沢本館  昭和58年度 実録

106 杜子春 幼児～中学生 21 水　沢本館  昭和58年度 アニメ

107 親たちのスクラム 一般 31 江　刺分館  昭和58年度 劇画

108 母親の願いと父親の役割 一般 30 江　刺分館  昭和58年度 劇画

109 小学生の非行 一般 30 水　沢本館  昭和58年度 劇画

110 オリエンテーリング 中学生～一般 22 水　沢本館  昭和59年度 実録
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111 親になるって 一般 30 水　沢本館  昭和58年度 劇画

112 たくさんの愛をありがとう 小学生～一般 35 一　関分館  昭和58年度 実録

113 だれもが通る道 一般 30 一　関分館  昭和58年度 実録

114 いのち 一般 32 千　厩分館 昭和58年度 劇画

115 川をしらべる 小学生 19 千　厩分館 昭和58年度 実録

116 きずな 一般 32 千　厩分館 昭和58年度 劇画

117 植物を育てる土 小学生 19 千　厩分館 昭和58年度 実録

118 たくさんの愛をありがとう 小学生～一般 35 千　厩分館 昭和58年度 実録

119 たぬきのいる町 小学生～一般 52 千　厩分館 昭和58年度 劇画

120 干潟の詩 小学生～一般 31 千　厩分館 昭和58年度 劇画

121 幽霊屋敷 小学生～一般 20 千　厩分館 昭和58年度 アニメ

122 日本型食生活 一般 17 水　沢本館  昭和59年度 実録

123 大人へのダッシュ 中学生～一般 19 水　沢本館  昭和59年度 実録

124 バスケットボール　基礎技術 小学生～一般 32 水　沢本館  昭和59年度 実録

125 敬語　相手をおもいやることばづかい 小学生 20 水　沢本館  昭和59年度 実録

126 夢かぎりなく 小学生～一般 31 水　沢本館  昭和59年度 劇画

127 安全な農作業をめざして 一般 20 水　沢本館  昭和59年度 実録

128 日本の国土　変化の多い地形 小学生 20 水　沢本館  昭和59年度 実録

129 あんじゅとずしおう 小学生～一般 31 水　沢本館  昭和59年度 アニメ

130 秋のいきもの 小学生 16 水　沢本館  昭和59年度 実録

131 ポスター　伝えるデザイン 小学生 20 水　沢本館  昭和59年度 実録

132 そうぞうしてかく 小学生 19 水　沢本館  昭和59年度 実録

133 おやゆび姫 幼児～小学生 20 水　沢本館  昭和59年度 アニメ

134 がんばれ彦一 幼児～小学生 10 水　沢本館  昭和59年度 アニメ

135 ふらいぱんじいさん 幼児～小学生 21 江　刺分館  昭和59年度 アニメ

136 竹取物語 小学生 31 一　関分館  昭和59年度 アニメ

137 理由ある反抗 一般 33 一　関分館  昭和59年度 実録

138 学校のきまり 小学生 19 水　沢本館  昭和59年度 実録
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139 校内暴力 一般 30 水　沢本館  昭和59年度 実録

140 おばあちゃんといっしょ 一般 30 水　沢本館  昭和59年度 劇画

141 裕太と一平 子どもにやる気の芽生える時 一般 32 一　関分館  昭和59年度 劇画

142 ミリ子は負けない 小学生～一般 45 水　沢本館  昭和59年度 劇画

143 ゴンタとよばれた犬 小学生～一般 42 江　刺分館  昭和59年度 劇画

144 学級会を明るく 小学生 21 水　沢本館  昭和59年度 実録

145 いじめっ子いじめられっ子 一般 31 水　沢本館  昭和59年度 劇画

146 お父さんお母さんケンカしないで 一般 33 千　厩分館 昭和59年度 劇画

147 おにがわら 幼児～小学生 10 千　厩分館 昭和59年度 アニメ

148 親になるって 一般 30 千　厩分館 昭和59年度 実録

149 背負子日記 小学生～一般 32 千　厩分館 昭和59年度 劇画

150 父と子　クオレ愛の学校 小学生～一般 22 千　厩分館 昭和59年度 アニメ

151 夫婦　そして愛 一般 38 千　厩分館 昭和59年度 劇画

152 なくそうぼくらの交通事故 小学生 19 水　沢本館  昭和60年度 実録

153 おじいちゃんの宝もの 小学生～一般 29 水　沢本館  昭和60年度 劇画

154 おもりでうごくおもちゃ 小学生 16 水　沢本館  昭和60年度 実録

155 標本調査　車の色は 中学生 20 水　沢本館  昭和60年度 実録

156 別れ道 一般 34 水　沢本館  昭和60年度 劇画

157 やる気を育てる 一般 34 江　刺分館  昭和60年度 劇画

158 明日をきずく 一般 30 一　関分館  昭和60年度 実録

159 父ちゃんの汗に乾杯 小学生～一般 46 江　刺分館  昭和60年度 劇画

160 キャンプ 小学生～一般 15 水　沢本館  昭和60年度 実録

161 スペースキッドの宇宙探検 小学生 25 水　沢本館  昭和60年度 アニメ

162 むし歯の予防 小学生 21 水　沢本館  昭和60年度 実録

163 ゆとり 一般 31 水　沢本館  昭和60年度 実録

164 幼い心を育てる 一般 30 水　沢本館  昭和60年度 実録

165 核戦争後の地球　第一部 中学生～一般 30 一　関分館  昭和60年度 実録

166 核戦争後の地球　第二部 中学生～一般 30 一　関分館  昭和60年度 実録
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167 黒潮物語 小学生～一般 52 一　関分館  昭和60年度 劇画

168 チビ六・二死満塁 小学生～一般 51 水　沢本館  昭和60年度 劇画

169 親父は背中で叱ってくれた 中学生～一般 31 水　沢本館  昭和60年度 劇画

170 6070花ならつぼみ 高齢者 29 千　厩分館 昭和60年度 劇画

171 阿波狸合戦 小学生～一般 32 千　厩分館 昭和60年度 アニメ

172 おうさまはだれだ 幼児～小学生 10 千　厩分館 昭和60年度 アニメ

173 キャンプ 小学生 31 千　厩分館 昭和60年度 実録

174 咲ちゃんのおふろ屋さん 幼児～小学生 43 千　厩分館 昭和60年度 アニメ

175 宗谷物語 小学生～一般 25 千　厩分館 昭和60年度 アニメ

176 泣いた赤鬼 幼児～小学生 15 千　厩分館 昭和60年度 アニメ

177 ぬくもり 一般 32 千　厩分館 昭和60年度 劇画

178 家族旅行 一般 30 水　沢本館  昭和61年度 劇画

179 虫の冬ごし 小学生 16 水　沢本館  昭和61年度 実録

180 ゆきちゃんこんにちは 小学生 19 水　沢本館  昭和61年度 アニメ

181 おじいさんのランプ゜ 小学生 22 水　沢本館  昭和61年度 アニメ

182 大空へはばたけ 小学生～一般 40 江　刺分館  昭和61年度 洋劇画

183 病気の予防　インフルエンザ 小学生 17 水　沢本館  昭和61年度 実録

184 お母さんの卵焼き 小学生 20 水　沢本館  昭和61年度 劇画

185 小さな握手 中学生 20 水　沢本館  昭和61年度 劇画

186 かばん持ち 小学生 19 水　沢本館  昭和61年度 劇画

187 いじめっことあばれんぼう 小・中学生 28 水　沢本館  昭和61年度 劇画

188 お母さんにＶサイン 小学生～一般 45 水　沢本館  昭和61年度 劇画

189 たばこと健康 中学生～一般 20 江　刺分館  昭和61年度 実録

190 脳の誕生 一般 34 水　沢本館  昭和61年度 実録

191 子どもの心しっていますか 一般 30 一　関分館  昭和61年度 実録

192 現代の家庭教育 小学生～一般 31 江　刺分館  昭和61年度 実録

193 バス停の座布団 一般 31 一　関分館  昭和61年度 劇画

194 子どもの友情 一般 32 水　沢本館  昭和61年度 劇画
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195 子どもの友情 一般 32 千　厩分館 昭和61年度 劇画

196 きびしさ 一般 30 千　厩分館 昭和61年度 劇画

197 コロボックルのすてきなおくりもの 小学生～一般 41 千　厩分館 昭和61年度 アニメ

198 さいごのおきゃくさま 幼児～小学生 10 千　厩分館 昭和61年度 アニメ

199 自転車事故は防げる 小学生～一般 19 千　厩分館 昭和61年度 実録

200 十五少年漂流記 小学生～一般 66 千　厩分館 昭和61年度 アニメ

201 七夕ものがたり 幼児～小学生 20 千　厩分館 昭和61年度 アニメ

202 にげだしたおおおとこ 幼児～小学生 10 千　厩分館 昭和61年度 アニメ

203 にじのはしがかかるとき 幼児～小学生 10 千　厩分館 昭和61年度 アニメ

204 チリンの鈴 小学生～一般 46 水　沢本館  昭和62年度 アニメ

205 いとこ同士 小学生 45 水　沢本館  昭和62年度 劇画

206 自転車事故は防げる 小学生～一般 19 水　沢本館  昭和62年度 実録

207 春を呼ぶ瀬戸の小島 小学生～一般 53 水　沢本館  昭和62年度 劇画

208 小学生のサッカー 小学生 20 水　沢本館  昭和63年度 実録

209 森のトントたち　-森になった館- 幼児～小学生 17 水　沢本館  昭和62年度 アニメ

210 白い馬 小学生～一般 40 水　沢本館  昭和62年度 劇画

211 許すないじめ 中学生 26 水　沢本館  昭和62年度 劇画

212 隣り人の叫び 小学生～一般 16 水　沢本館  昭和62年度 実録

213 夫と妻の豊かな老後のために 一般 31 水　沢本館  昭和62年度 劇画

214 こびとのくつや 幼児～小学生 10 江　刺分館  昭和62年度 アニメ

215 おじいちゃんの海 小学生～一般 50 江　刺分館  昭和62年度 劇画

216 わが子を伸ばす親の一言 一般 30 江　刺分館  昭和62年度 劇画

217 ある旅立ち 一般 35 一　関分館  昭和62年度 劇画

218 しあわせ配達人 一般 31 一　関分館  昭和62年度 劇画

219 アンパンマンとばいきんまん 幼児～小学生 10 千　厩分館 昭和62年度 アニメ

220 がんばれたえちゃん 小学生～一般 45 千　厩分館 昭和62年度 劇画

221 京子そのやさしさ 小学生～一般 32 千　厩分館 昭和62年度 劇画

222 ゴンザとソウザ 小学生～一般 24 千　厩分館 昭和62年度 アニメ
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223 春を呼ぶ瀬戸の小島 全般 53 千　厩分館 昭和62年度 劇画

224 ベロ出しチョンマ 小学生～一般 15 千　厩分館 昭和62年度 アニメ

225 我が子をのばす親の一言 一般 29 千　厩分館 昭和62年度 実録

226 私たちの井戸端会議 一般 31 千　厩分館 昭和62年度 実録

227 ひなまつり 幼児～小学生 10 江　刺分館 昭和63年度 アニメ

228 くもの糸 小学生～一般 15 水　沢本館 昭和63年度 アニメ

229 こぎつねコンとこだぬきポン 幼児～小学生 21 水　沢本館 昭和63年度 アニメ

230 まぼろしの４番バッター 小学生～一般 49 一　関分館 昭和63年度 劇画

231 ふしぎな錦 小学生 21 水　沢本館 昭和63年度 アニメ

232 楽しい剣道教室 中学生～一般 31 水　沢本館 昭和63年度 実録

233 虫の一生 小学生 18 水　沢本館 昭和63年度 実録

234 消防署のしごと 小学生 20 水　沢本館 昭和63年度 実録

235 ぼくと仔犬のわんぱく大事件 小学生～一般 52 水　沢本館 昭和63年度 劇画

236 高瀬舟 小学生～一般 45 江　刺分館 昭和63年度 劇画

237 そこに、愛 一般 32 江　刺分館 昭和63年度 劇画

238 本好きな子に育てるために 一般 28 一　関分館 昭和63年度 実録

239 価値ある償い 一般 30 水　沢本館 昭和63年度 劇画

240 陽のあたる家族 一般 32 水　沢本館 昭和63年度 劇画

241 なっちゃんの赤いてぶくろ 小学生～一般 18 水　沢本館 昭和63年度 アニメ

242 おやつを考える 一般 28 水　沢本館 昭和63年度 実録

243 親たちみんなの子ども達 一般 35 千　厩分館 昭和63年度 実録

244 そこに愛 中学生～一般 32 千　厩分館 昭和63年度 劇画

245 ハチ公物語 小学生～一般 18 千　厩分館 昭和63年度 アニメ

246 母へ　子ども達の心 一般 30 千　厩分館 昭和63年度 実録

247 走れメロス 小学生～一般 60 千　厩分館 昭和63年度 アニメ

248 フランダースの犬 小学生 35 千　厩分館 昭和63年度 アニメ

249 ぼくたちの勇気 小学生～一般 31 千　厩分館 昭和63年度 劇画

250 みんなで作った虹のつり橋 幼児～小学生 21 千　厩分館 昭和63年度 アニメ
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251 ラーメンてんし 幼児～小学生 10 千　厩分館 昭和63年度 劇画

252 東京・ヒロシマ子ども派遣団 小学生～一般 31 水　沢本館 平成1年度 実録

253 マサオ君の交通事故 小学生 21 水　沢本館 平成1年度 実録

254 ハメルンの笛ふき 幼児～小学生 8 水　沢本館 平成1年度 アニメ

255 おむすびころりん 幼児～小学生 12 一　関分館 平成1年度 アニメ

256 またあえるねツバメ君 幼児～一般 24 江　刺分館 平成1年度 アニメ

257 父ちゃんと僕たちのスクラム 小学生～一般 48 水　沢本館 平成1年度 劇画

258 ぼくたちの勇気 小学生～一般 30 水　沢本館 平成1年度 劇画

259 いじめ 一般 36 水　沢本館 平成1年度 実録

260 水色のハンカチーフ 小学生～一般 20 水　沢本館 平成1年度 劇画

261 ハチ公物語 小学生～一般 18 水　沢本館 平成1年度 アニメ

262 わくわく絵本劇場 幼児～小学生 17 水　沢本館 平成1年度 アニメ

263 ８月９日・長崎 小学生～一般 10 水　沢本館 平成1年度 アニメ

264 お母さんもっと聞き上手に 一般 30 水　沢本館 平成1年度 実録

265 あたたかい心ありがとう 一般 30 江　刺分館 平成1年度 劇画

266 中学生のボランティア体験 中学生 30 水　沢本館 平成1年度 実録

267 地域にいきづくシルバーボランティア 一般 29 水　沢本館 平成1年度 実録

268 ありがとうハーナ 小学生～一般 45 江　刺分館 平成1年度 劇画

269 路 一般 32 一　関分館 平成1年度 劇画

270 あなたの子育てまちがっていませんか? 一般 25 千　厩分館 平成1年度 実録

271 稲むらの火 小学生 21 千　厩分館 平成1年度 アニメ

272 吉四六どん 小学生 19 千　厩分館 平成1年度 アニメ

273 キョンシー・キョン太の交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館 平成1年度 アニメ

274 金のがちょう 小学生 25 千　厩分館 平成1年度 アニメ

275 しあわせ色の小さなステージ 小学生～一般 75 千　厩分館 平成1年度 劇画

276 性の知識 小学生 30 千　厩分館 平成1年度 実録

277 続・性の知識 中学生 30 千　厩分館 平成1年度 実録

278 父と子の休日 一般 30 千　厩分館 平成1年度 劇画
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279 ドナルドダックの消防夫 幼児～小学生 8 千　厩分館 平成1年度 アニメ

280 伸びよ！子ども達 小学生 31 千　厩分館 平成1年度 実録

281 ハムスターのドンパ 幼児～小学生 10 千　厩分館 平成1年度 アニメ

282 班長の命令とみんなのいい分 小学生 20 千　厩分館 平成1年度 実録

283 僕の家にはカバがいる 小学生～一般 48 千　厩分館 平成1年度 劇画

284 化けくらべ 幼児～小学生 21 一　関分館 平成2年度 アニメ

285 君は素晴らしい 一般 30 水　沢本館 平成2年度 劇画

286 いじわる狐ランボーの涙 幼児～小学生 15 水　沢本館 平成2年度 アニメ

287 アフリカ友情物語 小学生～一般 54 一　関分館 平成2年度 劇画

288 黒潮の流れる島で 中学生 21 江　刺分館 平成2年度 劇画

289 ゴミ減量作戦 一般 30 一　関分館 平成2年度 実録

290 新しい自分との出合い 一般 34 江　刺分館 平成2年度 実録

291 アラスカ友情＆冒険の旅 小学生～一般 45 水　沢本館 平成2年度 実録

292 ユカを探せ 小学生～一般 54 水　沢本館 平成2年度 劇画

293 メイプルタウンの交通安全 幼児～小学生 14 江　刺分館 平成2年度 アニメ

294 カマキリ 小学生 19 水　沢本館 平成2年度 実録

295 えんぴつくんのおねがい 小学生 15 水　沢本館 平成2年度 アニメ

296 大地震が学校をおそった 小学生～一般 20 水　沢本館 平成2年度 実録

297 小学生の交通事故 小学生 23 水　沢本館 平成2年度 実録

298 性の知識 小学生 30 水　沢本館 平成2年度 実録

299 稲むらの火 小学生 21 水　沢本館 平成2年度 アニメ

300 夏服の少女たち 小学生～一般 30 水　沢本館 平成2年度 アニメ

301 宮沢賢治 中学生～一般 25 水　沢本館 平成2年度 実録

302 生きている今を 中学生 20 水　沢本館 平成2年度 劇画

303 パソコン・ワープロのタイピング入門 一般 16 水　沢本館 平成2年度 実録

304 お母さんの声が聞こえる 中学生～一般 31 水　沢本館 平成2年度 実録

305 いじわる狐ランボーの涙 幼児～小学生 15 千　厩分館 平成2年度 アニメ

306 君は素晴らしい 一般 30 千　厩分館 平成2年度 劇画
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307 新ちゃんが泣いた 小学生 36 千　厩分館 平成2年度 アニメ

308 小さな家族 一般 55 千　厩分館 平成2年度 劇画

309 手ぶくろを買いに 幼児～小学生 15 千　厩分館 平成2年度 アニメ

310 わたしおてつだいねこ 幼児～小学生 19 千　厩分館 平成2年度 アニメ

311 ミッキーマウスと魔法の帽子 幼児～小学生 10 江　刺分館 平成3年度 アニメ

312 くまのおいしゃさん 幼児～小学生 23 水　沢本館 平成3年度 アニメ

313 たぬきの糸車 幼児～小学生 12 一　関分館 平成3年度 アニメ

314 ガッツ親父とオサム 小学生～一般 56 江　刺分館 平成3年度 劇画

315 サッツウのきじ 小学生～一般 54 水　沢本館 平成3年度 劇画

316 地球と環境 中学生～一般 20 水　沢本館 平成3年度 実録

317 おじいちゃんが階段をおりるとき 一般 39 江　刺分館 平成3年度 実録

318 親父が街へ帰ってきた 一般 31 一　関分館 平成3年度 劇画

319 子どもと自然 一般 45 一　関分館 平成3年度 実録

320 正しい歯のみがき方 小学生 15 水　沢本館 平成3年度 実録

321 夢をつくるはこ 小学生 18 水　沢本館 平成3年度 実録

322 見たり、聞いたり、さわったり 小学生 15 水　沢本館 平成3年度 実録

323 光電池のはたらき 小学生 20 水　沢本館 平成3年度 実録

324 食べる　食品と栄養素 小学生 20 水　沢本館 平成3年度 実録

325 江戸時代の身分制度 小学生 20 水　沢本館 平成3年度 実録

326 一枚の新聞 小学生 20 水　沢本館 平成3年度 実録

327 学校だいすき 小学生 20 水　沢本館 平成3年度 実録

328 新ちゃんがないた！ 小学生 36 水　沢本館 平成3年度 アニメ

329 原爆ドーム物語 小学生 15 水　沢本館 平成3年度 アニメ

330 進路選択のための三者相談 中学生～一般 25 水　沢本館 平成3年度 実録

331 いのちの誕生 小学生 14 千　厩分館 平成3年度 実録

332 うれしい時にも涙がでる 小学生～一般 31 千　厩分館 平成3年度 劇画

333 おばあちゃんのお手玉 一般 36 千　厩分館 平成3年度 劇画

334 親父が街へ帰ってきた 一般 31 千　厩分館 平成3年度 劇画
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335 象のいない動物園　 小学生～一般 81 千　厩分館 平成3年度 アニメ

336 地球が危ない 小・中学生 15 千　厩分館 平成3年度 実録

337 地球を救う２５の方法 一般 25 千　厩分館 平成3年度 実録

338 動物村のリトル・インディアン 幼児～小学生 10 千　厩分館 平成3年度 アニメ

339 ドナルドダックと貯金箱 幼児～小学生 10 千　厩分館 平成3年度 アニメ

340 ベンとエイモス 小学生 23 千　厩分館 平成3年度 アニメ

341 ミッキーマウスのたのしいゆめ 幼児～小学生 9 千　厩分館 平成3年度 アニメ

342 ミッキーマウスのメリークリスマス 幼児～小学生 26 千　厩分館 平成3年度 アニメ

343 室根神社祭典記録映画 一般 15 千　厩分館 平成3年度 実録

344 勇気あるホタルととべないホタル 小学生～一般 17 水　沢本館 平成4年度 アニメ

345 ゆうびんきょくをひらこう 小学生 23 水　沢本館 平成4年度 実録

346 新しい通信のはたらき 小学生 30 水　沢本館 平成4年度 実録

347 いのちのつながり 小学生 15 水　沢本館 平成4年度 実録

348 宇宙の音楽をつくろう 小学生 21 水　沢本館 平成4年度 実録

349 地球を救う２５の方法 中学生～一般 28 水　沢本館 平成4年度 実録

350 安全な自転車通学のために 中学生 19 水　沢本館 平成4年度 実録

351 いじわる狐ランボーの勇気 幼児～小学生 15 江　刺分館 平成4年度 アニメ

352 ハーイあっこです 幼児～小学生 14 水　沢本館 平成4年度 アニメ

353 友子よ、晴れない霧はない 中学生～一般 42 江　刺分館 平成4年度 劇画

354 寝たきりゼロへの１０ヶ条 高齢者 29 水　沢本館 平成4年度 実録

355 弟たちの誕生　ある家族の立会い出産 小学生～一般 31 一　関分館 平成4年度 実録

356 地域で子育て 一般 20 江　刺分館 平成4年度 実録

357 ぼくに涙はにあわない 小学生～一般 50 水　沢本館 平成4年度 劇画

358 ハクちゃん行進曲 小学生～一般 46 一　関分館 平成4年度 劇画

359 サンタのおくりもの 幼児～小学生 8 一　関分館 平成4年度 アニメ

360 ドナルドダックとゆかいなペンギン 幼児～小学生 11 水　沢本館 平成4年度 アニメ

361 いつもと違う日曜日 一般 32 千　厩分館 平成4年度 実録

362 エミリーがやってきた 小学生 43 千　厩分館 平成4年度 劇画
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363 気がついたときが変えるとき 一般 31 千　厩分館 平成4年度 劇画

364 ジャングル大帝　幻の時 幼児～小学生 24 千　厩分館 平成4年度 アニメ

365 少年アシベ　ゴマちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館 平成4年度 アニメ

366 中学生のボランティア入門 中学生 28 千　厩分館 平成4年度 実録

367 ディズニーの赤ずきんちゃん 幼児～小学生 10 千　厩分館 平成4年度 アニメ

368 ミラクル太郎の自転車安全教室 小学生 20 千　厩分館 平成4年度 アニメ

369 かわいいミルクやさん 幼児～小学生 9 一　関分館 平成5年度 アニメ

370 ぼくへそまでまんが 幼児～小学生 25 江　刺分館 平成5年度 アニメ

371 こぎつねのおくりもの 幼児～小学生 30 水　沢本館 平成5年度 アニメ

372 怪獣ドンちゃんの火の用心 幼児～小学生 18 一　関分館 平成5年度 アニメ

373 お母さんのアルバム 小学生～一般 53 水　沢本館 平成5年度 劇画

374 心をむすぶ愛のハーネス 小学生～一般 55 江　刺分館 平成5年度 劇画

375 カード社会の基礎知識 一般 17 水　沢本館 平成5年度 実録

376 身近な環境問題を考える 一般 30 一　関分館 平成5年度 実録

377 消え去らぬ傷あと　火の海・大阪 小学生～一般 20 水　沢本館 平成5年度 アニメ

378 一つの花 小学生～一般 23 水　沢本館 平成5年度 アニメ

379 体のつくりと働き 小学生 11 水　沢本館 平成5年度 実録

380 集団行動を楽しく 小学生 14 水　沢本館 平成5年度 実録

381 地球を救うのは君たち 小学生 20 水　沢本館 平成5年度 実録

382 注文の多い料理店 小学生～一般 19 水　沢本館 平成5年度 アニメ

383 エイズの知識と対策 中学生～一般 25 水　沢本館 平成5年度 実録

384 おかあさんのやさしい手 幼児～小学生 23 千　厩分館 平成5年度 アニメ

385 きこりのドナルド 幼児～小学生 8 千　厩分館 平成5年度 アニメ

386 こぎつねのおくりもの 幼児～小学生 30 千　厩分館 平成5年度 アニメ

387 こころをむすぶ愛のハーネス 小学生～一般 55 千　厩分館 平成5年度 劇画

388 ストレス　 一般 30 千　厩分館 平成5年度 実録

389 八重ちゃんのフライパン日記 小学生～一般 53 一　関分館 平成6年度 劇画

390 エリックカールコレクションⅠ 幼児～小学生 22 江　刺分館 平成6年度 アニメ
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391 いじわる狐ランボーの秘密 幼児～小学生 15 一　関分館 平成6年度 アニメ

392 ゴマちゃんの大ピンチ 幼児～小学生 29 水　沢本館 平成6年度 アニメ

393 コボちゃんの交通安全 幼児～小学生 14 江　刺分館 平成6年度 アニメ

394 育てようガキ大将 一般 20 一　関分館 平成6年度 実録

395 腕白たちの宝もの 小学生～一般 48 水　沢本館 平成6年度 劇画

396 我が子の長所みえてますか 一般 30 水　沢本館 平成6年度 劇画

397 春ふたたび 高齢者 30 江　刺分館 平成6年度 劇画

398 わすれるもんか！ 小学生～一般 40 水　沢本館 平成6年度 アニメ

399 地球号ＳＯＳ 小学生～一般 20 水　沢本館 平成6年度 アニメ

400 土地のでき方 小学生 10 水　沢本館 平成6年度 実録

401 メダカのグッピー　誕生のひみつ 小学生 19 水　沢本館 平成6年度 実録

402 鉄ぼう運動 小学生 15 水　沢本館 平成6年度 実録

403 赤ちゃんがうまれるまで 小学生 10 水　沢本館 平成6年度 実録

404 自転車の安全ウォッチング 小学生 20 水　沢本館 平成6年度 実録

405 ぼくのじしんえにっき 小学生 23 水　沢本館 平成6年度 アニメ

406 ついていってはダメ！ 小学生～一般 15 水　沢本館 平成6年度 実録

407 アパルトヘイトの子どもたち 小学生～一般 30 水　沢本館 平成6年度 実録

408 ＡＩＤＳ（エイズ） 中学生～一般 21 水　沢本館 平成6年度 実録

409 金色のクジラ 小学生 25 千　厩分館 平成6年度 アニメ

410 ジャングル大帝　森の掟 幼児～小学生 24 千　厩分館 平成6年度 アニメ

411 童謡物語　さとるとゆう子 小学生～一般 58 千　厩分館 平成6年度 劇画

412 ひとことのやさしさ 中・高生 51 千　厩分館 平成6年度 劇画

413 歩行者と交通安全 小学生 19 千　厩分館 平成6年度 実録

414 トムとジョン　ボールとタマゴ 幼児～小学生 9 水　沢本館 平成7年度 アニメ

415 だるまちゃんてんぐちゃん 幼児～小学生 23 水　沢本館 平成7年度 アニメ

416 マクリーの交通安全 幼児～小学生 15 江　刺分館 平成7年度 アニメ

417 がんばれまあちゃん 小学生～一般 48 江　刺分館 平成7年度 劇画

418 シャックリのぼうけん 幼児～小学生 24 一　関分館 平成7年度 アニメ
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419 心の中のふるさと 一般 40 一　関分館 平成7年度 劇画

420 雪わたり 小学生～一般 23 水　沢本館 平成7年度 アニメ

421 ジャングル大帝　信頼 幼児～小学生 24 水　沢本館 平成7年度 アニメ

422 愛華ちゃんの地球 小学生～一般 33 水　沢本館 平成7年度 アニメ

423 へんてこなボランティア 中学生～一般 46 水　沢本館 平成7年度 アニメ

424 友だちのきもち 小学生 19 水　沢本館 平成7年度 劇画

425 むし歯と歯肉の病気 小学生 15 水　沢本館 平成7年度 実録

426 岩石をしらべる 小学生 20 水　沢本館 平成7年度 実録

427 米作に生きる人々 小学生 20 水　沢本館 平成7年度 実録

428 南の国の人たちと共に 中学生～一般 21 水　沢本館 平成7年度 実録

429 遅刻調査から 中学生 15 水　沢本館 平成7年度 劇画

430 アジアの呼び声に応えて 中学生～一般 40 水　沢本館 平成7年度 実録

431 愛は海より深く 小学生～一般 55 千　厩分館 平成7年度 劇画

432 エリック・カールコレクションⅠ 幼児～小学生 22 千　厩分館 平成7年度 アニメ

433 どすこい！わんぱく土俵 小学生～一般 57 千　厩分館 平成7年度 アニメ

434 宮沢賢治 一般 48 千　厩分館 平成7年度 実録

435 わざとちえ　～産業近代化の歩み～ 小学生～一般 21 千　厩分館 平成7年度 実録

436 トッピィと森の仲間たち 幼児～小学生 19 江　刺分館 平成8年度 アニメ

437 ひろしくんは空がすき 幼児～小学生 13 水　沢本館 平成8年度 アニメ

438 ディズニーの三びきのこぶた 幼児～小学生 9 水　沢本館 平成8年度 アニメ

439 よっちゃんの不思議なクレヨン 幼児～小学生 22 一　関分館 平成8年度 アニメ

440 忍たま乱太郎の地震用心火の用心 幼児～小学生 11 江　刺分館 平成8年度 アニメ

441 泣いて笑って涙してポコァ・ポコ 小学生～一般 53 一　関分館 平成8年度 劇画

442 ぽっぽちゃんの目にっき 小学生～一般 40 水　沢本館 平成8年度 劇画

443 どんぐりと山猫 幼児～小学生 20 水　沢本館 平成8年度 アニメ

444 鬼がら 幼児～小学生 27 水　沢本館 平成8年度 アニメ

445 ジャングル大帝　忠告 幼児～小学生 24 水　沢本館 平成8年度 アニメ

446 ぼくだってきれいにしたいんだ 小学生 15 水　沢本館 平成8年度 アニメ
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447 お母さんのせいきゅう書 小学生 20 水　沢本館 平成8年度 劇画

448 みんなともだち 小学生 21 水　沢本館 平成8年度 実録

449 初めて出会う性教育「わたしのはなし」 幼児～小学生 12 水　沢本館 平成8年度 実録

450 男女のからだ 小学生 9 水　沢本館 平成8年度 実録

451 わたしたちのくらしとごみのしまつ 小学生 20 水　沢本館 平成8年度 実録

452 いつも一緒に・・・ 中学生 21 水　沢本館 平成8年度 実録

453 きもだめしのばん 幼児～一般 15 千　厩分館 平成8年度 アニメ

454 旅のともだち 小学生 47 千　厩分館 平成8年度 劇画

455 泣いて笑って涙してポコァ・ポコ 小学生～一般 53 千　厩分館 平成8年度 劇画

456 ババロワさんこんばんは 幼児～小学生 24 千　厩分館 平成8年度 アニメ

457 双子の星 幼児～小学生 27 千　厩分館 平成8年度 アニメ

458 阪神・淡路大震災に学ぶ　地震の知識と対策 一般 23 水　沢本館 平成9年度 実録

459 ロトの紋章 小学生 45 水　沢本館 平成9年度 アニメ

460 がんばれスイミー 幼児～小学生 26 一　関分館 平成9年度 アニメ

461 エリックカールコレクションⅡ 幼児～小学生 13 江　刺分館 平成9年度 アニメ

462 すてきなクリスマス 幼児～小学生 9 江　刺分館 平成9年度 アニメ

463 イソップ物語　欲ばりな犬 幼児～小学生 12 水　沢本館 平成9年度 アニメ

464 瓜ッこ姫とアマンジャク 幼児～小学生 19 一　関分館 平成9年度 アニメ

465 体験のなかで学ぶ 小学生～一般 20 一　関分館 平成9年度 実録

466 ガラスの思春期 中学生～一般 53 水　沢本館 平成9年度 劇画

467 猫の事務所 幼児～小学生 25 水　沢本館 平成9年度 アニメ

468 明かりになったかたつむり 幼児～小学生 22 水　沢本館 平成9年度 アニメ

469 ジャングル大帝　信頼 幼児～小学生 24 千　厩分館 平成9年度 アニメ

470 夏のページ 小学生～一般 92 千　厩分館 平成9年度 劇画

471 ミッキーマウスのおばけ退治 幼児～小学生 9 千　厩分館 平成9年度 アニメ

472 名犬物語 小学生～一般 20 千　厩分館 平成9年度 アニメ

473 オバケちゃん 幼児～小学生 25 水　沢本館  平成10年度 アニメ

474 絵からとびだした猫 幼児～小学生 15 一　関分館  平成10年度 アニメ
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475 京子　そのやさしさ 小学生～一般 32 一　関分館  平成10年度 劇画

476 ムーミン　はばたけ！　ペガサス 幼児～小学生 25 水　沢本館  平成10年度 アニメ

477 ムーミン　スナフキンが帰ってきた 幼児～小学生 25 水　沢本館  平成10年度 アニメ

478 ペンギンと白熊 幼児～小学生 6 一　関分館  平成10年度 アニメ

479 ばんじ休す 幼児～小学生 6 江　刺分館  平成10年度 アニメ

480 あきかんカンカラカンコン 小学生～一般 31 江　刺分館  平成10年度 劇画

481 愛がきこえますか 小学生～一般 54 水　沢本館  平成10年度 劇画

482 海からぶたがやってきた 小学生～一般 45 水　沢本館  平成10年度 アニメ

483 新泣いた赤おに 幼児～小学生 20 水　沢本館  平成10年度 アニメ

484 ちびまる子ちゃんの交通安全 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成10年度 アニメ

485 あきかんカンカラカンコン 小学生～一般 31 千　厩分館 平成10年度 劇画

486 かえると王女 幼児～一般 43 千　厩分館 平成10年度 アニメ

487 サンタの山　妖精の森 幼児～中学生 32 千　厩分館 平成10年度 アニメ

488 ムーミン　スナフキンが帰ってきた 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成10年度 アニメ

489 チェスターのメリークリスマス 小学生～一般 25 水　沢本館  平成11年度 アニメ

490 フランダースの犬 小学生～一般 103 一　関分館  平成11年度 アニメ

491 恐竜くんのリサイクル 幼児～小学生 10 江　刺分館  平成11年度 アニメ

492 グリーンヴァレー物語　ポウさんと秋風 幼児～小学生 8 江　刺分館  平成11年度 アニメ

493 眠れぬ夜の小さなお話　④ 幼児～小学生 18 水　沢本館  平成11年度 アニメ

494 どんぐり森へ 幼児～小学生 15 一　関分館  平成11年度 アニメ

495 ディズニーのかずで遊ぼう 幼児～小学生 12 一　関分館  平成11年度 アニメ

496 親がかわれば子もかわる 一般 26 水　沢本館  平成11年度 劇画

497 お母ん、ぼく泣かへんで 小学生～一般 41 江　刺分館  平成11年度 劇画

498 双子の星 幼児～小学生 27 水　沢本館  平成11年度 アニメ

499 花さき山 小学生～一般 11 水　沢本館  平成11年度 アニメ

500 眠れぬ夜の小さなお話　③ 幼児～小学生 18 水　沢本館  平成11年度 アニメ

501 気仙沼の海に生きる 小学生 18 水　沢本館  平成11年度 実録

502 蛍の舞う街で 中学生～一般 42 水　沢本館  平成11年度 アニメ
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503 絵からとびだした猫 幼児～小学生 15 千　厩分館 平成11年度 アニメ

504 ジャングル大帝　約束 幼児～小学生 24 千　厩分館 平成11年度 アニメ

505 フランダースの犬 全般 103 千　厩分館 平成11年度 アニメ

506 ミッキーマウスのお誕生日パーティー 幼児～小学生 9 千　厩分館 平成11年度 アニメ

507 セロひきのゴーシュ 幼児～一般 20 水　沢本館  平成12年度 アニメ

508 草太の誓い 中学生～一般 15 水　沢本館  平成12年度 アニメ

509 少年と子だぬき 幼児～小学生 13 一　関分館  平成12年度 アニメ

510 くじらぐも 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成12年度 アニメ

511 ちっちゃいものの大きな力 幼児～小学生 11 江　刺分館  平成12年度 アニメ

512 眠れぬ夜の小さなお話　⑤ 幼児～小学生 20 水　沢本館  平成12年度 アニメ

513 だるまちゃんととらのこちゃん 幼児～小学生 30 江　刺分館  平成12年度 アニメ

514 忍たま乱太郎のがんばるしかないさ　③ 幼児～小学生 10 一　関分館  平成12年度 アニメ

515 日本一短い「母」への手紙 小学生～一般 32 水　沢本館  平成12年度 アニメ

516 学校に行けない子どもたち 一般 30 一　関分館  平成12年度 実録

517 スタートライン 一般 33 江　刺分館  平成12年度 劇画

518 風の色が見えた 高齢者 32 水　沢本館  平成12年度 劇画

519 地震！パニックを避けるために 一般 23 一　関分館  平成12年度 実録

520 ＭＡＲＫＯ　母を訪ねて三千里 小学生～一般 99 千　厩分館 平成12年度 アニメ

521 七夕さま 幼児～小学生 10 水　沢本館  平成13年度 アニメ

522 ミッキーマウスの思いやり 幼児～小学生 8 水　沢本館  平成13年度 アニメ

523 狼森とざる森　ぬすと森 小学生～一般 19 水　沢本館  平成13年度 アニメ

524 シートン動物記　ギザ耳うさぎ 幼児～小学生 23 水　沢本館  平成13年度 アニメ

525 最後の空襲　くまがや 小学生～一般 29 水　沢本館  平成13年度 アニメ

526 １０ぴきのかえる 幼児～小学生 20 一　関分館  平成13年度 アニメ

527 眠れぬ夜の小さなお話　⑥ 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成13年度 アニメ

528 コオロギとゆかいなバイオリン 幼児～小学生 6 江　刺分館  平成13年度 アニメ

529 だるまちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 一　関分館  平成13年度 アニメ

530 サンタさんは大いそがし 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成13年度 アニメ
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531 走れタンコロ光のなかへ 小学生～一般 50 江　刺分館  平成13年度 劇画

532 あったてんがのぉ　越後の昔はなし 幼児～小学生 30 千　厩分館 平成13年度 アニメ

533 くまのおいしゃさん　 幼児～小学生 23 千　厩分館 平成13年度 アニメ

534 マザーテレサ 小学生～一般 20 千　厩分館 平成13年度 アニメ

535 きまりのないくに 幼児～小学生 16 水　沢本館  平成14年度 アニメ

536 マザーテレサ 小学生～一般 20 水　沢本館  平成14年度 アニメ

537 足袋の季節 中学生～一般 19 水　沢本館  平成14年度 アニメ

538 金太郎　心のちからもち 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成14年度 アニメ

539 にじいろのふしぎないし 幼児～小学生 15 一　関分館  平成14年度 アニメ

540 ねずみくんのチョッキ　Ⅱ 幼児～小学生 19 江　刺分館  平成14年度 アニメ

541 ぼくのダイエット大作戦 幼児～小学生 18 一　関分館  平成14年度 アニメ

542 からすのパンやさん 幼児～小学生 20 水　沢本館  平成14年度 アニメ

543 身障犬ギブのおくりもの 小学生～一般 36 江　刺分館  平成14年度 劇画

544 走れタンコロ光のなかへ 小学生～一般 49 千　厩分館 平成14年度 劇画

545 だるまちゃんとだいこくちゃん 幼児～小学生 18 水　沢本館  平成15年度 アニメ

546 １０ぴきのかえるのなつまつり 幼児～小学生 20 水　沢本館  平成15年度 アニメ

547 みーつけた！ 小学生 18 水　沢本館  平成15年度 アニメ

548 石の声 小学生～一般 24 水　沢本館  平成15年度 アニメ

549 一輪の花（まあがれっと） 幼児～小学生 6 水　沢本館  平成15年度 アニメ

550 ドナルドダックの魔法使い 幼児～小学生 10 一　関分館  平成15年度 アニメ

551 おれたち、ともだち！ともだちや 幼児～小学生 13 江　刺分館  平成15年度 アニメ

552 とっとこハム太郎　防火訓練 幼児～小学生 13 一　関分館  平成15年度 アニメ

553 とっとこハム太郎　交通ルール 幼児～小学生 14 水　沢本館  平成15年度 アニメ

554 みんな友だち 幼児～小学生 15 江　刺分館  平成15年度 アニメ

555 夢の約束 一般 53 水　沢本館  平成15年度 劇画

556 のっぺらぼう 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成16年度 アニメ

557 いのりの手 小学生～一般 18 水　沢本館  平成16年度 アニメ

558 字のないはがき 小学生～一般 18 水　沢本館  平成16年度 アニメ
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559 陽だまりの家 小学生～一般 42 水　沢本館  平成16年度 アニメ

560 ミッキーマウスのたのしい冬 幼児～小学生 10 一　関分館  平成16年度 アニメ

561 大男とクリスマスツリー 幼児～小学生 13 一　関分館  平成16年度 アニメ

562 手ぶくろを買いに 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成16年度 アニメ

563 ねずみくんのチョッキ　Ⅲ 幼児～小学生 20 江　刺分館  平成16年度 アニメ

564 プルートとカメのおくりもの 幼児～小学生 7 水　沢本館  平成17年度 アニメ

565 やさしいオオカミ 幼児～小学生 15 一　関分館  平成17年度 アニメ

566 シートン動物記　ちび犬チンク 幼児～一般 23 江　刺分館  平成17年度 アニメ

567 つるにのって「とも子の冒険」 幼児～一般 30 水　沢本館  平成17年度 アニメ

568 おとし穴 幼児～小学生 6 水　沢本館  平成17年度 アニメ

569 ディズニーのアリとキリギリス 幼児～小学生 9 水　沢本館  平成17年度 アニメ

570 きもだめしのばん 幼児～一般 15 水　沢本館  平成17年度 アニメ

571 エールを贈るバス 幼児～一般 29 水　沢本館  平成17年度 劇画

572 おじいさんとてぶくろのお家 幼児～小学生 10 水　沢本館  平成18年度 アニメ

573 百目のあずきとぎ 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成18年度 アニメ

574 じしんだ！！ミーちゃんのぼうさいくんれん 幼児～小学生 12 江　刺分館  平成18年度 アニメ

575 １０＋1ぴきのかえる 幼児～小学生 20 一　関分館  平成18年度 アニメ

576 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ　もったいない 小学生 29 千　厩分館  平成18年度 アニメ

577 彦一とんちばなし 幼児～小学生 18 水　沢本館  平成19年度 アニメ

578 雨をふらせる子熊くん 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成19年度 アニメ

579 トムとジョン　しずかにしてね 幼児～小学生 9 一　関分館  平成20年度 アニメ

580 眠れぬ夜の小さなお話　① 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成20年度 アニメ

581 眠れぬ夜の小さなお話　② 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成20年度 アニメ

582 ぼくは王さま 幼児～小学生 20 江　刺分館  平成20年度 アニメ

583 王さまの耳はろばの耳 幼児～小学生 30 千　厩分館  平成20年度 アニメ

584 はじめにおぼえる交通安全 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成21年度 アニメ

585 私にできること　ハチドリのひとしずく 幼児～小学生 19 水　沢本館  平成21年度 アニメ

586 水仙月の四日 幼児～一般 12 水　沢本館  平成21年度 アニメ
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587 いじめっこ狼とナナちゃん 幼児～小学生 24 水　沢本館  平成22年度 アニメ

588 ぞくぞく村のオバケたち　雨ぼうずピッチャン 幼児～小学生 20 水　沢本館  平成22年度 アニメ

589 せかいいちうつくしいぼくの村 幼児～一般 16 水　沢本館  平成22年度 アニメ

590 笠じぞう 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成23年度 アニメ

591 しあわせの王子 幼児～小学生 19 水　沢本館  平成23年度 アニメ
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