
ＤＶＤ教材  

ＤVD教材 
ウォルトディズニー名作アニメ集    ８話収録 

３匹の子ぶた 他  アニメ６３分   

 

＜対象＞ 幼児～小学生                  ＜所有＞ 水沢本館 

① ３匹の子ぶた  

② 田園交響曲 

③ いたずら子猫 

④ うさぎとかめと花火合戦 

⑤ 真夜中の舞踏会 

⑥ 空飛ぶネズミ 

⑦ フグとペンギン 

⑧ 田舎のねずみ                       （岩 波） 

ＤVD教材 
 ねぎぼうずのあさたろう 巻之四    ４話収録  

         アニメ１０２分   

＜対象＞ 幼児～小学生                  ＜所有＞ 一関分館 

① 其之十一 「鉄火肌火の玉おてつ」 

② 其之十二 「はらぺこ侍必殺剣」」 

③ 其之十三 「大笑い一番勝負！」 

④ 其之十四 「もろこし天狗党あらわる！」          （東 映） 

ＤVD教材 

 

 

 

 トムとジェリー  花火はすごいぞ他     ７話収録 
                    アニメ４９分   

＜対象＞ 幼児～小学生                  ＜所有＞ 江刺分館 

① 花火はすごいぞ  

② 逃げてきたライオン 

③ 素敵なおさがり 

④ 勝利は我に 

⑤ ただいまお昼寝中 

⑥ パパは強いな 

⑦ パパの教育                                 （岩 波） 

ＤVD教材 
 エリック・カールコレクション     ４話収録 

        はらぺこあおむし 他    アニメ３３分   
＜対象＞ 幼児～小学生                  ＜所有＞ 水沢本館 

① はらぺこあおむし 

② だんまりこおろぎ 

③ パパ、お月さまとって！ 

④ ごちゃまぜカメレオン               （放送映画製作所） 

（６） 



ＤVD教材 
 レオ・レオニ ５つの名作集        ５話収録 
                     アニメ２８分   

 

＜対象＞ 幼児～小学生                  ＜所有＞ 水沢本館 

① フレデリック 

② コーネリアス 

③ ぼくのだ！ わたしのよ！ 

④ さかなはさかな 

⑤ スイミー                           （放送映画製作所） 

ＤVD教材 

 はなたれこぞうさま（新潟県民話）     アニメ１８分  

 

＜対象＞ 幼児～小学生                  ＜所有＞ 千厩分館 

  むかしむかし、働き者の兄やが貧しい粗末な家に住んでいたそうな。 

ある日、川の主・乙姫様から鼻をたらした男の子を預かった兄やは、その男の子 

の不思議な力でお金持ちになった途端、怠け者になってしまうのでした…。 

                          （北 星） 

ＤVD教材 
 赤ずきんちゃんと学ぼう！交通ルール 

アニメ１４分  

 

＜対象＞ 幼児～小学生                  ＜所有＞ 水沢本館 

 名作童話のヒロイン「赤ずきんちゃん」が主人公の交通安全アニメーション教材 

です。「赤ずきんちゃん」がおばあちゃんの家に行く途中で、道路の歩き方や、横 

断歩道の渡り方を学んでいきます。子ども達が歩行者として守るべき交通ルールの 

基本をわかりやすく解説していきます。  

（東 映） 

DVD教材 

 

 

 町内新撰組 おたすけ組めざし隊の交通安全 
                          アニメ２３分  

＜対象＞ 幼児～小学生                  ＜所有＞ 一関分館 

  親しみやすい動物のキャラクターを使い、道路のわたり方や、横断歩道のわたり 

方、信号機の見方など、交通ルールを楽しく知って学べるような内容になっています。 

特に幼児期に多い、飛び出し事故を防ぐために、より重点的に解説しています。

（東 映） 

DVD教材 
 ズッコケ三人組の火あそび防止大作戦 
                    アニメ１１分   

 

＜対象＞ 幼児～小学生                   ＜所有＞ 江刺分館 

消防庁の統計によると、過去３０年間に発生した火災の出火原因は、「放火（放火 

の疑いも含む）」「たばこ」「ガスコンロ」「火あそび」「たき火」が、順位の変動はあ 

るものの、常に上位５位までを独占しています。この作品では、子どもたちに火の 

扱い方、火の怖さを知ってもらうため、子どもたちが親しみをもって見られるアニ 

メーション「ズッコケ三人組」を主人公にし、知識を身につけてもらう工夫が随所 

に施された内容となっています。 

（東 映） 

（７） 



DVD教材 
 命を守れますか？ 地しんのとき つ波のとき 
                       実録２１分  

 

＜対象＞ 小学生～一般                    ＜所有＞ 千厩分館 

   ２０１１年３月１１日に起きた東北地方太平洋沖地震は、強い揺れと、それに続く津 

波により、２万人もの死者・行方不明者が出ました。 

地震・津波の時に、自分の命を守るためにはどうしたらいいのか？ 

このＤＶＤは 

・東日本大震災の被害   ・地震と津波のメカニズム   ・緊急地震速報のしくみ 

・緊急地震速報を活用した避難訓練   ・地震後の二次災害に備える 

の５つを取り上げています。 

（映学社） 

DVD教材 
クイズ！ 危険をさがせ 道路を歩くとき 

           実録１５分  

 

＜対象＞ 小学生～一般                     ＜所有＞ 水沢本館 

 このＤＶＤは交通安全の基本となる「道路の歩き方」を学習するための、小学生向け 

危険予測トレーニング教材です。 

 交通安全クイズの解答者は、理科室から抜け出してきた人体模型のジンタ君。ちょっ 

ぴりイヤミな司会者はミスターロード、交通安全ロボットのロボ道子さんと一緒に、道 

路にひそむ危険をさがし、安全な道路の歩き方を学んでいきます。 

（東 映） 

DVD教材 
クイズ！ 危険をさがせ 自転車に乗るとき 

           実録１７分  

 

 

＜対象＞ 小学生～一般                     ＜所有＞ 一関分館 

 このＤＶＤは交通安全を学習する、小学生向けの危険予測トレーニング教材です。 

 交通安全クイズに参加するのは動物サーカスのトップスター自転車に乗れる猿、サド 

ル君。ちょっぴりイヤミな司会者はミスターロード、交通安全ロボットのロボ道子さん 

と一緒に、道路にひそむ危険をさがし、安全な自転車の乗り方を学んでいきます。 

（東 映） 

DVD教材 
 あぶないめにあったときは？ 自分を守れる力を身につけよう 

                       実録２０分  

 ＜対象＞ 小学生～一般                    ＜所有＞ 江刺分館 

 

  小学生が連れ去り・傷害などの被害者となる事件が多発しています。事件が起きてい 

るのは学校や塾の帰り、道路や近くの公園、マンションのエレベーターなど、子どもに 

とって身近な場所です。 

 この作品は、身近な場所で犯罪の恐れがある場面を取り上げ、こんなときどうする？ 

とクイズ形式で問いかけます。子ども自身が考えながら、防犯対策の基本を学べるよう 

に構成されています。 

 子どもが、危ないとはどういうことかを理解し、状況に応じて、自分の身を守る行動 

ができるようになることを目指しています。 

（映学社） 

（８） 



DVD教材 

夏休みの地図                     劇画９６分  

 

 

＜対象＞ 小学生～一般                     ＜所有＞ 千厩分館 

待ちにまった夏休み。けれど小学５年の田辺健斗はどこへも連れて行ってもらえませ 

ん。夏休みの宿題「街の地図」もまったく描けないでいます。思いをよせる転校生と地 

図を見せ合う約束をしたものの、街をどう描いて良いのかさっぱりわかりません。 

 そんなモヤモヤが続いたある日、山に暮らす謎の男「ガラクタマン」と出会います。 

その事件をきっかけにさまざまな問題を抱えながらも街中を駆け巡る健斗。 

 自らの目と耳をたよりに被爆体験、戦後復興、駅前再開発、家族の歩みなど、これま 

で知らなかった広島を発見し、自分だけの地図を描いていきます。路面電車、広島城、 

原爆ドーム、愛友市場、仏舎利塔、大崎下島など、情緒あふれる広島をバックに描かれ 

た真夏の小さな街物語です。                    （東 映） 

DVD教材 

 地震・津波から生き延びる  正しい知識と行動     実録１６分  

 ＜対象＞ 小学生～一般                     ＜所有＞ 水沢本館 

 

 地震や津波が起きた時に、どういう行動をとれば生き延びることができるのか？ 迷 

わないためにしっかりと理解させることをねらいとした内容になっています。 

 地震から自分の身を守るためには、臨機応変に安全な場所を見つけ出し、身を寄せる 

ことが大切です。その場でのベストを尽くす、命を守るのは自分以外にないことを強く 

訴えていきます。 

                         （東 映） 

DVD教材 

 悩まずアタック！ 脱・いじめのスパイラル        ドラマ３３分  

 ＜対象＞ 中学生～一般                     ＜所有＞ 一関分館 

 

この作品は法務省が主催する全国中学生人権作文コンテストの中で法務大臣賞を受賞 

 した「いじめのスパイラル」をドラマ化したものです。 

  内容は、ある女子中学生が、何とか周囲の人々に悩みを告白するきっかけをつかむこ 

とで、いじめ問題の解決となる一つの手がかりを提示しています。 

 この作品を多くの子どもたちが鑑賞することで、いじめられたときは一人で悩まず、 

いかに勇気を出して周囲の大人に悩みを告白し、解決の道を探ってもらうことが大切で 

あるかを伝えます。                        （東 映） 

DVD教材 
中学生も消費者です 契約トラブルや権利と責任を学ぶ 

           実録１６分  

 ＜対象＞ 中学生～一般                     ＜所有＞ 江刺分館 

 

 学習指導要領の改訂に伴い、中学生の消費教育では、普段の消費生活の中で主体的に 

判断し、適切な意思決定ができる力を育むことが求められるようになりました。 

 この作品では「買い物」という中学生の自らの身近な消費行動を通して、消費者であ 

ることを自覚し、契約など消費者としての基礎知識、権利と責任について理解を深める 

ことをねらいとしています。 

                                 （東 映） 

（９） 



DVD教材 
 人生をダメにしないで！ 違法ドラッグの危険性 

                                        実録２２分 

 ＜対象＞ 中学生～一般                     ＜所有＞ 千厩分館 

 

 

 今、中・高校生など、１０代の若者たちに蔓延する脱法ハーブなどによる薬物依存症。

 その背景には、こうした違法ドラッグが、インターネットなどのによって安価で気軽 

に入手でき、「覚せい剤や大麻とは違い、逮捕されない」という誤った考え方が広がって 

いる実態があります。 

この作品では、、脱法ハーブなどの違法ドラッグが身体にどのようにな影響を与えるか、

その危険性を科学的に検証しています。そして、法律的にどうして違法なのか、厚生労 

働省が打ち出した「包括指定」などを盛り込みながら、違法薬物に対する正しい知識が 

身につく内容になっています。                     

（映学社） 

DVD教材 
ねらわれています！あなたも 多発する振り込め詐欺 

            実録２２分  

 ＜対象＞ 中学生～一般                     ＜所有＞ 水沢本館 

 

 日本における犯罪発生件数は、 近１０年連続で減少していますが、振り込め詐欺は、

一旦大きく減少したにも関わらず、再び増加傾向に転じています。 

自分は騙されないと思い込んでいる高齢者が、新たな被害者となるケースが増えてい 

るからです。 

このように被害者のほとんどが振り込め先について知識を持ちながらも、詐欺の被害 

は後を絶ちません。それはいったいなぜなのか、どうすれば防げるのか。 

この作品は実際に起きた事例を再現映像で検証しながら、その理由について考え対策 

を明らかにしていきます。                     

 （映学社） 

DVD教材 
火災から命を守る８つのポイント ３つの習慣 ５つの対策 

                      実録１９分  

 ＜対象＞ 中学生～一般                     ＜所有＞ 一関分館 

 

 

 

 

全国各地で火災が発生し、多くの命や財産が奪われています。建物火災の中でも も 

多いのが住宅火災。住宅火災から命を守るのにはどうすればよいのか。 

そのポイントを次の３つの習慣と５つの対策にまとめます。 

 ３つの習慣 

 ・寝たばこをやめる 

 ・燃えやすいものの近くではストーブを使用しない 

 ・ガスコンロなどのそばを離れる時は必ず火を消す 

８つの対策 

 ・住宅用火災警報器を設置する 

 ・寝具・衣類及びカーテンは防災品を使用 

 ・住宅用消火器などを設置する 

 ・隣近所に協力体制をつくる 

 ・放火に注意 

  実際の火災事例、専門家のアドバイス、火災執権映像などを捉えながら、わかりやす 

く解説しています。 

（映学社） 

（１０） 



DVD教材 

みんな生きている           ドラマ３０分

 ＜対象＞ 全  般                       ＜所有＞ 江刺分館 

 

  東日本大震災から４年が経過しようとしています。多くの人々が受けた心の傷…。 

時間の経過とともに、被災の記憶が風化されていく中、今、心の見守り、手当は充 

分といえるでしょうか？ 

 被災地に限らず、心に傷を抱えた人々、ケアする人々、すべての人々に求められる 

回復への問い、それは何なのか…。 

この作品はその問いから生まれたものです。 

『みんながおまえたちを見守っている。いつだってそばにいる。いつだって一緒に 

生きている。だから、こわくてもつらくても、少しずつでもお母さんが大好きだっ 

た海のほうを向くんだ…。』                  （東 映） 

DVD教材 

大人のための自転車教室         実録１６分 

 

＜対象＞ 一  般                       ＜所有＞ 千厩分館 

 自転車の交通ルールを一から学びなおすための成人向けの交通安全教材です。「自 

転車安全利用五則」をベースに、自転車の通行区分や交差点での注意点といった基本 

的かつ重要な内容を、スタント映像を交えながらわかりやすく解説しています。 

加害事故の高額賠償金と保険加入の重要性、道路交通改正など、近年の注目ポイン 

トにも触れています。                     （東 映） 

DVD教材 

 昭和こどもキネマ 記録映画編       記録１１５分 

＜対象＞ 全  般                      ＜所有＞ 水沢本館 

戦争が終わり、復興へ向かう昭和２０年代の日本で、子どもたちは街で学校で、ど 

のように暮らし、また遊んでいたのか。戦中・戦後期に少年・少女時代を過ごした方 

々には懐かしく、また今の時代の日本の平和、豊かさをもう一度考える機会にもなる 

貴重な映像の記録です。                    （岩 波） 

DVD教材 

映像で振り返る 僕らの昭和 スポーツ／文化芸能編 記録１４０分 

 ＜対象＞ 一  般                      ＜所有＞ 一関分館 

 

 

 

 

 

・特報 猪谷選手初の日章旗（１９５６年）・力道山対ルーテーズ（１９５７年） 

・檜舞台の黒沢監督（１９５７年）    ・若乃花優勝（１９５８年） 

・ロカビリー（１９５８年）       ・プロ野球は花ざかり（１９５９年） 

・いよいよ柏鵬時代へ（１９６１年）   ・原田、世界の王座に（１９６２年） 

・金田とＯＮ砲（１９６４年）        

・特集 第１８回オリンピック東京大会（１９６４年） 

・シンザン号晴れの三冠馬（１９６４年） ・ああビートルズ（１９６６年） 

・君原に銀メダル メキシコオリンピック（１９６８年）        

・巨人が５年連続の王座（１９６９年）  ・日本ジャンプ強し札幌五輪（１９７２年）

・ハイセーコー強し（１９７３年）     

・王選手、七五六号達成ホームラン世界 高記録（１９７７年） 

・長島監督辞任（１９８０年）      ・さようなら・日劇（１９８１年） 

                               （岩 波） 

（１１） 



DVD教材 
綾小路きみまろ  

爆笑！ 新ライブ名演集         ライブ6２分 

 

＜対象＞ 一般 （高齢者）                  ＜所有＞ 水沢本館 

毒舌大暴走で大爆笑！ 綾小路きみまろの 新ライブです。 

１ 奥様…キレイなほうですよ。（約２８分） 

２ 夫婦はおわりのない会話です。（約１５分） 

３ あれから４０年、奥様も変わりましたね。（約１９分） 

（岩 波） 

DVD教材 

昭和３０年代の生活と文化  東北編   記録３１分 

 ＜対象＞ 全  般                       ＜所有＞ 江刺分館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和３０年代、映画館では本編の前に必ずニュース映画が上映されていました。 

このＤＶＤは、読売国際ニュース映画に見る懐かしい青森・秋田・岩手・山形・宮 

城の貴重な記録映像です。 

３０年「犬の町をゆく」秋田県  

３０年「脚光あびる日本のチベット」岩手県 

３０年「羽黒の山伏たち」山形県  

３２年「鳴子ダム」宮城県 

３２年「コケシの町でコケシ祭り」宮城県  

３５年「八郎潟」秋田県 

３６年「春を待つ雪国の子供ら」秋田県  

３８年「陸中海岸」岩手県 

３８年「なまはげの国」秋田県 

３８年「きょうはたのしバカンスで」山形県・新潟県 

３８年「津軽の秋深し」青森県 

３８年「初冬の南部」岩手県 

３９年「津軽の湖」青森県                  （岩 波） 

DVD教材 

 

 

 

 

 

 

くちづけ               劇画１２３分 

＜対象＞ 全  般                       ＜所有＞ 千厩分館 

始まりは小さな新聞記事。この映画は実在の事件をもとに描かれた父娘の深い愛情 

 の物語です。 

＜ストーリー＞ 

みんなが力をあわせて暮らす「ひまわり荘」での毎日は幸せな日々でした。 

そんな中で、ひまわり荘の経営が難しくなったり、“うーやん”のことで妹が婚約を

破棄されてしまったりと、厳しい運命が「ひまわり荘」のみんなを待ち受けています。

そして住人の漫画家“愛情いっぽん”にも病気が見つかってしまいます。 こんなに

冷たい社会に娘の“マコ”をひとりにできないと苦しむ父親が選んだ決断とは…？ 

  

原作 宅間孝行  （ひまわり荘の住人“うーやん”） 

 出演 漫画家“愛情いっぽん” 阿波野幸助  竹中直人 

    いっぽんの娘      阿波野マコ  貫地谷しほり    

      他 実力派キャスト 勢ぞろい            （東 映） 

（１２） 


