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日本の昔ばなし ①   

花さか爺さん   他８話収録          アニメ６９分   

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

🌸🌸 花さか爺さん     🌸🌸 一寸法師    🌸🌸 おむすびころりん 

🌸🌸 夢を買った男     🌸🌸 ねずみ経    🌸🌸 牛の嫁入り 

🌸🌸 八つ化け頭巾     🌸🌸 ほれ薬     🌸🌸 猿地蔵     （東 映） 
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日本の昔ばなし ②    

浦島太郎     他８話収録          アニメ６９分   

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

🌸🌸 浦島太郎       🌸🌸 金太郎     🌸🌸 力太郎 

🌸🌸 うぐいすの里     🌸🌸 うぐいすの里  🌸🌸 平林 

🌸🌸  いかとするめ     🌸🌸 三人泣き    🌸🌸  大工と鬼六     

                                       （東 映）                   
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 日本の昔ばなし ③    

こぶとり爺さん     他８話収録      アニメ６９分   

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

🌸🌸 こぶとり爺さん    🌸🌸 たにし長者      🌸🌸 魚女房 

🌸🌸 ほら吹き娘      🌸🌸 熊と狐        🌸🌸 和尚と小僧の川渡り  

🌸🌸 しっぺい太郎          🌸🌸 天にのぼった息子  🌸🌸 無精くらべ     

                                                    （東 映）                                     
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日本の昔ばなし ④    

ぶんぶく茶釜      他８話収録      アニメ６９分   

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

🌸🌸 ぶんぶく茶釜     🌸🌸 三年寝太郎   🌸🌸 鼻たれ小僧 

🌸🌸 最後の嘘       🌸🌸 うれし、めでたや、ありがたや  🌸🌸 食わず女房 

🌸🌸 和尚と小僧のかみがない  🌸🌸 ふるやのもり   🌸🌸 旅人馬 

                                 （東 映）                                      
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日本の昔ばなし ⑤    

織姫と彦星       他８話収録      アニメ６９分   

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

🌸🌸 織姫と彦星      🌸🌸 闇夜のカラス  🌸🌸 髪そり狐 

🌸🌸 そそうの相九郎    🌸🌸 オンバの皮   🌸🌸 いもころがし 

🌸🌸 火男         🌸🌸 ねずみのすもう 🌸🌸 和尚と小僧のぷ～ぷ～ぱたぱ 

                                 （東 映） 
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日本の昔ばなし ⑥   

わらしべ長者   他８話収録          アニメ６９分   

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

🌸🌸 わらしべ長者     🌸🌸 天の羽衣      🌸🌸 厠の神様  

🌸🌸 仁王とどっこい    🌸🌸 鷲のさらい子    🌸🌸 こんにゃく問答 

🌸🌸 絵姿女房           🌸🌸 おいてけ堀     🌸🌸 金をひろったら 

                                 （東 映） 
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 日本の昔ばなし ⑦   

かぐや姫     他８話収録          アニメ６９分   

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

🌸🌸 かぐや姫       🌸🌸 鬼の妹       🌸🌸 まんじゅうこわい 

🌸🌸 うばすて山      🌸🌸 水の神の文使い   🌸🌸 運のよいにわか侍 

🌸🌸 海幸彦と山幸彦    🌸🌸 河童が出てきた日  🌸🌸 閻魔さまの失敗 

                                 （東 映） 
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日本の昔ばなし ⑧  

三つの斧     他８話収録          アニメ６９分   

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

🌸🌸 三つの斧       🌸🌸 猿の婿どの     🌸🌸 天狗と盗人 

🌸🌸 屁ひり嫁       🌸🌸 猫と茶釜の蓋    🌸🌸 ちゃくりかきふ 

🌸🌸 ねずみの婿取り    🌸🌸 小石の手紙     🌸🌸 だんまりくらべ 
      （東 映） 
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日本の昔ばなし ⑨    

天狗の隠れみの  他８話収録           アニメ６９分   

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

🌸🌸 天狗の隠れみの    🌸🌸 鬼婆さんが仲人   🌸🌸 閻魔様はハチゴロどん 

🌸🌸 きき耳ずきん     🌸🌸 犬と猫と宝物    🌸🌸 幽霊の歌よみ 

🌸🌸 たのきゅう      🌸🌸 てえてえ小法師   🌸🌸 にせ地蔵  （東 映） 
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日本の昔ばなし ⑩  

鶴の恩返し    他８話収録           アニメ６９分   

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

🌸🌸 鶴の恩返し      🌸🌸 宝ひょうたん    🌸🌸 若返りの水 

🌸🌸 猫女房        🌸🌸 ごんぞう虫     🌸🌸  花高扇 

🌸🌸 たわらの藤太      🌸🌸 狐のお産        🌸🌸 取っつく引っつく 
（東 映） 

                                                                                                  

（８） 



ＤVD教材 

日本の昔ばなし ⑪  

因幡の白兎   他８話収録             アニメ６９分   

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

🌸🌸 因幡の白兎      🌸🌸 嫁の坊主頭     🌸🌸 三枚のお札 

🌸🌸 炭焼き長者      🌸🌸 金のなる木     🌸🌸 お坊さんの手ぬぐい 

🌸🌸  三人の兄弟            🌸🌸  狼の眉毛           🌸🌸  どっこいしょ 

                                   （東 映） 
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日本の昔ばなし ⑫   

大江山の鬼退治  他８話収録          アニメ６９分   

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

🌸🌸 大江山の鬼退治    🌸🌸 小僧と猫の絵    🌸🌸 貧乏神 
🌸🌸 馬方やまんば     🌸🌸 えびのお伊勢参り  🌸🌸 なんの病 
🌸🌸 山梨とり       🌸🌸 一軒家の婆さん   🌸🌸 ムカデの医者むかえ 

                                 （東 映） 
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日本の昔ばなし ⑬  

桃太郎      他８話収録          アニメ６９分   

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

🌸🌸 桃太郎        🌸🌸 はちかつぎ姫    🌸🌸 十二支のはなし  

🌸🌸 いくさはやめた    🌸🌸 大蛇と狩人     🌸🌸 尻尾の釣り  

🌸🌸 天福地福       🌸🌸 菜飯八兵衛     🌸🌸 茗荷女房  （東 映） 
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日本の昔ばなし ⑭    

町のねずみと田舎のねずみ  他８話収録   アニメ６９分  

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

🌸🌸 町のねずみと田舎のねずみ 🌸🌸 おしらさま   🌸🌸 うさぎとカメ 

🌸🌸 蛇息子          🌸🌸 カッパとわらぞうり  

🌸🌸 そら豆とわらと炭     🌸🌸 味噌買い橋   🌸🌸 猫家              

🌸🌸 鳥呑み爺さん                            （東 映）                   
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日本の昔ばなし ⑮    

笠地蔵      他８話収録           アニメ６９分   

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

🌸🌸 笠地蔵        🌸🌸 塩ふき臼      🌸🌸 大年（おおとし）の客 

🌸🌸 風の神と子供たち   🌸🌸 漆の兄弟      🌸🌸 天の邪鬼とわらし 
🌸🌸 あとかくしの雪    🌸🌸 三つの謎かけ    🌸🌸 こおった声 
                                 （東 映） 

（９） 
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 日本の昔ばなし ⑯  

一足千里のわらじ 他８話収録          アニメ６９分  

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

🌸🌸 一足千里のわらじ   🌸🌸 山伏と白い狼    🌸🌸 月日のたつのは早い  

🌸🌸 七羽の白鳥      🌸🌸 謎の恋歌      🌸🌸 「お」は難しい 

🌸🌸 尻鳴りべら        🌸🌸 涙を流した鬼の面  🌸🌸 星の火 
                                （東 映） 

DVD教材 
日本の昔ばなし ⑰  

ヤマタノオロチ  他８話収録          アニメ４６分   

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

🌸🌸 ヤマタノオロチ    🌸🌸 サトリ女と桶屋   🌸🌸 匂いのお返し 

🌸🌸 闇を裂く雄叫び    🌸🌸 タコほねなし    🌸🌸 元犬 

     （東 映） 
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ノンタン  ①  

コロコロことばいえるかな？  他８話収録 

                              アニメ３２分   

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

🌸🌸 コロコロことばいえるかな？ 🌸🌸 コロコロことば  🌸🌸 なかよくクッキー 

🌸🌸 どんなかたち？    🌸🌸 あっぷっぷすもう  🌸🌸 リズムあそび 

  🌸🌸 ゆきあそび      🌸🌸 おおきいのはどっち？    
🌸🌸 とべとべてんまでとどけ        🌸🌸 かぞえうた 

（東 映） 

DVD教材 

ノンタン  ②  

だいすきＡＢＣ  他８話収録        アニメ３１分 

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

🌸🌸 だいすきＡＢＣ  🌸🌸 すきなたべものはなあに？  

🌸🌸 シャカシャカかきごおり 🌸🌸 なんのおと？   🌸🌸 げんきげんき 

  🌸🌸 いまなんじ？    🌸🌸 のこしちゃダメダメ  🌸🌸 ことばあそび    
🌸🌸 たんぽぽとんだ     🌸🌸 たんぽぽ 

                              （東 映） 
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ノンタン  ③ 

まいごはだあ～れ？  他８話収録       アニメ３１分 

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

🌸🌸 まいごはだあ～れ？      🌸🌸 しりとりあそび  🌸🌸 まねっこタータン 

🌸🌸 えかきうた        🌸🌸 あかいはっぱ きいろいはっぱ  

🌸🌸 ７つのイガグリ          🌸🌸 じてんしゃじゅんじゅん  🌸🌸 タイヤ  

🌸🌸 魔法のカラーボード    🌸🌸 いろいろないろ 

（東 映） 

（１０） 
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 ノンタン  ④  

はみがきしゅこしゅこ  他９話収録    アニメ３０分 

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

🌸🌸 はみがきしゅこしゅこ  🌸🌸 いろいろなあじ  🌸🌸 とびだせ！イングリッシュ 

🌸🌸 えいごであいさつ    🌸🌸 おふろでちゃぷちゃぷ  🌸🌸 ひうふうみい 

  🌸🌸 おおきくなったら    🌸🌸 ちょうちょう    
🌸🌸 キラキラシャンシャン おやすみなさい        🌸🌸 おやすみノンタン 

（東 映） 
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ノンタン  ⑤  

うたおうクリスマス  他８話収録       アニメ３２分 

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

🌸🌸 風も雪もともだち   🌸🌸 そりすべり  🌸🌸 さあかざりましょう 

🌸🌸 赤鼻のトナカイ    🌸🌸 たのしいクリスマス  🌸🌸 サンタが町にやってくる 

  🌸🌸 きよしこの夜     🌸🌸 すてきな雪景色   他 英語の歌８曲 
  🌸🌸 おはなしノンタン！サンタクロースだよ 

（東 映） 
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チップとデール（ディズニー）          アニメ５３分 

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

🌸🌸 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） 
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紅ばら・白ばら（グリム童話）          アニメ３５分     

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

  むかしむかし、ある森に白ばら、紅ばらという仲よしの姉妹がお母さんと一緒に暮ら 

していました。ある雪の降る夜、寒さに震えるクマが訪ねてきて、体を温めさせてほし 

いとお願いしました。このクマは魔法使いに宝物をうばわれてクマの姿に変えられた王 

子さまだったのです。 

 春になり、クマの王子さまは魔法使いを探しに出かけるのですが…。  （北 星） 
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百 目 の あ ず き と ぎ （ 日 本 の お ば け 話 シ リ ー ズ ）            
アニメ１５分 

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

 むかしむかし、電気もあかりもない昔のことです。そのころ旅人がひとりで山を越え 

るのは、それは心細いものでした。まして夜になれば何が飛び出すかわかりません。 

 ショキショキ…ショキショキ…とあずきをとぐような音が、どこからともなく聞こえ 

てきたら、あなたはどうしますか？ 

                                  （北 星） 

（１１） 
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MERRY CHRISTMAS  

アニメ童話「青いとり」とアニメクリスマスソング 
                     アニメ３０分 

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

🌸🌸 アニメ童話「青いとり」 

   クリスマスに幸せの青い鳥を探しに行ったチルチルとミチル。でも、なかなか 

見つかりません。本当の幸せの青い鳥はどこに…。 

  🌸🌸 アニメクリスマスソング（５曲） 
    ・ジングルベル   ・もろびとこぞりて   ・もみの木  
    ・きよしこの夜   ・まきびとひつじを            （岩 波） 
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ウォルト・ディズニー名作アニメ集 

みにくいアヒルの子   他７話収録          アニメ６４分   
＜対象＞ 幼児～小学生                       ＜所有＞ 江刺分館 

🌸🌸 みにくいアヒルの子    🌸🌸 黄金の王様    🌸🌸 ノアの箱舟 
🌸🌸 蓮池の赤ん坊たち     🌸🌸 楽しい復活祭   🌸🌸 踊るニワトリ 
🌸🌸 かしこいメンドリ     🌸🌸 森の音楽会           （岩 波） 
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ズッコケ三人組のこうつうあんぜん 

いつもあんぜんかくにんの巻              アニメ１２分 

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

道路への飛び出し→子ども達は、交通社会の中で大人には思いもよらない行動をとって 
しまいます。子どもの飛び出し事故の最大の原因は、道路横断に関する危険予測能力が、 
子どもには欠如している点にあると言われています。 
 最近の警察庁交通局の調査によると、飛び出しで交通事故にあっている割合は、１５歳 
までの子どもが７７.７%を占めています。１６歳以上の歩行者の２２.３%と比べてみると 
子どもの飛び出しがいかに多いかがわかります。 
 そこでこの作品では、子ども達に人気のあるズッコケ三人組のアニメーションで、飛び 
出しの危険性を伝え、事後を防ぐために交通ルールを身につけておくことの大切さを強く 
訴えていきます。                         （映学社） 
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ひとりぼっちは いやだよね  ～みんなでなくそういじめ～ 

                    実録２０分 
＜対象＞ 小学生～一般                       ＜所有＞ 千厩分館 

 この教材はいじめをなくすために、画期的な指導をしている2 つの小学校の授業風景 

を捉えています。 

ある小学校の道徳の授業では、ロールプレイでいじめを疑似体験し、演じた子どもを 

見ていた子ども達に、感想や意見を聞いていきます。 

もう一つの小学校では、子どもが仲裁役となって問題を解決する「ピア・メディエー 

ション」という活動に取り組んでいます。 

それらの活動を捉え、全員が心から楽しいと言える学校を作っていくにはどうすれば 

いいのか、視聴しながら考えさせる内容となっています。       （映学社） 

（１２） 
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たんぽぽの金メダル          アニメ２０分 

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

モスクワオリンピックのカヌー初出場をめざし頑張り続けた町のパン屋。努力と周り 
の人々の応援で出場できる記録までこぎつけたところへ、日本のオリンピック不参加が 
決まってしまう…。不撓不屈の精神がテーマのアニメーションドラマです。 

                                （東京書籍） 

DVD教材 
危険から身を守ろう！ 

近所にある危ない場所            実録１２分   
＜対象＞ 小学生～一般                       ＜所有＞ 江刺分館 

河川、用水路、ため池を取り上げ、水の事後の危険を具体的にわかりやすく伝えます。 
また身近な危険として、工事現場などの「立入禁止」の場所、転落の危険がある高い場 
所を扱い、公園の遊具を使う時の注意点にも触れていきます。 

 ・川やため池の危険  ・「立入禁止」は危険のサイン  ・ほかにもある身近な危険 
（東 映） 

DVD教材 
危険から身を守ろう！ 

パソコンやスマホを使うとき        実録１６分  
＜対象＞ 小学生～一般                        ＜所有＞ 千厩分館 

スマートフォンやパソコンなどでインターネットを利用する場面を想定し、架空請求 

や個人情報の漏えいなど、犯罪被害に遭わないためのポイントや、SNS に書き込みをす 

る際のルールについて取り上げていきます。 

・オンラインゲームに注意   ・これ、払わないといけないの?   

  ・個人情報は教えない     ・書き込みのルール        （東 映） 

DVD教材 

 

 

 

 

 

戦場 E

いくさば

Aぬ A E 童 E

わらび

A               実録２６分 

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

   鉄の爆風をかいくぐり、地獄の戦場をさまよった人々の生々しい証言をもとに、沖縄 
戦の実態を子ども達に的をしぼって描かれた作品です。ガマ（洞窟）に今も残る累々た 
る白骨と遺品。その上に傲全と居座る米軍基地、自衛隊基地など長年にわたる深い傷跡 
も描かれています。 
 ここでは戦争とはどんなものだったのかを、戦争を知らない世代に知らせたい、戦争 
を絶対起こしてはいけないと訴えています。             （岩 波） 

DVD教材 

 

聲の形                ドラマ３０分 

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

   ・ドラマ内で描かれる“いじめのメカニズム”を知ろう。 
  ・いじめに悩む人の気持ちを想像し、いじめを防ぐ方法や加害者に対してどういう 

行動が取れるのか考えよう。 
    ・障害のある友人との接し方について考えよう。 

( ※ 学習指導案やワークシート案がDVD 内データに内蔵 ) （東 映） 

（１３） 
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Give and Go ( ギブ アンド ゴー )   アニメ７０分 

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

怪我が原因でチームを離れ地元の香川県でうらぶれた生活を送っているハーフの青年 
ケニー。ふとしたきっかけでケニーは聾唖の少女夏希と出会います。夏希はバスケット 
の好きな活発な少女でしたが、障害を持っていることにより世間や家族との亀裂があり 
心に葛藤を抱いています。ケニーも見た目が外国人に見えるということで思い悩んでき 
た経緯があり、自分の母親が夏希と同じ聴覚障害者だったので夏希に親近感を覚えます。 
 現在のチームにうまく溶け込めない夏希に、ケニーは新しいチ－ムを自分たちで作ろ 
うと提案します。一癖も二癖のあるチームメイトたちと時に笑い時に献花しながら絆を 
深めていくケニーと夏希。そしてある日夏希が元いたチームと試合することになり…。 
 二人の心の動き、そして周囲の人たちとの心の触れ合いを、バスケットボールをとお 
して描く青春ストーリーです。                   （岩 波） 
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思いやりが命を救う  ～いじめゼロを願って～ 

                     実録２０分 
＜対象＞ 中学生～一般                       ＜所有＞ 千厩分館 

横浜市神奈川区では、区内の中学校の代表が集まり、学校と警察が連携していじめや 

 非行などに立ち向かおうと『防犯サミット』を開いています。いじめを題材にしたロー 

 ルプレイを自ら作り演じることにより、それぞれの立場を理解していく姿をとおして、 

 一人ひとりがいじめとどう向き合っていけばいいのか考えていく内容になっています。 

  また北海道小樽市の中学校では、友達同士の助け合いによって、いじめなどを解決す 

 る取り組みをしています。その様子を捉え、いじめを見かけたたら、自分たちができる 

 サポートの仕方で行動をしていくことの大切を訴えています。      （映学社） 
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知ってよかっ応急手当 ～災害・事故・急病を救う～ 

                    実録43 分 

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

 第１巻 (20 分)             第２巻 (23 分) 

 ・応急手当の目的と必要性         ・救命処置の重要性 

 ・応急手当 その1            ・救命処置 その１  

  －手足のケガ、捻挫や骨折－        －胸骨圧迫と人口呼吸－ 

 ・応急手当 その２            ・救命処置 その２ 

  －切り傷などによる出血、やけど－     －AED 使用の手順－ 

                      ・中学生による実践例 

                       －心肺蘇生法とAED の使い方－ 

                      ・119 番通報の仕方   （映学社） 
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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 
                         実録１８分 

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

  この作品は、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。大人たちが子ども達に伝えるべき 
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られています。 
・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 など 

                                  （映学社） 

（１４） 
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ドライブレコーダーは見た！ シリーズ  

あなたの乗り方、大丈夫！？ ～中学生の自転車交通ルール～ 

                                   実録１６分 
＜対象＞ 中学生～一般                    ＜所有＞ 江刺分館 

交通ルールやマナーを知ろうとしない人がいます。たかが自転車と甘く考え、危険な 
乗り方をすると交通事故を引き起こしかねません。この作品では、自転車を安全に利用 
する「自転車安全利用五則」を分かりやすく解説します。またドライブレコーダーが収 
録した衝撃的な映像を通じて、視聴者に交通事故を疑似体験させながら、加害者になる 
例や刑事上・民事上の責任も紹介し、自転車の安全利用の重要さを訴えます。 

（東 映） 
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サクラサク   薄れゆく父の記憶を探す旅へ 
                     映画１０７分   

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

 『精霊流し』、『解夏』、『眉山』、『アントキノイノチ』…、良質の映画化が相次ぐさだ 
まさしの小説から新たな感動作が誕生しました。さだまさし自身の父親の思い出を下敷 
きに描かれた物語です。 
「満開の桜がきれいだった…」壊れかけた家族は、７０年前の父の大切な思い出の場所 
にたどりつけるのだろうか…。                    （東 映） 
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マララ  ～教育を求めて闘う少女～ 

                    実録５０分 
＜対象＞ 中学生～一般                       ＜所有＞ 水沢本館 

 ひとりの少女の言葉が、行動が、世界を変える。 

２０１２年１０月、パキスタンの少女マララ・ユスフザイはタリバンに銃撃されまし 

た。イスラム社会における女子教育の必要性を訴えて活動していた彼女は、タリバンの 

標的となっていたのでした。治療のためパキスタンから英国に緊急搬送され、奇跡的に 

回復。現在は英国に住み、女子教育のために活動を続けています。 

 マララは危険な目に遭いながらもなぜ世界に訴え続けるのでしょうか？教育を受ける 

権利とは？ マララ自らの言葉で語るインタビューや、今までの活動の映像から、彼女 

の信念と素顔が見えます。教育を受ける価値について改めて考えてみましょう。 

                                 （東 映） 
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いわさきちひろ  ～２７歳の旅立～ 
                          実録９６分 

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

日本を代表する絵本作家いわさきちひろ。没後４０年近くたった今も愛され続けてい 
 るちひろのえですが、彼女自身の人生についてはあまり知られていません。  
  不幸な形で夫と死別。戦争で家は焼き払われ何もかも失った人生のどん底を味わいま 

す。そして大恋愛の末の再婚。失業中の夫を支えた過酷な日々、病に倒れ、命を削りな 
がら平和への想いを籠めた最期まで、千尋はどんな時も決してあきらめませんでした。 
その強い生き方に、私たちは驚きと感動をもらうことでしょう。 

                                 （岩 波） 
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DVD教材 

 

 

 

 

 

深刻化する気象現象 どう身を守る？どう備える？ 
                             実録２５分 

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

近年、集中豪雨や土砂災害、竜巻などの気象災害が毎年のように頻発しています。 

そこで、この作品では、集中豪雨、土砂災害、竜巻、大雪など、それぞれの気象災害 

がなぜ発生するのか、実験やＣＧを用いながら解説するとともに、これらの災害から身 

を守るためにはどうすればよいのか示していきます。 

まとめとして、気象災害から身を守るのは、自分自身の日頃からの備えと“自分の命 

と財産は自分で守る”という気概であることを伝えます。 

正しい最新の災害情報に基づいて行動すること、自分が置かれた状況によって判断・ 

行動できる能力を普段から身につけておくことが、自分の命を守ることを強く訴えます。 
                                   （映学社） 
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幼い命を守れ！ どう教える「避難の方法」 

幼稚園、保育所の防災対策           実録２６分   
＜対象＞ 幼・保育関係者                      ＜所有＞ 千厩分館 

２０１１年３月１１日の東日本大震災。津波に襲われた岩手県釜石市のある幼稚園で 
は、職員と帰宅していた園児の数名が、津波避難所ではなかった「防災センター」へ避 
難し、津波にのまれ亡くなりました。また一方では、日頃から学校で防災訓練をしてい 
た小・中学生が率先して高台に逃げ、それに導かれるように避難して難を逃れた幼児た 
ちも大勢いました。災害発生時に最善の行動ができたかどうかが、生き延びるための決 
め手になったのです。 

いざという時、より適切な判断をするためには、幼児でも自分を守ろうとする意識や 
態度を日頃から身につけておく必要があります。 

そこで、この作品では、幼稚園や保育所の指導者向けに、災害発生時、幼児がすぐに 
身を守る行動ができるようにするためには、日常生活の中で、どのような指導の工夫が 
必要なのかを紹介しています。                    （映学社） 
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東北落語ボランティア出前ツアー 
                    実録８４分 

＜対象＞ 一般～高齢者                       ＜所有＞ 水沢本館 

 ２０１２年３月１６日までの５日間、福島、宮城、岩手の東北３県１２会場で行った 

「東北落語ボランティア出前ツァー」。仮設住宅に隣接する集会所を中心にのべ３３６名 

のお客様に鈴々舎馬るこが届けた大爆笑のハイライトを収録しています。 

                                  （岩 波） 
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林家たい平の高齢ドライバーの交通安全   
実録２１分 

＜対象＞ 一般～高齢者                     ＜所有＞ 水沢本館 

高齢ドライバーの方は何十年も安全運転をしているので交通事故は起こさない、自分 
に限って事故を起こすはずがないと思い込んではいないでしょうか？ 

交通事故はちょっとした不注意や、気の緩みで起きてしまいます。 
加齢による身体的機能（動体視力、夜間視力、聴力、反応速度など）の低下に逆らう 

ことはできません。ここでは、高齢ドライバーの交通ルールと加齢に伴う身体的・精神 
的特性を林家たい平師匠が軽妙な語り口で解説し、安全運転の大切さを示唆しています。 
                                  （東 映）                               

（１６） 




