
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D V D （P1～P16） 

 

所蔵全体リスト 



ＤＶＤ教材(全館）

　　　　　　教　　材　　名 対　　　象 時間 　所有館 購入年度 種　類

1 けん玉で楽しくあそんでみよう 幼児～一般 60 水　沢本館  平成16年度 実録

2 食と農の未来を拓く研究開発　Ｖｏｌ.1 全般 57 水　沢本館  平成16年度 実録

3 なかよしおばけ　おばけパーティー 幼児～小学生 42 水　沢本館  平成17年度 アニメ

4 小学校理科 星や月 月は動くのだろうか 小学生 45 水　沢本館  平成17年度 実録

5 ＳＥＸってなに？ 中学生～一般 150 水　沢本館  平成17年度 実録

6 みすヾ 全般 105 水　沢本館  平成17年度 劇画

7 情報社会の光と影　あなたは子どもをどう守りますか？ 全般 70 水　沢本館  平成17年度 実録

8 みんないちばん 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成18年度 アニメ

9 ムーミンおばけ島へようこそ（オリジナル） 幼児～小学生 25 江　刺分館  平成18年度 アニメ

10 ムーミンおばけ島へようこそ（バリアフリー） 幼児～小学生 25 江　刺分館  平成18年度 アニメ

11 ファンタジア 幼児～一般 117 一　関分館  平成18年度 アニメ

12 バンビ 幼児～一般 70 千　厩分館  平成18年度 アニメ

13 ダンボ 幼児～一般 62 水　沢本館  平成18年度 アニメ

14 シンデレラ 幼児～一般 72 江　刺分館  平成18年度 アニメ

15 白雪姫 幼児～一般 81 一　関分館  平成18年度 アニメ

16 ピノキオ 幼児～一般 86 千　厩分館  平成18年度 アニメ

17 ピーターパン 幼児～一般 75 水　沢本館  平成18年度 アニメ

18 ふしぎの国のアリス 幼児～一般 73 江　刺分館  平成18年度 アニメ

19 ガリバー旅行記 幼児～一般 74 一　関分館  平成18年度 アニメ

20 インフルエンザ 小学生 12 千　厩分館  平成18年度 実録

21 あっ!　危ない　きみならどうする 小学生 27 水　沢本館  平成18年度 実録

22 架空請求のワナ 中学生～一般 19 江　刺分館  平成18年度 実録

23 子どもの非行と親の接し方 中学生～一般 23 一　関分館  平成18年度 実録

24 子どもの連れ去り被害防止　地域で考える防犯 一般 22 千　厩分館  平成18年度 実録

25 NITABOH 仁太坊　津軽三味線始祖外聞 全般 100 水　沢本館  平成18年度 アニメ

26 年中行事　Ｐａｒｔ１ 幼児～小学生 49 水　沢本館  平成18年度 アニメ

27 年中行事　Ｐａｒｔ２ 幼児～小学生 54 水　沢本館  平成18年度 アニメ
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28 たまごにいちゃん 幼児～小学生 26 水　沢本館  平成18年度 アニメ

29 まめうしくん 幼児～小学生 30 水　沢本館  平成18年度 アニメ

30 ねこざかな 幼児～小学生 30 水　沢本館  平成18年度 アニメ

31 そらとぶ　ねこざかな 幼児～小学生 30 水　沢本館  平成18年度 アニメ

32 こどもにんぎょう劇場　日本編 幼児～小学生 45 水　沢本館  平成18年度 人形劇

33 こどもにんぎょう劇場　世界編 幼児～小学生 45 水　沢本館  平成18年度 人形劇

34
チャレンジ・ストーリー

まちづくりにかける元気な女性たち

一般 39 水　沢本館  平成18年度 実録

35 りゅうの目のなみだ 幼児～小学生 20 水　沢本館  平成19年度 アニメ

36 わたしのワンピース 幼児～小学生 29 一　関分館  平成19年度 アニメ

37 みんながおしえてくれました 幼児～小学生 25 江　刺分館  平成19年度 アニメ

38 えものはどこだ 幼児～小学生 25 千　厩分館  平成19年度 アニメ

39 名前・・・それは燃えるいのち 小学生～一般 18 水　沢本館  平成19年度 アニメ

40 ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　上・下巻 小学生～一般 100 一　関分館  平成19年度 アニメ

41 ネット社会の道しるべ 中学生～一般 25 江　刺分館  平成19年度 実録

42 ケータイ社会の落とし穴 中学生～一般 25 千　厩分館  平成19年度 実録

43 ブログ社会の落とし穴 中学生～一般 25 水　沢本館  平成19年度 実録

44 平成若者仕事図鑑　保育士 中学生～一般 24 一　関分館  平成19年度 実録

45 平成若者仕事図鑑　警察官 中学生～一般 24 江　刺分館  平成19年度 実録

46 平成若者仕事図鑑　プログラマー 中学生～一般 24 千　厩分館  平成19年度 実録

47 平成若者仕事図鑑　レスキュー隊員 中学生～一般 24 水　沢本館  平成19年度 実録

48 平成若者仕事図鑑　声優 中学生～一般 24 一　関分館  平成19年度 実録

49
夜回り先生　水谷修のメッセージ

いいもんだよ、生きるって
中学生～一般 90 江　刺分館  平成19年度 実録

50
夜回り先生　水谷修のメッセージ

生きていてくれて、ありがとう
中学生～一般 90 千　厩分館  平成19年度 実録

51 子育て不安を乗り越えて 一般 22 水　沢本館  平成19年度 実録

52 子育て支援にもとめられるもの 一般 26 一　関分館  平成19年度 実録

53 知っていますか？食品のかしこい選び方 一般 22 江　刺分館  平成19年度 実録

54 綾小路きみまろ　爆笑！エキサイトライブ１集 一般（高齢者） 31 千　厩分館  平成19年度 実録

55 綾小路きみまろ　爆笑！エキサイトライブ２集 一般（高齢者） 50 水　沢本館  平成19年度 実録

56 高齢者のための食生活と栄養 一般（高齢者） 35 一　関分館  平成19年度 実録
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57 老いを生きる 全般 35 江　刺分館  平成19年度 劇画

58 はだしのゲン　１部 全般 107 千　厩分館  平成19年度 アニメ

59 あした元気になーれ！　はんぶんのさつまいも 全般 90 水　沢本館  平成19年度 アニメ

60 昭和３０年代の日本・家族の幸福　親子編 全般 154 一　関分館  平成19年度 劇画

61 昭和３０年代の日本・家族の幸福　夫婦編 全般 146 江　刺分館  平成19年度 劇画

62 昭和３０年代の日本・家族の幸福　家族編 全般 144 千　厩分館  平成19年度 劇画

63 ぐるんぱのようちえん 幼児～小学生 29 水　沢本館  平成19年度 アニメ

64 すいかのたね 幼児～小学生 28 水　沢本館  平成19年度 アニメ

65 とうさんまいご 幼児～小学生 31 水　沢本館  平成19年度 アニメ

66 青い洞門 小学生～一般 20 水　沢本館  平成19年度 劇画

67 最後のひと葉 小学生～一般 20 水　沢本館  平成19年度 アニメ

68 二度と通らない旅人 小学生～一般 20 水　沢本館  平成19年度 アニメ

69 走れメロス 小学生～一般 20 水　沢本館  平成19年度 アニメ

70 平成１８年度　いわてっ子ばんざい 小学生～一般 180 水　沢本館  平成19年度 実録

71 ぼくらの裁判員物語 中学生～一般 39 水　沢本館  平成19年度 アニメ

72 夢へのパスポート　まちづくりにかける元気な女性たち 一般 87 水　沢本館  平成19年度 実録

73 食と農の未来を拓く研究開発　Ｖｏｌ.２ 全般 34 水　沢本館  平成19年度 実録

74 森に生きる　森の名手・名人 中学生～一般 32 水　沢本館  平成19年度 実録

75 日本の海運　人々の暮らしを支えて 一般 18 水　沢本館  平成19年度 実録

76 にじいろのさかな　ゆうじょう編 幼児～小学生 24 一　関分館  平成20年度 アニメ

77 にじいろのさかな　ぼうけん編 幼児～小学生 24 江　刺分館  平成20年度 アニメ

78 できたかな？　あんぜんかくにん 幼児～小学生 13 千　厩分館  平成20年度 アニメ

79 ジャングル大帝　誕生 幼児～小学生 24 水　沢本館  平成20年度 アニメ

80 やってみよう　水泳１　水となかよくなる 小学生 20 一　関分館  平成20年度 実録

81 やってみよう　水泳２　クロールに挑戦！ 小学生 20 江　刺分館  平成20年度 実録

82 やってみよう　さかあがり 小学生 20 千　厩分館  平成20年度 実録

83 やってみよう　とび箱 小学生 20 水　沢本館  平成20年度 実録

84 やってみよう　かべさかだち 小学生 20 一　関分館  平成20年度 実録

85 ゆうかい・いたずらされないために 小学生～一般 13 江　刺分館  平成20年度 アニメ
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86 ミラクル・オブ・ラブ 小学生～一般 23 千　厩分館  平成20年度 実録

87 鬼の子とゆきうさぎ 小学生～一般 22 水　沢本館  平成20年度 アニメ

88 ハードル　ＨＵＲＤＬＥ 小学生～一般 84 一　関分館  平成20年度 アニメ

89 スーパーマン 小学生～一般 42 江　刺分館  平成20年度 アニメ

90 いたずら子ネコ 小学生～一般 45 千　厩分館  平成20年度 アニメ

91 ポパイ 小学生～一般 43 水　沢本館  平成20年度 アニメ

92 三人の騎士 小学生～一般 70 一　関分館  平成20年度 アニメ

93 中学校 体育・保健　ストレス　欲求への対処 中学生～一般 15 江　刺分館  平成20年度 実録

94 中学校 体育・保健　ストレスへの対処 中学生～一般 15 千　厩分館  平成20年度 実録

95 中学校 体育・保健　心身の調和と健康 中学生～一般 15 水　沢本館  平成20年度 実録

96 中学校　国語　パネルディスカッション 中学生～一般 30 一　関分館  平成20年度 実録

97 中学校　道徳　どろんこサブウ 中学生～一般 15 江　刺分館  平成20年度 実録

98 ナショナル・ジオグラフィック　動物の赤ちゃん大集合 中学生～一般 50 千　厩分館  平成20年度 実録

99 ナショナル・ジオグラフィック　人体すばらしいメカニズム 中学生～一般 50 水　沢本館  平成20年度 実録

100 ナショナル・ジオグラフィック　究極の生命体　棘皮動物 中学生～一般 50 一　関分館  平成20年度 実録

101 死者の書 中学生～一般 84 江　刺分館  平成20年度 実録

102 プロフェッショナル仕事の流儀　パティシェ杉野英美の仕事 中学生～一般 90 千　厩分館  平成20年度 実録

103 プロフェッショナル仕事の流儀　弁護士　宇都宮健児の仕事 中学生～一般 90 水　沢本館  平成20年度 実録

104 プロフェッショナル仕事の流儀　樹木医　塚本こなみの仕事 中学生～一般 90 一　関分館  平成20年度 実録

105 プロフェッショナル仕事の流儀　農家　木村秋則の仕事 中学生～一般 90 江　刺分館  平成20年度 実録

106 プロフェッショナル仕事の流儀　専門看護士北村愛子の仕事 中学生～一般 90 千　厩分館  平成20年度 実録

107 アイムヒア　僕はここにいる 中学生～一般 54 水　沢本館  平成20年度 劇画

108 アラバマ物語 中学生～一般 129 一　関分館  平成20年度 劇画

109 自転車泥棒 中学生～一般 88 江　刺分館  平成20年度 劇画

110 若草物語 中学生～一般 122 千　厩分館  平成20年度 劇画

111 銭形平次　１巻 一般 90 水　沢本館  平成20年度 劇画

112 銭形平次　２巻 一般 90 一　関分館  平成20年度 劇画

113 銭形平次　３巻 一般 90 江　刺分館  平成20年度 劇画

114 ＬＤ・ＡＤＨＤ・高性能自閉症 一般 45 千　厩分館  平成20年度 実録
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115 世界自然遺産　北アメリカ 一般 水　沢本館  平成20年度 実録

116 世界自然遺産　中央アメリカ 一般 一　関分館  平成20年度 実録

117 世界自然遺産　南アメリカ 一般 江　刺分館  平成20年度 実録

118 世界自然遺産　アジアⅠ 一般 千　厩分館  平成20年度 実録

119 世界自然遺産　アジアⅡ 一般 水　沢本館  平成20年度 実録

120 世界自然遺産　オセアニア 一般 一　関分館  平成20年度 実録

121 世界自然遺産　ヨーロッパⅠ 一般 江　刺分館  平成20年度 実録

122 世界自然遺産　ヨーロッパⅡ 一般 千　厩分館  平成20年度 実録

123 世界自然遺産　アフリカⅠ 一般 水　沢本館  平成20年度 実録

124 世界自然遺産　アフリカⅡ 一般 一　関分館  平成20年度 実録

125 世界自然遺産　知床 一般 水　沢本館  平成20年度 実録

126 世界遺産シリーズ　知床　海・川・森の物語 一般 31 水　沢本館  平成20年度 実録

127 明日への道しるべ　まちづくりにかける元気な女性たち 一般 60 水　沢本館  平成20年度 実録

128 築こう！安全・安心な街を　手をつなぎあう住民たち 一般 34 水　沢本館  平成20年度 実録

129
知ってなっとく！地層処分

放射性廃棄物の地層処分について

一般 20 水　沢本館  平成20年度 実録

130 ねずみくんのきもち 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成21年度 アニメ

131 おじいさんの不思議なおくりもの 幼児～小学生 16 水　沢本館  平成21年度 アニメ

132 ケンタとニャンタのクルマ大好き！ 幼児～小学生 15 一　関分館  平成21年度 アニメ

133 ぼくは子象の消防隊 幼児～小学生 17 水　沢本館  平成21年度 アニメ

134 がんばれ！子象の交通安全パトロール隊 幼児～小学生 17 水　沢本館  平成21年度 アニメ

135 よわむし太郎 幼児～小学生 15 江　刺分館  平成21年度 アニメ

136 いわたくんちのおばあちゃん 幼児～小学生 20 千　厩分館  平成21年度 アニメ

137 ジャングル大帝　約束（バリアフリー） 幼児～小学生 24 水　沢本館  平成21年度 アニメ

138 だいじょうぶ　だいじょうぶ 幼児～小学生 23 江　刺分館  平成21年度 アニメ

139 ぞくぞく村のオバケたち 幼児～小学生 40 一　関分館  平成21年度 アニメ

140 星の王子さま 小学生～一般 30 一　関分館  平成21年度 アニメ

141 アニメ落語館　８話収録 小学生～一般 水　沢本館  平成21年度 アニメ

142 地震への備えが命を守る 小学生～一般 21 江　刺分館  平成21年度 実録

143 じぶんのからだ　小学生のための性教育 小学生～一般 21 千　厩分館  平成21年度 実録
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144 むかしのくらし 小学生～一般 34 水　沢本館  平成21年度 実録

145 ネットいじめに向き合うために 中学生～一般 23 千　厩分館  平成21年度 実録

146 ネットの暴力を許さない 中学生～一般 19 江　刺分館  平成21年度 実録

147 あなたの志望理由・自己ＰＲは？高校入試面接 中学生～一般 23 江　刺分館  平成21年度 実録

148 プロフェッショナル仕事の流儀　柳家小三治の仕事 中学生～一般 70 一　関分館  平成21年度 実録

149 プロフェッショナル仕事の流儀　宮崎駿の仕事 中学生～一般 163 千　厩分館  平成21年度 実録

150 ふるさと－ＪＡＰＡＮ 中学生～一般 98 水　沢本館  平成21年度 アニメ

151 地震に備えて、今やるべきこと 一般 23 一　関分館  平成21年度 実録

152 ３年間の保育記録　４歳児／５歳児 一般 46 千　厩分館  平成21年度 実録

153 心の旅路 一般 125 千　厩分館  平成21年度 劇画

154 わが谷は緑なりき 一般 118 江　刺分館  平成21年度 劇画

155 短編アニメ　２編　ある街角の物語　他 全般 49 水　沢本館  平成21年度 アニメ

156 短編アニメ　５編　人間動物園　他 全般 61 水　沢本館  平成21年度 アニメ

157 短編アニメ　４編　ふしぎなくすり　他 全般 61 水　沢本館  平成21年度 アニメ

158 短編アニメ　４編　みにくいあひるの子　他 全般 58 水　沢本館  平成21年度 アニメ

159 短編アニメ　４編　鬼　他 全般 65 水　沢本館  平成21年度 アニメ

160 短編アニメ　４編　道成寺　他 全般 70 水　沢本館  平成21年度 アニメ

161 短編アニメ　３編　森の伝説　他 全般 71 水　沢本館  平成21年度 アニメ

162 短編アニメ　２編　銀河の魚　他 全般 28 水　沢本館  平成21年度 アニメ

163 短編アニメ　２編　くじら　他 全般 20 水　沢本館  平成21年度 アニメ

164 生命の宝庫　亜熱帯の森　沖縄・奄美の島々 一般 33 水　沢本館  平成21年度 実録

165 サル太郎　地震には負けないぞ 幼児～小学生 15 一　関分館  平成22年度 アニメ

166 こどもにんぎょう劇場 日本編 ７ うらしまたろう他 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成22年度 アニメ

167 こどもにんぎょう劇場 日本編  ８ さるかに他 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成22年度 アニメ

168 こどもにんぎょう劇場 日本編  ９ かちかちやま他 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成22年度 アニメ

169 こどもにんぎょう劇場 世界編 １０ おやゆびひめ他 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成22年度 アニメ

170 こどもにんぎょう劇場 世界編 １１ 赤ずきん他 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成22年度 アニメ

171 こどもにんぎょう劇場 世界編 １２ 西遊記他 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成22年度 アニメ

172 まめうしくんの交通安全　宝さがしの旅だっし 幼児～小学生 12 江　刺分館  平成22年度 アニメ
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173 ねずみくんのチョッキ　ねずみくんのチョッキ他６話収録 幼児～小学生 38 千　厩分館  平成22年度 アニメ

174 ぞくぞく村のオバケたち がいこつガチャさん他 幼児～小学生 40 江　刺分館  平成22年度 アニメ

175 こぎつねコンとこだぬきポン 幼 児 ～ 小 学 生 21 一　関分館  平成22年度 アニメ

176 花咲き山 幼 児 ～ 小 学 生 20 江　刺分館  平成22年度 劇画

177 ジャングル大帝　旅立ち 小 学 生 ～ 一 般 24 千　厩分館  平成22年度 アニメ

178 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第１巻 小 学 生 ～ 一 般 45 水　沢本館  平成22年度 実録

179 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第10巻 小 学 生 ～ 一 般 45 一　関分館  平成22年度 実録

180 小学生の自転車の安全な乗り方 小 学 生 ～ 一 般 16 江　刺分館  平成22年度 実録

181 地震防災　大地しんから命を守ろう 小 学 生 ～ 一 般 20 千　厩分館  平成22年度 実録

182 もったいないばあさんと考えよう　世界のこと 小 学 生 ～ 一 般 71 水　沢本館  平成22年度 実録

183 毎日がつらい気持ちわかりますか? 小 学 生 ～ 一 般 18 一　関分館  平成22年度 実録

184 ヒロシマ・ナガサキ　戦争のもたらすもの 小 学 生 ～ 一 般 46 江　刺分館  平成22年度 実録

185 平成若者仕事図鑑　市役所職員 小 学 生 ～ 一 般 24 千　厩分館  平成22年度 実録

186 平成若者仕事図鑑　救急救命士 小 学 生 ～ 一 般 24 水　沢本館  平成22年度 実録

187 平成若者仕事図鑑　美容師 小 学 生 ～ 一 般 24 一　関分館  平成22年度 実録

188 平成若者仕事図鑑　パティシエ 小 学 生 ～ 一 般 24 江　刺分館  平成22年度 実録

189 平成若者仕事図鑑　大工 小 学 生 ～ 一 般 24 千　厩分館  平成22年度 実録

190 平成若者仕事図鑑　小児科医 小 学 生 ～ 一 般 24 水　沢本館  平成22年度 実録

191 平成若者仕事図鑑　消防官 小 学 生 ～ 一 般 24 一　関分館  平成22年度 実録

192 平成若者仕事図鑑　薬剤師 小 学 生 ～ 一 般 24 江　刺分館  平成22年度 実録

193 平成若者仕事図鑑　ホテル料理人 小 学 生 ～ 一 般 24 千　厩分館  平成22年度 実録

194 平成若者仕事図鑑　介護職員 小 学 生 ～ 一 般 24 水　沢本館  平成22年度 実録

195 平成若者仕事図鑑　幼稚園教諭 小 学 生 ～ 一 般 24 一　関分館  平成22年度 実録

196 平成若者仕事図鑑　気象予報士 小 学 生 ～ 一 般 24 江　刺分館  平成22年度 実録

197 平成若者仕事図鑑　航空整備士 小 学 生 ～ 一 般 24 千　厩分館  平成22年度 実録

198 平成若者仕事図鑑　農業サラリーマン 小 学 生 ～ 一 般 24 水　沢本館  平成22年度 実録

199 平成若者仕事図鑑　学校司書 小 学 生 ～ 一 般 24 一　関分館  平成22年度 実録

200 仕事の流儀　公務員　木村俊昭の仕事 中 学 生 ～ 一 般 43 江　刺分館  平成22年度 実録

201 仕事の流儀　まぐろ仲買人　藤田浩毅の仕事 中 学 生 ～ 一 般 43 千　厩分館  平成22年度 実録
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202 仕事の流儀　茂木健一郎の脳活用法スペシャル 中 学 生 ～ 一 般 43 水　沢本館  平成22年度 実録

203 ケータイトラブル 中 学 生 ～ 一 般 25 一　関分館  平成22年度 実録

204 １０minボックス生活指導 たばこの害知っていますか？ 中 学 生 ～ 一 般 20 江　刺分館  平成22年度 実録

205 １０minボックス 生活指導 薬物依存の怖さ 中 学 生 ～ 一 般 20 千　厩分館  平成22年度 実録

206 １０minボックス 生活指導 朝ごはんって大事なの？ 中 学 生 ～ 一 般 20 水　沢本館  平成22年度 実録

207 １０minボックス 生活指導 ダイエットの危険 中 学 生 ～ 一 般 20 一　関分館  平成22年度 実録

208 知っていますか?　薬物の真実 中 学 生 ～ 一 般 21 江　刺分館  平成22年度 実録

209 障害者と補助犬の生活から学ぶ 中 学 生 ～ 一 般 20 千　厩分館  平成22年度 実録

210 にんげんってなんだろう（相田みつをドキュメンタリー） 中 学 生 ～ 一 般 15 水　沢本館  平成22年度 実録

211 名作ってこんなにおもしろい１巻　坊ちゃん他 中 学 生 ～ 一 般 50 一　関分館  平成22年度 実録

212 名作ってこんなにおもしろい２巻　野菊の墓他 中 学 生 ～ 一 般 50 江　刺分館  平成22年度 実録

213 名作ってこんなにおもしろい３巻　耳なし芳一他 中 学 生 ～ 一 般 50 千　厩分館  平成22年度 実録

214 名作ってこんなにおもしろい４巻　銀河鉄道の夜他 中 学 生 ～ 一 般 50 水　沢本館  平成22年度 実録

215 名作ってこんなにおもしろい５巻　人間失格他 中 学 生 ～ 一 般 50 一　関分館  平成22年度 実録

216 声を聞かせて 中 学 生 ～ 一 般 40 江　刺分館  平成22年度 アニメ

217 知っておきたい　子どもの安全と応急処置 一般 33 千　厩分館  平成22年度 実録

218 新型インフルエンザの脅威 一般 20 水　沢本館  平成22年度 実録

219 新型インフルエンザ対策編 一般 20 一　関分館  平成22年度 実録

220 スーパーマン１　生き返った古代恐竜　他 一般 33 江　刺分館  平成22年度 アニメ

221 スーパーマン２　黄金列車を救え！　他 一般 33 千　厩分館  平成22年度 アニメ

222 スーパーマン３　犯人を捜せ！　他 一般 33 水　沢本館  平成22年度 アニメ

223 ポパイ１　王子様になりたい！　他 一般 33 一　関分館  平成22年度 アニメ

224 ポパイ２　オリーブの心変わり 他 一般 33 江　刺分館  平成22年度 アニメ

225 雨月物語 一般 97 千　厩分館  平成22年度 劇画

226 シェーン 一般 118 水　沢本館  平成22年度 劇画

227 みんなでおどろう！　よさホップ 小 学 生 ～ 一 般 53 水　沢本館  平成22年度 実録

228 忍者になって　ホップ！ステップ！ジャンプ！ 小 学 生 ～ 一 般 37 水　沢本館  平成22年度 実録

229 アラジンと魔法のランプの交通安全 幼 児 ～ 小 学 生 15 水　沢本館  平成23年度 アニメ

230 ミッキーのお化け退治　他７話 幼 児 ～ 小 学 生 69 一　関分館  平成23年度 アニメ
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231 ミッキーの消防隊　他７話 幼 児 ～ 小 学 生 62 江　刺分館  平成23年度 アニメ

232 ミッキーの誕生日　他７話 幼 児 ～ 小 学 生 60 千　厩分館  平成23年度 アニメ

233 ぶんぶくちゃがま 幼 児 ～ 小 学 生 15 水　沢本館  平成23年度 アニメ

234 ぞくぞく村のオバケたち④ ２話収録 幼 児 ～ 小 学 生 40 一　関分館  平成23年度 アニメ

235 七羽のからす　グリム童話より 幼 児 ～ 小 学 生 22 江　刺分館  平成23年度 アニメ

236 ねぎぼうずのあさたろう　巻之一　２話収録 幼 児 ～ 小 学 生 51 千　厩分館  平成23年度 アニメ

237 おれたちともだち　４話収録 幼 児 ～ 小 学 生 52 水　沢本館  平成23年度 アニメ

238 月とあざらし　(小川未明童話) 小 学 生 ～ 一 般 19 一　関分館  平成23年度 アニメ

239 アニメでわかる！　インフルエンザ 小 学 生 ～ 一 般 15 水　沢本館  平成23年度 実録

240 我が家の交通安全　暗やみは危険がいっぱい 小 学 生 ～ 一 般 15 江　刺分館  平成23年度 アニメ

241 あっ危ない！必ず止まってみぎひだり 小 学 生 ～ 一 般 16 千　厩分館  平成23年度 実録

242 名探偵コナン　防犯ガイド 小 学 生 ～ 一 般 26 水　沢本館  平成23年度 アニメ

243 小学校理科　共通　星の見つけ方 小 学 生 ～ 一 般 15 一　関分館  平成23年度 実録

244 小学校体育　ゲーム・ボール運動　ゴール型 小 学 生 ～ 一 般 60 江　刺分館  平成23年度 実録

245 薬物乱用と薬物依存　脳をダメにする薬物 中 学 生 ～ 一 般 19 千　厩分館  平成23年度 実録

246 ストップ！　自転車の危険運転 中 学 生 ～ 一 般 20 水　沢本館  平成23年度 実録

247 家庭生活と環境シリーズ　３タイトル収録 中 学 生 ～ 一 般 36 一　関分館  平成23年度 実録

248
よみがえる１００年前の世界

カーンが見た“ニッポン”
中 学 生 ～ 一 般 50 江　刺分館  平成23年度 実録

249 坂本龍馬のすべて 中 学 生 ～ 一 般 20 千　厩分館  平成23年度 実録

250 ３.１１東日本大震災から学ぶ　もし今、地震が起きたら 中 学 生 ～ 一 般 19 水　沢本館  平成23年度 実録

251 熱中症から子どもを守れ！救命救急センターからの報告 一般 20 一　関分館  平成23年度 実録

252 中高年のための健康教室　老後を健やかにすごすために 一般（高齢者） 17 江　刺分館  平成23年度 実録

253 日本の声・日本の民謡 一般 30 千　厩分館  平成23年度 実録

254 昭和レトロ映画館　風の又三郎 一般 49 水　沢本館  平成23年度 劇画

255 盲目の名馬　タカラコスモス 一般 47 一　関分館  平成23年度 実録

256 黄金花 一般（高齢者） 79 江　刺分館  平成23年度 劇画

257 木村榮博士の活躍 一般 水　沢本館  平成23年度 実録

258 日高火防祭の記録　紡がれる伝統 一般 水　沢本館  平成23年度 実録

259 日高火防祭の記録　日高囃音曲の記録 一般 水　沢本館  平成23年度 実録
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260 もっと知ろう　賢治さんが歩いた銀河の森とたからもの 一般 水　沢本館  平成23年度 実録

261 遠野　語りべ　（遠野の語りべ５人の録画映像） 一般 水　沢本館  平成23年度 実録

262 サンタさんは大いそがし 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成24年度 アニメ

263 七夕ものがたり 幼児～小学生 20 一  関分館  平成24年度 アニメ

264 ねぎぼうずのあさたろう　巻之ニ 幼児～小学生 102 江  刺分館  平成24年度 アニメ

265 むしむし村の交通安全 幼児～小学生 12 千  厩分館  平成24年度 アニメ

266 ドナルド・ダック　駅長さん他８話収録 幼児～小学生 68 水　沢本館  平成24年度 アニメ

267 日本の童話　かぐやひめ・したきりすずめ 幼児～小学生 23 一  関分館  平成24年度 アニメ

268 日本の童話　つるのおんがえし・３年ねたろう 幼児～小学生 23 江　刺分館  平成24年度 アニメ

269 日本の童話　一休さん・ももたろう 幼児～小学生 23 千　厩分館  平成24年度 アニメ

270 世界の童話　ピノキオ・ピーターパン 幼児～小学生 23 水　沢本館  平成24年度 アニメ

271 世界の童話　シンデレラ・にんぎょ姫 幼児～小学生 23 一　関分館  平成24年度 アニメ

272 世界の童話　フランダースの犬・ジャックと豆の木 幼児～小学生 23 江　刺分館  平成24年度 アニメ

273 あかずきんちゃん 幼児～小学生 19 千　厩分館  平成24年度 アニメ

274
ねずみくんのチョッキ②
またまたねずみくんのチョッキ　他　６話収録

幼児～小学生 38 水　沢本館  平成24年度 アニメ

275 泣いた赤おに 幼児～小学生 15 一　関分館  平成24年度 アニメ

276 季節をさがしに！あそびかた発見！　春夏秋冬 小学生～一般 60 江　刺分館  平成24年度 実録

277 小学生のための自転車教室 小学生～一般 17 千　厩分館  平成24年度 実録

278 虔十公園林（宮沢賢治） 小学生～一般 18 水　沢本館  平成24年度 アニメ

279 虹のきずな 小学生～一般 31 一　関分館  平成24年度 アニメ

280
忘れないで五つのポイント
自転車の交通ルールとマナー

小学生～一般 18 江　刺分館  平成24年度 実録

281 がんばれ五色桜 小学生～一般 20 千　厩分館  平成24年度 アニメ

282
ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

小学生～一般 14 水　沢本館  平成24年度 アニメ

283 中学校保健体育　熱中症の予防と手当 中学生～一般 16 一　関分館  平成24年度 実録

284 悩む子どもの話を聞こう　子どものうつ病と自殺対策 中学生～一般 23 江　刺分館  平成24年度 実録

285 いじめケース・スタディ　みんなで考えよう 中学生～一般 16 千　厩分館  平成24年度 実録

286 ３.１１東日本大震災から学ぶ　津波・命を守る心構え 中学生～一般 20 水　沢本館  平成24年度 実録

287 中学生向けコミュニケーション　自分の考えを伝えよう 中学生～一般 20 一　関分館  平成24年度 実録

288 田んぼ　生きものは語る 一般 21 江　刺分館  平成24年度 実録
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289 検証　急増する高齢者の熱中症 一般 19 千　厩分館  平成24年度 実録

290 阿藤快のあっ、と撃退！悪質商法 一般 22 水　沢本館  平成24年度 実録

291 放射性物質の光と影 一般 26 一　関分館  平成24年度 実録

292 絵からとびだした猫 幼 児 ～ 小 学 生 15 水　沢本館  平成25年度 アニメ

293 森のいえ 幼 児 ～ 小 学 生 17 一　関分館  平成25年度 アニメ

294 クリスマスのおくりもの 幼 児 ～ 小 学 生 18 江　刺分館  平成25年度 アニメ

295 化けくらべ 幼 児 ～ 小 学 生 21 千　厩分館  平成25年度 アニメ

296 １０ぴきのかえるシリーズ　１０ぴきのかえる　他 幼 児 ～ 小 学 生 40 水　沢本館  平成25年度 アニメ

297 ねぎぼうずのあさたろう　巻之三 幼 児 ～ 小 学 生 102 一　関分館  平成25年度 アニメ

298 むしむし村の防災訓練 幼 児 ～ 小 学 生 12 江　刺分館  平成25年度 アニメ

299 はなかっぱの交通安全 幼 児 ～ 小 学 生 13 千　厩分館  平成25年度 アニメ

300 注文の多い料理店（宮沢賢治作品） 小 学 生 ～ 一 般 23 水　沢本館  平成25年度 アニメ

301 なるほど発見！日本の食材Ｖｏl.１（２５食材 ごま他） 小 学 生 ～ 一 般 120 一　関分館  平成25年度 実録

302 なるほど発見！日本の食材Ｖｏl.２（２５食材 みそ他） 小 学 生 ～ 一 般 120 江　刺分館  平成25年度 実録

303 小学生のためのケータイ・ネット教室 小 学 生 ～ 一 般 30 千　厩分館  平成25年度 実録

304 ジャングル大帝　友達 小 学 生 ～ 一 般 24 水　沢本館  平成25年度 アニメ

305 どう守る？ 自分の命 東日本大震災から教えられたこと 小 学 生 ～ 一 般 22 一　関分館  平成25年度 実録

306 放射線の正しい理解 小 学 生 ～ 一 般 18 江　刺分館  平成25年度 実録

307 生きる行動　生きる備え 中 学 生 ～ 一 般 18 千　厩分館  平成25年度 実録

308 サンタクロースになった少年 中 学 生 ～ 一 般 80 水　沢本館  平成25年度 劇画

309 天国へのシュート 中 学 生 ～ 一 般 90 一　関分館  平成25年度 劇画

310 虹色ほたる 中 学 生 ～ 一 般 105 江　刺分館  平成25年度 アニメ

311 ヒロシマの記憶 一般 35 千　厩分館  平成25年度 実録

312 よみがえる金色堂 一般 46 一　関分館  平成25年度 実録

313 こつなぎ　山を巡る百年物語 一般 120 千　厩分館  平成25年度 実録

314 愛しいとしの花子さん 一般（高齢者） 33 水　沢本館  平成25年度 劇画

315 綾小路きみまろ爆笑！エキサイトライブ第４集 一般（高齢者） 63 江　刺分館  平成25年度 実録

316 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.１ おあずけ喰った結婚式他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

317 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.１ 鬼庄屋は黄門様に瓜二つ他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画
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318 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.１ 婿入り八丁味噌他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

319 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.１ 鬼が盗んだ運上金他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

320 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.１ 八兵衛うっかり若旦那他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

321 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.１ 赤い財布の恩返し他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

322 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.１ 白いお髯の千里眼他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

323 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.２ 密命おびた逃亡者他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

324 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.２ 黄門さまを叱った娘他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

325 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.２ 北の岬の仇討他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

326 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.２ 河豚にあたった若旦那他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

327 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.２ 天晴れ早駆け勝ち名乗り他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

328 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.２ 黄門様の子守唄他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

329 水戸黄門第３集 Ｖｏｌ.２ 胸に悲願の裏切り者他３話収録 一般（高齢者） 各60 水　沢本館  平成25年度 劇画

330 みんなが主役！　人形劇であそんじゃおう 小 学 生 ～ 一 般 46 水　沢本館  平成25年度 実録

331 チアロビクス　みんなに元気をあげよう！ 小 学 生 ～ 一 般 58 水　沢本館  平成25年度 実録

332 元気に行進！　レッツゴーパレード 中 学 生 ～ 一 般 45 水　沢本館  平成25年度 実録

333 北の大地に息づく命　亜寒帯・北海道の森 中 学 生 ～ 一 般 35 水　沢本館  平成25年度 実録

334 高齢期は食べ盛り　正しい知識で老化を防ぐ 一般 36 水　沢本館  平成25年度 実録

335 ウォルトディズニー名作アニメ集　３匹の子ぶた 幼 児 ～ 小 学 生 63 水　沢本館  平成26年度 アニメ

336 ねぎぼうずのあさたろう　巻之四 幼 児 ～ 小 学 生 102 一　関分館  平成26年度 アニメ

337 トムとジェリー　花火はすごいぞ 幼 児 ～ 小 学 生 49 江　刺分館  平成26年度 アニメ

338 はなたれこぞうさま 幼 児 ～ 小 学 生 18 千　厩分館  平成26年度 アニメ

339 赤ずきんちゃんと学ぼう　交通ル－ル 幼 児 ～ 小 学 生 14 水　沢本館  平成26年度 アニメ

340 町内新撰組　おたすけ組めざし隊の交通安全 幼 児 ～ 小 学 生 13 一　関分館  平成26年度 アニメ

341 ズッコケ三人組の火あそび防止大作戦 幼 児 ～ 小 学 生 11 江　刺分館  平成26年度 アニメ

342 命を守れますか？　地しんのとき、つ波のとき 幼 児 ～ 小 学 生 21 千　厩分館  平成26年度 実録

343 クイズ！危険をさがせ　道路を歩くとき 小 学 生 ～ 一 般 15 水　沢本館  平成26年度 実録

344 クイズ！危険をさがせ　自転車に乗るとき 小 学 生 ～ 一 般 15 一　関分館  平成26年度 実録

345
あぶないめにあったときは？
身を守れる力を身につけよう

小 学 生 ～ 一 般 20 江　刺分館  平成26年度 実録

346 夏休みの地図 小 学 生 ～ 一 般 96 千　厩分館  平成26年度 劇画
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347 地震・津波から生き延びる 小 学 生 ～ 一 般 16 水　沢本館  平成26年度 実録

348 悩まずアタック！　脱・いじめのスパイラル 中 学 生 ～ 一 般 33 一　関分館  平成26年度 実録

349 中学生も消費者です 中 学 生 ～ 一 般 16 江　刺分館  平成26年度 実録

350 人生をダメにしないで！　違法ドラッグの危険性 中 学 生 ～ 一 般 19 千　厩分館  平成26年度 実録

351
ねらわれています！　あなたも
多発する振り込め詐欺

中 学 生 ～ 一 般 22 水　沢本館  平成26年度 実録

352 火災から命を守る８つのポイント 中 学 生 ～ 一 般 19 一　関分館  平成26年度 実録

353 みんな生きている 中 学 生 ～ 一 般 30 江　刺分館  平成26年度 劇画

354 オトナのための自転車教室 中 学 生 ～ 一 般 16 千　厩分館  平成26年度 実録

355 昭和こどもキネマ　記録映画編 中 学 生 ～ 一 般 115 水　沢本館  平成26年度 実録

356 映像で振り返る僕らの昭和　スポーツ／文化芸能　中 学 生 ～ 一 般 140 一　関分館  平成26年度 実録

357 昭和３０年代の生活と文化　２東北編 中 学 生 ～ 一 般 31 江　刺分館  平成26年度 実録

358 くちづけ 中 学 生 ～ 一 般 123 千　厩分館  平成26年度 劇画

359
おじいちゃんが残してくれたもの
燃えても燃えない？　燃えにくい

中 学 生 ～ 一 般 10 水　沢本館  平成26年度 実録

360 日本の昔ばなし　花さか爺さん　他７話 幼児～小学生 69 水　沢本館  平成27年度 アニメ

361 日本の昔ばなし　浦島太郎　他７話 幼児～小学生 69 一　関分館  平成27年度 アニメ

362 日本の昔ばなし　こぶとり爺さん　他７話 幼児～小学生 69 江　刺分館  平成27年度 アニメ

363 日本の昔ばなし　ぶんぶく茶釜　他７話 幼児～小学生 69 千　厩分館  平成27年度 アニメ

364 日本の昔ばなし　織姫と彦星　他７話 幼児～小学生 69 水　沢本館  平成27年度 アニメ

365 日本の昔ばなし　わらしべ長者　他７話 幼児～小学生 69 一　関分館  平成27年度 アニメ

366 日本の昔ばなし　かぐや姫　他７話 幼児～小学生 69 江　刺分館  平成27年度 アニメ

367 日本の昔ばなし　三つの斧　他７話 幼児～小学生 69 千　厩分館  平成27年度 アニメ

368 日本の昔ばなし　天狗の隠れみの　他７話 幼児～小学生 69 水　沢本館  平成27年度 アニメ

369 日本の昔ばなし　鶴の恩返し　他７話 幼児～小学生 69 一　関分館  平成27年度 アニメ

370 日本の昔ばなし　因幡の白兎　他７話 幼児～小学生 69 江　刺分館  平成27年度 アニメ

371 日本の昔ばなし　大江山の鬼退治　他７話 幼児～小学生 69 千　厩分館  平成27年度 アニメ

372 日本の昔ばなし　桃太郎　他７話 幼児～小学生 69 水　沢本館  平成27年度 アニメ

373 日本の昔ばなし　町のねずみと田舎のねずみ 他７話 幼児～小学生 69 一　関分館  平成27年度 アニメ

374 日本の昔ばなし　笠地蔵　他７話 幼児～小学生 69 江　刺分館  平成27年度 アニメ

375 日本の昔ばなし　一足千里のわらじ　他７話 幼児～小学生 69 千　厩分館  平成27年度 アニメ

376 日本の昔ばなし　ヤマタノオロチ　他４話 幼児～小学生 46 水　沢本館  平成27年度 アニメ
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377 ノンタン　コロコロことばいえるかな？ 他４話 幼児～小学生 32 一　関分館  平成27年度 アニメ

378 ノンタン　だいすきＡＢＣ　他４話 幼児～小学生 31 江　刺分館  平成27年度 アニメ

379 ノンタン　まいごはだ～れ？　他　５話 幼児～小学生 31 千　厩分館  平成27年度 アニメ

380 ノンタン　はみがきしゅこしゅこ　他４話 幼児～小学生 30 水　沢本館  平成27年度 アニメ

381 ノンタン　うたおうクリスマス　他８曲 幼児～小学生 32 一　関分館  平成27年度 アニメ

382 チップとデール（ディズニー）　８話収録 幼児～小学生 56 江　刺分館  平成27年度 アニメ

383 紅ばら・白ばら 幼児～小学生 35 千　厩分館  平成27年度 アニメ

384 百目のあずきとぎ 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成27年度 アニメ

385 クリスマスソング５曲と青い鳥 幼児～小学生 30 一　関分館  平成27年度 アニメ

386 みにくいアヒルの子（ディズニー） 他７話 幼児～小学生 64 江　刺分館  平成27年度 アニメ

387 ひとりぼっちはいやだよね 小学生～一般 20 千　厩分館  平成27年度 実録

388 ズッコケ三人組のこうつうあんぜん 小学生～一般 12 水　沢本館  平成27年度 アニメ

389 たんぽぽの金メダル 小学生～一般 20 一　関分館  平成27年度 アニメ

390 危険から身を守ろう！ 近所にある危ない場所 小学生～一般 12 江　刺分館  平成27年度 実録

391 危険から身を守ろう！パソコンやスマホを使うとき 小学生～一般 16 千　厩分館  平成27年度 実録

392 戦場ぬ童 中学生～一般 26 水　沢本館  平成27年度 実録

393 聲の形 中学生～一般 30 一　関分館  平成27年度 ドラマ

394 Ｇｉｖｅ　ａｎｄ　Ｇｏ 中学生～一般 70 江　刺分館  平成27年度 ドラマ

395 思いやりが命を救う 中学生～一般 20 千　厩分館  平成27年度 実録

396 知ってよかった応急手当 中学生～一般 20 水　沢本館  平成27年度 実録

397 そのクリックは危険です！ 中学生～一般 19 一　関分館  平成27年度 実録

398 ドライブレコーダーは見た！あなたの乗り方大丈夫！？ 中学生～一般 16 江　刺分館  平成27年度 実録

399 サクラサク 中学生～一般 107 千　厩分館  平成27年度 映画

400 マララ 中学生～一般 50 水　沢本館  平成27年度 実録

401 いわさきちひろ　２７歳の旅立ち 中学生～一般 96 一　関分館  平成27年度 実録

402 深刻化する気象災害 中学生～一般 25 江　刺分館  平成27年度 実録

403 幼い命を守れ！ どう教える「避難の方法」 幼・保育関係 26 千　厩分館  平成27年度 実録

404 東北落語ボランティア落語ツアー 一般～高齢者 84 水　沢本館  平成27年度 実録

405 林家たい平の高齢ドライバーの交通安全 一般～高齢者 21 水　沢本館  平成27年度 実録

406 からすのパンやさん／どろぼうがっこう 幼児～小学生 40 水沢本館  平成28年度 アニメ
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407 ぼくは王さま　他 ４話収録 幼児～小学生 40 一関分館  平成28年度 アニメ

408 きもだめしのばん 幼児～小学生 15 江刺分館  平成28年度 アニメ

409 のっぺらぼう 幼児～小学生 15 千厩分館  平成28年度 アニメ

410
ディズニー名作アニメ
赤ずきんちゃん　　　　他７話収録

幼児～小学生 63 水沢本館  平成28年度 アニメ

411
ディズニー名作アニメ
アリとキリギリス　　　他７話収録

幼児～小学生 64 一関分館  平成28年度 アニメ

412
ディズニー名作アニメ
うさぎとかめ　　　　　他７話収録

幼児～小学生 70 江刺分館  平成28年度 アニメ

413
ディズニー名作アニメ
フィガロとクレオ　　　他７話収録

幼児～小学生 75 千厩分館  平成28年度 アニメ

414
ディズニー名作アニメ
青い自動車　　　　　　他７話収録

幼児～小学生 78 水沢本館  平成28年度 アニメ

415
忍者玉丸
ルールを守って交通安全！！の巻

幼児～小学生 12 一関分館  平成28年度 アニメ

416
こどものための防災・防犯シリーズ
もしものときにできること
自然災害編　地震・津波

幼児～小学生 32 江刺分館  平成28年度 アニメ

417 やまなし（宮沢賢治作品） 小学生～一般 12 千厩分館  平成28年度 アニメ

418 ごんぎつね（新見南吉作品） 小学生～一般 20 水沢本館  平成28年度 アニメ

419 大造じいさんとガン（椋鳩十作品） 小学生～一般 20 一関分館  平成28年度 アニメ

420 くじらぐも（中川季枝子作品） 小学生～一般 11 江刺分館  平成28年度 アニメ

421 うしろのせきのオチアイくん　他 ２話収録 小学生～一般 46 千厩分館  平成28年度 アニメ

422 ガラスのうさぎ 小学生～一般 83 水沢本館  平成28年度 アニメ

423
障害のある子　障害のない子
ちがいを認めて助け合う

小学生～一般 18 一関分館  平成28年度 実録

424
気象災害から身を守ろう！
台風・大雨・落雷・土砂災害・竜巻

小学生～一般 19 江刺分館  平成28年度 実録

425
みんなの情報モラル
「アニメーションで学ぶ！
ネット社会のルールとマナー」

小学生～一般 43 千厩分館  平成28年度 実録

426 スマホの安全な使い方教室 中学生～一般 23 水沢本館  平成28年度 実録

427
中学生のいのちと心を守る性教育シリーズ
考えよう！私の性みんなの性

中学生～一般 20 一関分館  平成28年度 実録

428
中学生のいのちと心を守る性教育シリーズ
対等な恋愛関係って？

中学生～一般 20 江刺分館  平成28年度 実録

429
中学生のいのちと心を守る性教育シリーズ
防ごう！性のトラブル

中学生～一般 20 千厩分館  平成28年度 実録

430 秋桜の咲く日 中学生～一般 34 水沢本館  平成28年度 劇画

431 わっかカフェへようこそ 中学生～一般 35 一関分館  平成28年度 実録

432 あぶあぶあの奇跡 中学生～一般 114 江刺分館  平成28年度 実録

433
ある認定こども園の挑戦
環境がはぐくむ健やかな子どもの育ち

幼・保育関係 90 千厩分館  平成28年度 実録

434 童謡・唱歌・世界の名曲 一般～高齢者 17 水沢本館  平成28年度 アニメ

435
林家木久扇・木久蔵の
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

一般～高齢者 30 水沢本館  平成28年度 実録
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436
三遊亭楽太郎 十八番集                　薮入
り おばけ長屋

一般～高齢者 61 水沢本館  平成28年度 実録
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