
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ビ デ オ （P1～P20） 

 

所蔵全体リスト 



　　　　　　　ビデオ教材（全館）

教　　材　　名 対　象 時間 所有館 購入年度 種　類

1 秋の野山であそぼう 幼児～小学生 15 水　沢本館 平成4年度 実録

2 クマタカ森の精 小学生～一般 40 水　沢本館 平成5年度 実録

3 じょうずな歯のみがき方 小学生 16 水　沢本館 平成5年度 実録

4 じょうずな歯のみがきかた 小学生 16 千　厩分館 平成5年度 実録

5 たばこと健康 中学生～一般 20 千　厩分館 平成5年度 実録

6 ロビンソン・クルーソー 小学生～一般 46 水　沢本館 平成6年度 アニメ

7 荒城の月　滝廉太郎物語 小学生～一般 21 水　沢本館 平成6年度 アニメ

8 危険を読む自転車の乗り方 小学生～一般 18 水　沢本館 平成6年度 実録

9 危険な未成年者の飲酒 中学生～一般 25 水　沢本館 平成6年度 実録

10 再び学校へ　リカレント学習 一般 29 千　厩分館 平成6年度 実録

11 太平洋戦争と沖縄 小学生～一般 35 水　沢本館 平成7年度 実録

12 私たちの戦後５０年 一般 40 水　沢本館 平成7年度 実録

13 愛華ちゃんの地球 小学生～一般 33 千　厩分館 平成7年度 アニメ

14 ありがとう 中学生～一般 55 千　厩分館 平成7年度 劇画

15 社会を支えるアメリカのボランティア活動 中学生～一般 30 千　厩分館 平成7年度 実録

16 みんなの童話アニメ全集　１巻 幼児～小学生 24 水　沢本館 平成8年度 アニメ

17 みんなの童話アニメ全集　２巻 幼児～小学生 24 水　沢本館 平成8年度 アニメ

18 みんなの童話アニメ全集　３巻 幼児～小学生 24 水　沢本館 平成8年度 アニメ

19 みんなの童話アニメ全集　４巻 幼児～小学生 24 水　沢本館 平成8年度 アニメ

20 もしもし・・電話の奥の甘いワナ 中学生～一般 23 水　沢本館 平成8年度 実録

21 みちのくの鬼たち 小学生～一般 36 水　沢本館 平成8年度 実録

22 私たちの国際交流 中学生～一般 30 水　沢本館 平成8年度 実録

23 みんなの童話アニメ全集　５巻 幼児～小学生 24 一　関分館 平成8年度 アニメ

24 みんなの童話アニメ全集　６巻 幼児～小学生 24 一　関分館 平成8年度 アニメ

25 みんなの童話アニメ全集　７巻 幼児～小学生 24 一　関分館 平成8年度 アニメ

26 みんなの童話アニメ全集　８巻 幼児～小学生 24 一　関分館 平成8年度 アニメ
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27 共に生きる 中学生～一般 18 一　関分館 平成8年度 劇画

28 木と土と王国 中学生～一般 58 一　関分館 平成8年度 実録

29 おじいちゃんの出発進行 高齢者 29 一　関分館 平成8年度 劇画

30 みんなの童話アニメ全集　９巻 幼児～小学生 24 江　刺分館 平成8年度 アニメ

31 みんなの童話アニメ全集１０巻 幼児～小学生 24 江　刺分館 平成8年度 アニメ

32 みんなの童話アニメ全集１１巻 幼児～小学生 24 江　刺分館 平成8年度 アニメ

33 みんなの童話アニメ全集１２巻 幼児～小学生 24 江　刺分館 平成8年度 アニメ

34 思春期の医学シリーズ　１巻 中学生～一般 20 江　刺分館 平成8年度 実録

35 思春期の医学シリーズ　２巻 中学生～一般 20 江　刺分館 平成8年度 実録

36 思春期の医学シリーズ　３巻 中学生～一般 20 江　刺分館 平成8年度 実録

37 思春期の医学シリーズ　４巻 中学生～一般 20 江　刺分館 平成8年度 実録

38 思春期の医学シリーズ　５巻 中学生 20 江　刺分館 平成8年度 実録

39 落語長屋のお年寄りの交通安全 高齢者 25 江　刺分館 平成8年度 実録

40 赤ちゃんが生まれるまで 小学生 10 千　厩分館 平成8年度 実録

41 おじいちゃんが階段を下りるとき 中学生～一般 39 千　厩分館 平成8年度 劇画

42 ゴミから暮らしを考える 一般 30 千　厩分館 平成8年度 実録

43 忍たま乱太郎の地震用心火の用心 幼児～小学生 11 千　厩分館 平成8年度 アニメ

44 ＮＯ！　薬物乱用 中学生～一般 22 水　沢本館 平成9年度 実録

45 カード社会と私たち 中学生～一般 17 水　沢本館 平成9年度 実録

46 七夕ものがたり 幼児～小学生 20 水　沢本館 平成9年度 アニメ

47 愛華ちゃんの地球の秘密 小学生 37 水　沢本館 平成9年度 アニメ

48 ボランティア・ガイド 一般 20 水　沢本館 平成9年度 実録

49 小学生のための性教育シリーズ　生理編 小学生 20 水　沢本館 平成9年度 実録

50 小学生のための性教育シリーズ　生殖編 小学生 18 水　沢本館 平成9年度 実録

51 幼児の歯の健康シリーズ　歯の観察 幼児 10 水　沢本館 平成9年度 実録

52 幼児の歯の健康シリーズ　歯のみがき方 幼児 10 水　沢本館 平成9年度 実録

53 幼児の歯の健康シリーズ　食生活 幼児 10 水　沢本館 平成9年度 実録

54 忍たま乱太郎の交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館 平成9年度 アニメ
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55 大好きな友だちそして学校 小学生 43 水　沢本館 平成9年度 実録

56 クラスメイト 小学生 20 水　沢本館 平成9年度 劇画

57 いじめゼロをめざして 中学生～一般 30 水　沢本館 平成9年度 実録

58 生きる　1　　性 一般 26 水　沢本館 平成9年度 実録

59 生きる　2　　誕生 一般 24 水　沢本館 平成9年度 実録

60 生きる　3　　親子 一般 24 水　沢本館 平成9年度 実録

61 生きる　4　　挨拶 一般 24 水　沢本館 平成9年度 実録

62 生きる　5　　争い 一般 24 水　沢本館 平成9年度 実録

63 生きる　6　　共生 一般 24 水　沢本館 平成9年度 実録

64 生きる　7　　勇気 一般 24 水　沢本館 平成9年度 実録

65 生きる　8　　死 一般 24 水　沢本館 平成9年度 実録

66 国際ルール　ソフトテニス　Vol 1 一般 30 水　沢本館 平成9年度 実録

67 国際ルール　ソフトテニス　Vol 2 一般 30 水　沢本館 平成9年度 実録

68 君の未来をひらくために 中学生～一般 20 一　関分館 平成9年度 実録

69 負けるな！　千太 小学生～一般 24 江　刺分館 平成9年度 アニメ

70 魅力あるプログラムづくり 中学生～一般 20 江　刺分館 平成9年度 実録

71 あなたを狙う悪質商法 一般 25 千　厩分館 平成9年度 実録

72 ちびまる子ちゃんの交通安全 小学生 13 千　厩分館 平成9年度 アニメ

73 ホタルが育つ水 小学生 13 千　厩分館 平成9年度 実録

74 大仏をつくる 小学生～中学生 20 水　沢本館  平成10年度 実録

75 大気汚染 小学生～中学生 19 水　沢本館  平成10年度 実録

76 水質汚染 小学生～中学生 20 水　沢本館  平成10年度 実録

77 地質汚染 小学生～中学生 20 水　沢本館  平成10年度 実録

78 少年犯罪を考える 中学生～一般 20 水　沢本館  平成10年度 実録

79 自転車の交通法規と安全な乗り方 中学生～一般 20 水　沢本館  平成10年度 実録

80 いじめへの挑戦 中学生～一般 32 水　沢本館  平成10年度 実録

81 ナオミさんはふたり前 小学生～一般 20 水　沢本館  平成10年度 アニメ

82 ならぬことはならぬ 一般 29 水　沢本館  平成10年度 劇画
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83 ＮＨＫ　水泳（Ⅲ） 小学生～高校生 60 水　沢本館  平成10年度 実録

84 ＮＨＫ　サッカー（Ⅰ） 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

85 ＮＨＫ　サッカー（Ⅱ） 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

86 ＮＨＫ　ソフトボール（Ⅰ） 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

87 ＮＨＫ　卓球（Ⅰ） 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

88 ＮＨＫ　卓球（Ⅱ） 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

89 ＮＨＫ　バレーボール 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

90 ＮＨＫ　バスケットボール 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

91 ＮＨＫ　剣道 小学生～高校生 60 水　沢本館  平成10年度 実録

92 ＮＨＫ　バドミントン 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

93 ＮＨＫ　テニス（Ⅰ） 小学生～高校生 60 水　沢本館  平成10年度 実録

94 ＮＨＫ　テニス（Ⅲ） 小学生～高校生 60 水　沢本館  平成10年度 実録

95 ＮＨＫ　柔道（Ⅰ） 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

96 ＮＨＫ　柔道（Ⅱ） 小学生～高校生 30 水　沢本館  平成10年度 実録

97 青い目の人形 小学生～一般 30 水　沢本館  平成10年度 アニメ

98 年神さまとお正月 幼児～小学生 10 水　沢本館  平成10年度 アニメ

99 ちびまる子ちゃん　地震を考える 小学生 13 水　沢本館  平成10年度 アニメ

100 エアロビクスダンス　ＶＯＬ１ 小学生～高校生 20 水　沢本館  平成10年度 実録

101 エアロビクスダンス　ＶＯＬ２ 小学生～高校生 20 水　沢本館  平成10年度 実録

102 金色のクジラ 小学生～一般 105 水　沢本館  平成10年度 劇画

103 恐るべき電磁波汚染 一般 35 水　沢本館  平成10年度 実録

104 かむかめかもうかむことの大切さ 小学生 18 一　関分館  平成10年度 実録

105 ようこそ！エコロ島 小学生 17 一　関分館  平成10年度 アニメ

106 いのちのボランテイァ骨髄移植 中学生～一般 34 一　関分館  平成10年度 実録

107 セクシャルハラスメントと女性の人権 一般 24 一　関分館  平成10年度 実録

108 わが子の心が見えない 一般 32 江　刺分館  平成10年度 劇画

109 七五三と子どもたち 幼児～小学生 10 江　刺分館  平成10年度 アニメ

110 僕はあの日を忘れない 小学生～一般 24 江　刺分館  平成10年度 アニメ
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111 職場とあしたの家族 一般 20 江　刺分館  平成10年度 実録

112 心のおくりもの 小学生～一般 21 千　厩分館 平成10年度 劇画

113 地震!　あなたができること 中学生～一般 21 千　厩分館 平成10年度 実録

114 ぼくの青空 小学生～一般 26 千　厩分館 平成10年度 アニメ

115 森のサイエンスシリーズ　森林の生態 小学生～一般 30 千　厩分館 平成10年度 実録

116 ゆうかんな十人のきょうだい 幼児～一般 20 千　厩分館 平成10年度 アニメ

117 我が子の心が見えない 一般 32 千　厩分館 平成10年度 劇画

118 おじいちゃんの出発進行 小学生～一般 29 千　厩分館 平成10年度 劇画

119 きつねとぶどう 幼児～小学生 11 千　厩分館 平成10年度 アニメ

120 グリーンヴァレー物語　ポウさんのカヌー 幼児～小学生 8 千　厩分館 平成10年度 アニメ

121 ルールマンの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成11年度 アニメ

122 １４ひきのかぼちゃ 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成11年度 アニメ

123 １４ひきのおつきみ 幼児～小学生 24 水　沢本館  平成11年度 アニメ

124 １４ひきのやまいも 幼児～小学生 28 水　沢本館  平成11年度 アニメ

125 １４ひきのあきまつり 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成11年度 アニメ

126 １４ひきのさむいふゆ 幼児～小学生 27 水　沢本館  平成11年度 アニメ

127 万引きはダメ！ 小学生～一般 21 水　沢本館  平成11年度 実録

128 絶滅収容所 小学生～一般 20 水　沢本館  平成11年度 実録

129 ｢人権ってなあに」 中学生～一般 41 水　沢本館  平成11年度 実録

130 名作ビデオ絵本⑪　一夜　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

131 名作ビデオ絵本⑫　姪子　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

132 名作ビデオ絵本⑬　蜻蛉玉　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

133 名作ビデオ絵本⑭　手品師　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

134 名作ビデオ絵本⑮　どんぐりと山猫　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

135 名作ビデオ絵本⑯　よだかの星　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

136 名作ビデオ絵本⑰　狼森と笊森、盗森他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

137 名作ビデオ絵本⑱　水仙月の四日　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

138 名作ビデオ絵本⑲　髪　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ
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139 名作ビデオ絵本⑳　川とノリオ　他 中学生～一般 50 水　沢本館  平成11年度 アニメ

140 くもりのち晴れ 小学生～一般 40 水　沢本館  平成11年度 アニメ

141 ちびまる子ちゃん　こんな乗り方あぶないよ 小学生 13 水　沢本館  平成11年度 アニメ

142 あっ地震だ!おちついて、あわてない! 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成11年度 アニメ

143 グラッときたら　いのちを守る防災術 小学生～一般 20 水　沢本館  平成11年度 実録

144 生きているのがこわい 一般 28 水　沢本館  平成11年度 実録

145 中学生のボランティア入門 中学生～一般 28 水　沢本館  平成11年度 実録

146 地球の砂漠化 中学生～一般 12 水　沢本館  平成11年度 実録

147 漆器をつくる人びと 小学生～一般 15 水　沢本館  平成11年度 実録

148 伝承物語1　鬼ごっこ1 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

149 伝承物語2　鬼ごっこ2 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

150 伝承物語3　鬼あそび・なわとび 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

151 伝承物語4　技あそび 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

152 伝承物語5　陣とり 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

153 伝承物語6　ジャンケンあそび 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

154 伝承物語7　石けり・ボールあそび 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

155 伝承物語8　指あそび・手あそび 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

156 伝承物語9　ゲームあそび 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

157 伝承物語10　紙工作 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

158 伝承物語11　ストロー工作 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

159 伝承物語12　手作り工作1 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

160 伝承物語13　手作り工作2 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

161 伝承物語14　手足や身近な物を動かして 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

162 伝承物語15　親子のつどい 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

163 伝承物語16　手話で手あそび・歌あそび 幼児～一般 30 水　沢本館  平成11年度 実録

164 キュリー夫妻　その愛と情熱 中学生～一般 104 水　沢本館  平成11年度 洋劇画

165 手で語ってみませんかこんなとき 小学生～一般 22 一　関分館  平成11年度 実録

166 ワオくんのはね 幼児～小学生 17 一　関分館  平成11年度 アニメ
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167 チビラの自転車安全教室 幼児～小学生 16 一　関分館  平成11年度 アニメ

168 水墨画アニメーション　全３話 小学生～一般 55 一　関分館  平成11年度 アニメ

169 君知ってる？　首都炎上 小学生～一般 18 一　関分館  平成11年度 アニメ

170 ねらわれる子どもたち 小学生～一般 21 一　関分館  平成11年度 実録

171 ひまわりとうたおう！ 幼児～小学生 15 江　刺分館  平成11年度 アニメ

172 しらんぷり 小学生～一般 21 江　刺分館  平成11年度 アニメ

173 赤ずきんちゃんちゃんとチェック 小学生～一般 13 江　刺分館  平成11年度 アニメ

174 いきものの観察と飼育　みつに集まる虫 小学生 30 江　刺分館  平成11年度 実録

175 いきものの観察と飼育　秋にかつやくする虫 小学生 30 江　刺分館  平成11年度 実録

176 いきものの観察と飼育　こん虫の王者 小学生 30 江　刺分館  平成11年度 実録

177 いきものの観察と飼育　ぞうきばやしに集まる虫 小学生 30 江　刺分館  平成11年度 実録

178 いきものの観察と飼育　身近ないきもの 小学生 30 江　刺分館  平成11年度 実録

179 いきものの観察と飼育　水の中のいきもの 小学生 30 江　刺分館  平成11年度 実録

180 まじめで悪いか！ 中学生～一般 32 江　刺分館  平成11年度 劇画

181 証言　南京大虐殺 小学生～一般 23 江　刺分館  平成11年度 実録

182 ダイオキシン汚染 小学生～一般 27 江　刺分館  平成11年度 実録

183 男が立ちどまる時 一般 37 江　刺分館  平成11年度 実録

184 応急手当の基本　① 一般 25 江　刺分館  平成11年度 実録

185 応急手当の基本　② 一般 27 江　刺分館  平成11年度 実録

186 親がかわれば子もかわる 一般 26 千　厩分館 平成11年度 劇画

187 神田紅のウエルエージング 一般 17 千　厩分館 平成11年度 実録

188 健康な心とからだシリーズ　たばこ 小学生～中学生 14 千　厩分館 平成11年度 実録

189 健康な心とからだシリーズ　薬物乱用 中学生～一般 14 千　厩分館 平成11年度 実録

190 誕生日プレゼント 小学生 21 千　厩分館 平成11年度 劇画

191 七つの星 小学生～一般 11 千　厩分館 平成11年度 アニメ

192 森のサイエンスシリーズ　森には命の音がする 小学生～一般 30 千　厩分館 平成11年度 実録

193 イソッブ物語①　 ウサギとカメ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

194 イソッブ物語②　 ライオンとネズミ他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ
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195 イソッブ物語③　 田舎ネズミと都会ネズミ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

196 イソッブ物語④ 　アリとキリギリス他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

197 イソッブ物語⑤　 カラスと鳥たち　他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

198 イソッブ物語⑥　 カナリアとコウモリ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

199 イソッブ物語⑦　 しっぽを切られたキツネ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

200 イソッブ物語⑧　 ワシとキツネ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

201 イソッブ物語⑨　 子羊と笛を吹くオオカミ 他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

202 イソッブ物語⑩　 キツネとヤギ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

203 クリスマスの贈りもの　他 幼児～小学生 22 水　沢本館  平成12年度 アニメ

204 アンデルセンすずの兵隊さん 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成12年度 アニメ

205 ヒトの来た遠く長い道 小学生～一般 22 水　沢本館  平成12年度 実録

206 ひろし君と学ぶ安全な自転車の乗り方 小学生 22 水　沢本館  平成12年度 実録

207 伸ちゃんのさんりんしゃ 幼児～小学生 20 水　沢本館  平成12年度 アニメ

208 水をよごさず大切にしよう 小学生 15 水　沢本館  平成12年度 実録

209 消費エネルギーを減らそう 小学生 15 水　沢本館  平成12年度 実録

210 ごみを見直してみよう 小学生 15 水　沢本館  平成12年度 実録

211 クロールをはじめよう 小学生 12 水　沢本館  平成12年度 実録

212 平泳ぎをはじめよう 小学生 12 水　沢本館  平成12年度 実録

213 クロールの上手な泳ぎ方 小学生 12 水　沢本館  平成12年度 実録

214 平泳ぎの上手な泳ぎ方 小学生 12 水　沢本館  平成12年度 実録

215 日本の歴史　１巻　日本のあけぼの 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

216 日本の歴史　２巻　大陸文化の摂取 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

217 日本の歴史　３巻　奈良の都 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

218 日本の歴史　４巻　貴族の生活と国風文化 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

219 日本の歴史　５巻　源平の戦い 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

220 日本の歴史　６巻　鎌倉武士 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

221 日本の歴史　７巻　室町の文化 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

222 日本の歴史　８巻　信長と鉄砲 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録
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223 日本の歴史　９巻　太閤秀吉 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

224 日本の歴史１０巻　江戸幕府の始まり 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

225 日本の歴史１１巻　江戸幕府の政治 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

226 日本の歴史１２巻　江戸時代の文化 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

227 日本の歴史１３巻　江戸時代の学問 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

228 日本の歴史１４巻　開国 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

229 日本の歴史１５巻　明治維新 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

230 日本の歴史１６巻　文明開化 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

231 日本の歴史１７巻　大日本帝国憲法 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

232 日本の歴史１８巻　日進・日露戦争と条約改正 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

233 日本の歴史１９巻　近代工業の発達と国力の充実 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

234 日本の歴史２０巻　国際舞台へ 小学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

235 花いっぱいになあれ 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成12年度 アニメ

236 やまなし 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成12年度 アニメ

237 ごんぎつね 幼児～小学生 20 水　沢本館  平成12年度 アニメ

238 王さまでかけましょう 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成12年度 アニメ

239 幽霊船 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成12年度 アニメ

240 キレるを考える　ドラマ編 中学生 30 水　沢本館  平成12年度 劇画

241 キレるを考える　教師編 中学生 30 水　沢本館  平成12年度 実録

242 生き方と進路 中学生 20 水　沢本館  平成12年度 実録

243 やりとげる 中学生 20 水　沢本館  平成12年度 実録

244 明日へのパスポート 中学生 20 水　沢本館  平成12年度 実録

245 ある生き方元巨人軍選手中沢さん 中学生 20 水　沢本館  平成12年度 実録

246 中学生のディベート　入門編 中学生～一般 32 水　沢本館  平成12年度 実録

247 日本のフリースクール 中学生～一般 43 水　沢本館  平成12年度 実録

248 中学生のディベート　モデルディベート編 中学生～一般 32 水　沢本館  平成12年度 実録

249 教室にもっとお笑いを　上巻 中学生～一般 42 水　沢本館  平成12年度 実録

250 教室にもっとお笑いを　下巻 中学生～一般 43 水　沢本館  平成12年度 実録
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251 どうしてタバコはいけないの？ 小学生 17 水　沢本館  平成12年度 実録

252 生活習慣病からわが子を守る 一般 17 水　沢本館  平成12年度 実録

253 命を守る安全ドライビング 一般 24 水　沢本館  平成12年度 実録

254 手話イチニッサン　手話ってなあに 小学生～一般 40 水　沢本館  平成12年度 実録

255 手話イチニッサン　あいさつをしよう 小学生～一般 42 水　沢本館  平成12年度 実録

256 手話イチニッサン　身の回りのこと 小学生～一般 46 水　沢本館  平成12年度 実録

257 手話イチニッサン　出かけよう 小学生～一般 41 水　沢本館  平成12年度 実録

258 １４ひきのこもりうた 幼児～一般 29 一　関分館  平成12年度 アニメ

259 １４ひきのぴくにっく 幼児～一般 28 一　関分館  平成12年度 アニメ

260 少年犯罪と親の責任 中学生～一般 25 一　関分館  平成12年度 劇画

261 この星の住人に告ぐ 一般 15 一　関分館  平成12年度 実録

262 友情 中学生～一般 103 一　関分館  平成12年度 劇画

263 １４ひきのあさごはん 幼児～一般 30 江　刺分館  平成12年度 アニメ

264 １４ひきのせんたく 幼児～一般 28 江　刺分館  平成12年度 アニメ

265 １４ひきのひっこし 幼児～一般 28 江　刺分館  平成12年度 アニメ

266 小さな一歩から 中学生 20 江　刺分館  平成12年度 実録

267 明日はわが身　老人介護と助け合い 中学生～一般 30 江　刺分館  平成12年度 実録

268 人間の翼 中学生～一般 135 江　刺分館  平成12年度 劇画

269 いじめ14歳のMessage 小学生～一般 25 千　厩分館 平成12年度 アニメ

270 男達の居場所づくり 一般 21 千　厩分館 平成12年度 実録

271 はじめて出会う性教育ぼくのはなし 幼児～小学生 13 千　厩分館 平成12年度 実録

272 はじめて出会う性教育わたしのはなし 幼児～小学生 12 千　厩分館 平成12年度 実録

273 ぼくのお姉さん 小学生～一般 36 千　厩分館 平成12年度 劇画

274 ちびまる子ちゃんの火の用心 幼児～小学生 14 水　沢本館  平成13年度 アニメ

275 はれときどきぶたの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成13年度 アニメ

276 はれときどきぶたの地震用心日記 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成13年度 アニメ

277 学校トイレ出前教室　低学年用 小学生 13 水　沢本館  平成13年度 アニメ

278 学校トイレ出前教室　低学年用 小学生 14 水　沢本館  平成13年度 アニメ
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279 国際理解編地域のアジアを探そう 小学生 20 水　沢本館  平成13年度 実録

280 情報編　お金再発見 小学生 20 水　沢本館  平成13年度 実録

281 環境編　郷土が育てた料理 小学生 20 水　沢本館  平成13年度 実録

282 福祉・健康編　支えて生きる 小学生 20 水　沢本館  平成13年度 実録

283 郷土・環境・福祉・健康 中学生 35 水　沢本館  平成13年度 実録

284 情報・国際理解 中学生 35 水　沢本館  平成13年度 実録

285 何だろう？自分らしい生き方って 中学生～一般 17 水　沢本館  平成13年度 実録

286 しのびよる性感染症 中学生～一般 15 水　沢本館  平成13年度 実録

287 和楽器に挑戦 中学生 21 水　沢本館  平成13年度 実録

288 いじめ １４歳のMessage 中学生 21 水　沢本館  平成13年度 アニメ

289 生徒の心をつかみたい　１巻 一般 36 水　沢本館  平成13年度 実録

290 生徒の心をつかみたい　２巻 一般 36 水　沢本館  平成13年度 実録

291 あき缶が車いすに 中学生 22 水　沢本館  平成13年度 劇画

292 ニャンダーかめんの誘拐防止 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成13年度 アニメ

293 ズッコケ三人組自転車の安全教室 小学生 20 水　沢本館  平成13年度 実録

294 いのち輝くとき 小学生～一般 30 水　沢本館  平成13年度 劇画

295 半七捕物帳異聞　お年寄りの交通安全 高齢者 25 水　沢本館  平成13年度 実録

296 泥棒と殿様 一般 60 水　沢本館  平成13年度 劇画

297 ロロとモモのじしんとかじのおはなし 幼児 18 一　関分館  平成13年度 実録

298 いじめっこザルと正直カニさん 幼児～小学生 12 一　関分館  平成13年度 アニメ

299 トモダチ 小学生～一般 31 一　関分館  平成13年度 劇画

300 学び　交流　そして　喜び 一般 20 一　関分館  平成13年度 実録

301 人生楽しく・生涯現役 一般 31 江　刺分館  平成13年度 実録

302 こうつうあんぜんってな～に? 幼児～小学生 12 江　刺分館  平成13年度 アニメ

303 原爆ドーム物語 小学生～一般 15 江　刺分館  平成13年度 アニメ

304 車いすの人にであったら 小学生～一般 11 江　刺分館  平成13年度 実録

305 いのちのあさがお 小学生～一般 36 千　厩分館 平成13年度 劇画

306 環境教育シリーズ　水を大切にしよう 小学生～一般 15 千　厩分館 平成13年度 実録
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307 孫悟空の交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館 平成13年度 アニメ

308 地球が動いた日 小学生～一般 76 千　厩分館 平成13年度 アニメ

309 しっぱいっぱい　もいっかい 幼児～小学生 17 水　沢本館  平成14年度 アニメ

310 みーちゃんとゆうすけの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成14年度 アニメ

311 おじいちゃんはぼくのヒーロー 幼児～小学生 10 水　沢本館  平成14年度 アニメ

312 ５等になりたい 小学生～一般 76 水　沢本館  平成14年度 アニメ

313 地球が動いた日 小学生～一般 76 水　沢本館  平成14年度 アニメ

314 まちに出ようボランティア学習 小学生 20 水　沢本館  平成14年度 実録

315 未来はぼくらの手に 小学生 28 水　沢本館  平成14年度 劇画

316 日本国憲法 小学生～一般 15 水　沢本館  平成14年度 アニメ

317 星座の観察 小学生 12 水　沢本館  平成14年度 実録

318 翔太のあした 小学生～一般 54 水　沢本館  平成14年度 劇画

319 見えぬ目に感じた雲取山の朝日 中学生～一般 19 水　沢本館  平成14年度 アニメ

320 一度とかないときを一人で悩まないで 中学生～一般 16 水　沢本館  平成14年度 劇画

321 ふるさとを探検しよう 中学生 21 水　沢本館  平成14年度 実録

322 幸せな明日のために 中学生～一般 26 水　沢本館  平成14年度 実録

323 「いじめ」を考える　１巻 中学生～一般 30 水　沢本館  平成14年度 劇画

324 「いじめ」を考える　２巻 中学生～一般 30 水　沢本館  平成14年度 実録

325 何故運動が大切なの 一般 20 水　沢本館  平成14年度 実録

326 体力測定とウォーキング 一般 27 水　沢本館  平成14年度 実録

327 いじわる狐ランボーの勇気 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成14年度 アニメ

328 グスコーブドリの伝記（オリジナル) 小学生～一般 85 水　沢本館  平成14年度 アニメ

329 グスコーブドリの伝記 (バリアフリー） 小学生～一般 85 水　沢本館  平成14年度 アニメ

330 新　高校入試　面接の受け方 中学生～一般 20 水　沢本館  平成14年度 実録

331 障害者の心 一般 20 水　沢本館  平成14年度 実録

332 語り部シリーズ　ヒロシマ 小学生～一般 70 水　沢本館  平成14年度 実録

333 語り部シリーズ　遠野の昔話 小学生～一般 45 水　沢本館  平成14年度 実録

334 いじわる狐ランボー 幼児～小学生 15 一　関分館  平成14年度 アニメ
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335 おおきなかぶ 幼児～小学生 14 一　関分館  平成14年度 アニメ

336 わたしたちと原発 小学生～一般 20 一　関分館  平成14年度 アニメ

337 地域でささえる子育て 一般 25 一　関分館  平成14年度 実録

338 雪豹 一般 80 一　関分館  平成14年度 実録

339 いじわる狐ランボーのうそ 幼児～小学生 15 江　刺分館  平成14年度 アニメ

340 天に焼かれる 小学生～一般 85 江　刺分館  平成14年度 アニメ

341 学び座　ソーランの歌が聞こえる 小学生～一般 102 江　刺分館  平成14年度 劇画

342 子どもを育む地域活動 小学生～一般 20 江　刺分館  平成14年度 実録

343 語り部シリーズ　オキナワ 小学生～一般 60 江　刺分館  平成14年度 実録

344 キョロちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成15年度 アニメ

345 キョロちゃんの地震用心火の用心 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成15年度 アニメ

346 金太郎の交通安全 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成15年度 アニメ

347 ある森のお話　るるるのるール 幼児～小学生 16 水　沢本館  平成15年度 アニメ

348 ハムスターのあかちゃん 幼児～小学生 7 水　沢本館  平成15年度 実録

349 ケナフ　環境を考える 小学生 18 水　沢本館  平成15年度 実録

350 しあわせをみつけよう 小学生 20 水　沢本館  平成15年度 実録

351 核戦争 小学生 38 水　沢本館  平成15年度 実録

352 調べ学習シリーズ　きみの「?」って何だろう 小学生 11 水　沢本館  平成15年度 実録

353 調べ学習シリーズ　課題づくりはどうするの 小学生 11 水　沢本館  平成15年度 実録

354 調べ学習シリーズ　調べてみようみんなの住む町 小学生 12 水　沢本館  平成15年度 実録

355 調べ学習シリーズ　みんなに知ってもらおう 小学生 12 水　沢本館  平成15年度 実録

356 調べ学習シリーズ　もっといろいろ調べよう 小学生 12 水　沢本館  平成15年度 実録

357 私たちの青い地球① 天候と大気 中学生～一般 20 水　沢本館  平成15年度 実録

358 私たちの青い地球② 生きている海と森 中学生～一般 20 水　沢本館  平成15年度 実録

359 私たちの青い地球③ 都市と私達のくらし 中学生～一般 20 水　沢本館  平成15年度 実録

360 私たちの青い地球④ 生命のゆくえ 中学生～一般 20 水　沢本館  平成15年度 実録

361 私たちの青い地球⑤ 限りある資源と私達の未来 中学生～一般 20 水　沢本館  平成15年度 実録

362 どんぐりの家 小学生～一般 110 水　沢本館  平成15年度 アニメ
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363 とうさんが泣いた日 小学生～一般 28 水　沢本館  平成15年度 劇画

364 ポンカンマンの健康がいちばん 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成15年度 実録

365 家庭の中の３Ｒ 小学生～一般 16 水　沢本館  平成15年度 実録

366 生きてます、１５歳 中学生～一般 22 水　沢本館  平成15年度 アニメ

367 遊びと人とのかかわり 一般 21 水　沢本館  平成15年度 実録

368 かげろうお銀のお年寄りの交通安全 高齢者 29 水　沢本館  平成15年度 実録

369 落語アニメ　おばけ長屋 小学生～一般 20 一　関分館  平成15年度 アニメ

370 「こらッ！」のおじいちゃん 小学生～一般 27 一　関分館  平成15年度 劇画

371 盲導犬クィールの一生 小学生～一般 25 一　関分館  平成15年度 劇画

372 アフガニスタン難民 中学生～一般 18 一　関分館  平成15年度 実録

373 神の子たち 一般 105 一　関分館  平成15年度 実録

374 お母さん、泣かないで 小学生～一般 17 江　刺分館  平成15年度 アニメ

375 ほんとに安全？　合成洗剤 小学生～一般 30 江　刺分館  平成15年度 実録

376 出会い系サイト狙われる女子中高生 中学生～一般 16 江　刺分館  平成15年度 実録

377 生活習慣としつけ 一般 20 江　刺分館  平成15年度 実録

378 ある森のおはなしルルルのルーる 幼児～小学生 16 千　厩分館 平成15年度 アニメ

379 インターネットの罠 高校生～一般 20 千　厩分館 平成15年度 実録

380 鬼がら 小学生～一般 27 千　厩分館 平成15年度 アニメ

381 心かよいあうボランティア活動 小学生～一般 20 千　厩分館 平成15年度 実録

382 子どもを育む遊び 一般 28 千　厩分館 平成15年度 実録

383 しつけで守る幼児のいのち 一般 21 千　厩分館 平成15年度 実録

384 字のないはがき 小学生～一般 18 千　厩分館 平成15年度 アニメ

385 調べ学習シリーズ　きみの「?」って何だろう 小学生 12 千　厩分館 平成15年度 実録

386 調べ学習シリーズ　課題づくりはどうするの 小学生 12 千　厩分館 平成15年度 実録

387 調べ学習シリーズ　調べてみようみんなの住む町 小学生 12 千　厩分館 平成15年度 実録

388 調べ学習シリーズ　みんなに知ってもらおう 小学生 12 千　厩分館 平成15年度 実録

389 調べ学習シリーズ　もっといろいろ調べよう 小学生 12 千　厩分館 平成15年度 実録

390 地球ＳＯＳ　地球が熱をだしている 幼児～小学生 20 千　厩分館 平成15年度 実録
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391 とっとこハム太郎のとっとこ大事だ!　防災訓練 幼児～小学生 13 千　厩分館 平成15年度 アニメ

392 学び座　ソーランの歌が聞こえる 中学生～一般 102 千　厩分館 平成15年度 劇画

393 落語アニメ　おばけ長屋 小学生～一般 20 千　厩分館 平成15年度 アニメ

394 まんが日本昔ばなし　1巻　花坂か爺さん　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

395 まんが日本昔ばなし　2巻　桃太郎　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

396 まんが日本昔ばなし　3巻  浦島太郎　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

397 まんが日本昔ばなし　4巻  三枚のお札　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

398 まんが日本昔ばなし　5巻  一寸法師　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

399 まんが日本昔ばなし　6巻  金太郎　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

400 まんが日本昔ばなし　7巻  養老の滝　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

401 まんが日本昔ばなし　8巻  七夕さま　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

402 まんが日本昔ばなし　9巻  耳なし芳一　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

403 まんが日本昔ばなし 10巻  舌切り雀　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

404 まんが日本昔ばなし 11巻  うばすて山　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

405 まんが日本昔ばなし 12巻  屁ひり女房　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

406 まんが日本昔ばなし 13巻  塩ふきうす　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

407 まんが日本昔ばなし 14巻  雪女　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

408 まんが日本昔ばなし 15巻  小太郎と母龍　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 平成15年度 アニメ

409 さよならカバくん 幼児～小学生 25 水　沢本館  平成16年度 アニメ

410 こんな時どうする?危険から身を守る 幼児～小学生 19 水　沢本館  平成16年度 実録

411 小学校陸上運動(中学年)　かけっこ・リレー 小学生 15 水　沢本館  平成16年度 実録

412 小学校陸上運動(中学年)　高とび 小学生 15 水　沢本館  平成16年度 実録

413 小学校陸上運動(高学年)　短きょり走・リレー 小学生 15 水　沢本館  平成16年度 実録

414 小学校陸上運動(高学年)　走り高とび 小学生 15 水　沢本館  平成16年度 実録

415 はだしのゲン 小学生～一般 90 水　沢本館  平成16年度 アニメ

416 ボクの犬小屋日記 小学生～一般 20 水　沢本館  平成16年度 劇画

417 地球ＳＯＳ　地球が熱を出している 小学生～一般 20 水　沢本館  平成16年度 アニメ

418 トビウオのぼうやはびょうきです 小学生～一般 19 水　沢本館  平成16年度 アニメ
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419 おばけ煙突のうた 小学生～一般 42 水　沢本館  平成16年度 アニメ

420
知りたい仕事ライブラリー
動物看護士・トリマー・動物訓練士

中学生～一般 25 水　沢本館  平成16年度 実録

421
知りたい仕事ライブラリー
歯科衛生士・歯科技工士

中学生～一般 28 水　沢本館  平成16年度 実録

422
知りたい仕事ライブラリー
介護福祉士・理学療法士・作業療法士

中学生～一般 25 水　沢本館  平成16年度 実録

423
知りたい仕事ライブラリー
美容師・リフレクソロジスト・スポーツインストラク
ター

中学生～一般 20 水　沢本館  平成16年度 実録

424
知りたい仕事ライブラリー
フードコーディネーター・パン職人・料理人

中学生～一般 25 水　沢本館  平成16年度 実録

425
知りたい仕事ライブラリー
CGクリエーター・Webデザイナー

中学生～一般 28 水　沢本館  平成16年度 実録

426
知りたい仕事ライブラリー
一級建築士・測量士・鳶職

中学生～一般 25 水　沢本館  平成16年度 実録

427
知りたい仕事ライブラリー
コンシェルジェ・ウェイター・フロント・施設管理

中学生～一般 20 水　沢本館  平成16年度 実録

428
知りたい仕事ライブラリー
フラワーコーディネーター・ブライダネコーディネー
ター

中学生～一般 20 水　沢本館  平成16年度 実録

429
知りたい仕事ライブラリー
エディター・ミキサー・フォトグラファー

中学生～一般 25 水　沢本館  平成16年度 実録

430 大切にしようこどもの歯 一般 17 水　沢本館  平成16年度 実録

431 一筆啓上　日本一短い「愛」の手紙 中学生～一般 23 水　沢本館  平成16年度 アニメ

432 煙突屋ペロー 中学生～一般 23 水　沢本館  平成16年度 アニメ

433 日本百年 中学生～一般 106 水　沢本館  平成16年度 実録

434 雪ダルマンの冬道交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成16年度 アニメ

435 地震防災　待ったなし! 中学生～一般 21 水　沢本館  平成16年度 実録

436 野口英世の少年時代 一般 49 水　沢本館  平成16年度 劇画

437 白鳥物語 一般 50 水　沢本館  平成16年度 劇画

438 クレヨンの星 幼児～小学生 15 一　関分館  平成16年度 アニメ

439 タイムスリップ1923 小学生 15 一　関分館  平成16年度 アニメ

440 子どものしつけと父親の役割 一般 21 一　関分館  平成16年度 劇画

441 雪ダルマンの冬道交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成16年度 実録

442 地震防災　待ったなし! 中学生～一般 21 水　沢本館  平成16年度 アニメ

443 ３年間の保育記録 よりどころを求めて 一般 38 江　刺分館  平成16年度 実録

444 ３年間の保育記録 やりたいでも、できない 一般 35 江　刺分館  平成16年度 実録

445 米百俵 一般 42 江　刺分館  平成16年度 劇画

446 まんが日本昔ばなし 16巻　ハつ化け頭巾　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ
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447 まんが日本昔ばなし 17巻　鉢かつぎ姫　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

448 まんが日本昔ばなし 18巻  くわず女房　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

449 まんが日本昔ばなし 19巻  きつねの嫁入り　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

450 まんが日本昔ばなし 20巻  かさ売りお花　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

451 まんが日本昔ばなし 21巻  牛方と山んば　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

452 まんが日本昔ばなし 22巻  みそ買い橋　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

453 まんが日本昔ばなし 23巻  狐森　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

454 まんが日本昔ばなし 24巻　にせ本尊　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

455 まんが日本昔ばなし 25巻  宝の大釜　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

456 まんが日本昔ばなし 26巻　かぐまのちから石他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

457 まんが日本昔ばなし 27巻  かじ屋のばばあ　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

458 まんが日本昔ばなし 28巻  梨山の大蛇　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

459 まんが日本昔ばなし 29巻　雷と悪者　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

460 まんが日本昔ばなし 30巻　はなたれ小僧さま他 幼児～小学生 50 千　厩分館 平成16年度 アニメ

461 アーサー王物語 小学生～一般 50 水　沢本館  平成17年度 アニメ

462 ロビンフットの冒険 小学生～一般 50 水　沢本館  平成17年度 アニメ

463 アリババと４０人の盗賊 小学生～一般 50 水　沢本館  平成17年度 アニメ

464 裸の王様 小学生～一般 50 水　沢本館  平成17年度 アニメ

465 人魚姫 小学生～一般 50 水　沢本館  平成17年度 アニメ

466 食べものと健康　バランスのとれた食事 小学生～一般 14 水　沢本館  平成17年度 実録

467 運動と睡眠　きそく正しい生活 小学生～一般 15 水　沢本館  平成17年度 実録

468 VOL.1 「ごみ問題って」なに? 中学生～一般 30 水　沢本館  平成17年度 実録

469 VOL.2 「ごみは蘇るか」か? 中学生～一般 30 水　沢本館  平成17年度 実録

470 フイチンさん 中学生～一般 60 水　沢本館  平成17年度 アニメ

471 孫悟空の交通ルール 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成17年度 アニメ

472 アザラシ・タマちゃんの火の用心 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成17年度 アニメ

473 自てん車安全大作戦 小学生 23 水　沢本館  平成17年度 実録

474 みるみる社会科　警察の仕事を見てみよう 小学生 9 水　沢本館  平成17年度 実録
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475 みるみる社会科　トラック輸送を見てみよう 小学生 10 水　沢本館  平成17年度 実録

476 理科観察ビデオ　こん虫のそだち方 小学生 15 水　沢本館  平成17年度 実録

477 きずだらけのりんご 小学生～一般 23 水　沢本館  平成17年度 アニメ

478 ハッピーバースデー 小学生～一般 80 水　沢本館  平成17年度 アニメ

479 心のキャッチボール 中学生 23 水　沢本館  平成17年度 アニメ

480 やめよう！ネットでウソと悪口 小学生～一般 27 水　沢本館  平成17年度 実録

481 「人権」ってなんだろう 小学生～一般 14 水　沢本館  平成17年度 実録

482 大地の母　きくゑ 小学生～一般 32 水　沢本館  平成17年度 実録

483 アサーション・トレーニング（中学校） 中学生 75 水　沢本館  平成17年度 実録

484 仕事　君はどう思う？ 中学生～一般 27 水　沢本館  平成17年度 実録

485 ノーマライゼーションを考える　知的障害者 中学生～一般 22 水　沢本館  平成17年度 実録

486 大地震の恐怖　残された教訓 一般 26 水　沢本館  平成17年度 実録

487 がんばり過ぎない がんばらない 介護のために 一般 19 水　沢本館  平成17年度 実録

488 ホームスイートホーム 一般 112 水　沢本館  平成17年度 劇画

489 ASTRO BOY 鉄腕アトム(オリジナル) 小学生～一般 24 一　関分館  平成17年度 アニメ

490 ASTRO BOY 鉄腕アトム(バリアフリー) 小学生～一般 24 一　関分館  平成17年度 アニメ

491 育てようライフスキル 小学生～一般 45 一　関分館  平成17年度 実録

492
どうして汗をかくのだろう?
体の適応能力

中学生～一般 22 一　関分館  平成17年度 実録

493 快適な環境ってどんなもの? 快適な環境の条件 中学生～一般 22 一　関分館  平成17年度 実録

494 環境のためにできること 中学生～一般 22 一　関分館  平成17年度 実録

495 風の旅人 中学生～一般 30 一　関分館  平成17年度 アニメ

496 口の中のたんけんたい(1・2年生) 小学生 14 江　刺分館  平成17年度 実録

497 自分で守ろう自分の歯(3・4年生) 小学生 16 江　刺分館  平成17年度 実録

498 すこやかな歯いつまでも(5・6年生) 小学生 15 江　刺分館  平成17年度 実録

499 宇宙のふしぎ　宇宙ってなんだろう 小学生～一般 20 江　刺分館  平成17年度 実録

500 ノーベル賞　粒子がむすぶミクロと宇宙 中学生～一般 35 江　刺分館  平成17年度 実録

501 ノーベル賞　分子がえがく物質と生命 中学生～一般 35 江　刺分館  平成17年度 実録

502 モアモア地球大好き第１巻 伐られた森林　他 小学生～一般 18 千　厩分館 平成17年度 実録
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503 モアモア地球大好き第２巻 もっと大漁　他 小学生～一般 18 千　厩分館 平成17年度 実録

504 モアモア地球大好き第３巻 あやしい流れ星　他 小学生～一般 18 千　厩分館 平成17年度 実録

505 勇気あるホタルととべないホタル 小学生～一般 17 千　厩分館 平成17年度 アニメ

506 まちに出ようボランティア学習 小学生～一般 20 千　厩分館 平成17年度 実録

507 どうぶつ村のワールドカップ 幼児 11 水　沢本館  平成18年度 アニメ

508 次郎物語 一般 119 水　沢本館  平成18年度 劇画

509 でんじろう先生のかがく空気砲と音編 小学生～一般 60 一　関分館  平成18年度 実録

510 調べてみよう　戦争中のくらし 小学生 16 江　刺分館  平成18年度 実録

511 生活習慣病ってなんだろう? 中学生～一般 20 千　厩分館 平成18年度 実録

512 今からやろう!生活習慣病の予防 中学生～一般 20 千　厩分館 平成18年度 実録

513 味わおう！　いろいろな方言 小学生 20 水　沢本館 平成19年度 実録

514 本の楽しさを伝えよう　ブックトーク 小学生 24 一　関分館 平成19年度 実録

515 みるみる社会科　漁港の役割を見てみよう 小学生 8 江 刺分館 平成19年度 実録

516 みるみる社会科　ニュース番組をつくる人びと 小学生 10 千 厩分館 平成19年度 実録

517 みるみる社会科　新聞社の仕事を見てみよう 小学生 11 水　沢本館 平成19年度 実録

518 時間はもどらない 悲惨な自転車事故を防ぐために 中学生～一般 18 一　関分館 平成19年度 実録

519
中学生のいじめを考える　被害者・加害者・観衆・傍
観者

中学生～一般 19 江 刺分館 平成19年度 実録

520 子どもの絵 一般 20 千 厩分館 平成19年度 実録

521 じごくのそうべえ 全般 16 水　沢本館 平成19年度 アニメ

522 ともだちほしいなおおかみくん 幼児～小学生 20 水　沢本館 平成19年度 アニメ

523 七つのほし 幼児～小学生 20 水　沢本館 平成19年度 人形劇

524 金色の足あと 小学生～一般 20 水　沢本館 平成19年度 アニメ

525 天の笛 小学生～一般 20 水　沢本館 平成19年度 アニメ

526
紙芝居大全集　第１巻
黄金バットナゾ編　他

全般 51 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

527
紙芝居大全集　第２巻
神変猫姫様　他

全般 49 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

528
紙芝居大全集　第３巻
平和への祈り　他

全般 52 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

529
紙芝居大全集　第４巻
キンちゃんコロちゃん　他

全般 58 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

530
紙芝居大全集　第５巻
ジャングルボーイ　他

全般 60 水　沢本館 平成19年度 紙芝居
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531
紙芝居大全集　第６巻
黒百合城　他

全般 55 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

532
紙芝居大全集　第７巻
こわれた人形　他

全般 54 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

533
紙芝居大全集　第８巻
テル坊　他

全般 58 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

534
紙芝居大全集　第９巻
寒椿　他

全般 52 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

535
紙芝居大全集　第１０巻
特別編　黄金バット　他

全般 58 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

536
紙芝居大全集　第１１巻
怪人ゴルダア　他

全般 55 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

537
紙芝居大全集　第１２巻
かみなりじいさん　他

全般 60 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

538
紙芝居大全集　第１３巻
九尾の狐　他

全般 61 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

539
紙芝居大全集　第１４巻
マンガごくう　他

全般 57 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

540
紙芝居大全集　第１５巻
ライオンマン　他

全般 52 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

541
紙芝居大全集　第１６巻
チョンちゃん　他

全般 61 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

542
紙芝居大全集　第１７巻
海坊主　他

全般 56 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

543
紙芝居大全集　第１８巻
ミイラの秘密　他

全般 60 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

544
紙芝居大全集　第１９巻
悪魔の使者　他

全般 59 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

545
紙芝居大全集　第２０巻
愛は強し　他

全般 54 水　沢本館 平成19年度 紙芝居

546 三ねん寝太郎 小学生～一般 40 水　沢本館 平成20年度 アニメ

547 地震と土地の変化 小学生～一般 15 一　関分館 平成20年度 実録

548 桂福団治　心の手話落語 一般（高齢者） 19 江 刺分館 平成20年度 実録

549 思わぬ火もと高齢社会 増え続けている電気火災 一般（高齢者） 20 千 厩分館 平成20年度 実録
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