ＤＶＤ教材
ＤVD 教材

からすのパンやさん ／ どろぼうがっこう
アニメ４０分
＜対象＞ 幼児～小学生

＜所有＞ 水沢本館

かこさとしのベストセラーが色彩も鮮やかにアニメで登場します。
🌸🌸 からすのパンやさん
ねってまるめてほんわかこんがり。おいしいパンの出来上がりです。
🌸🌸 どろぼうがっこう
ぬき足、さし足、しのび足…どろぼう学校の始まりです。
（東 映）
ＤVD 教材

ぼくは王さま 他 ４話収録
＜対象＞ 幼児～小学生

アニメ４０分
＜所有＞ 一関分館

ようこそ！「王さま」ワールドへ！たくさんのお城の中間たちが繰り広げるワクワ
クほのぼの…寺村輝夫のベストセラーが色彩も鮮やかにアニメで登場します。
🌸🌸 おしゃべりなたまごやき
🌸🌸 王さまタクシー
🌸🌸 たまごがいっぱい
🌸🌸 たんじょう日のプレゼント
（東 映）
ＤVD 教材

きもだめしのばん

アニメ１５分

＜対象＞ 幼児～小学生

＜所有＞ 江刺分館

ある冬も近い夜のことです。むらの若者達が裏山のお墓の大きな松の木の下で、一
晩過ごそうというきもだめしをはじめました。先頭を切って最初に行くことになった
茂吉でしたが、茂吉の母は心配して縄とカマを渡します。
「いいですか？ 木に登ったら妖怪の言葉に気をつけましょう…。
」
背筋ぞくぞくの妖怪の話です。
（北 星）
ＤVD 教材

のっぺらぼう

アニメ１５分

＜対象＞ 幼児～小学生

＜所有＞ 千厩分館

大工の正八は、町はずれのお寺を修理していました。ついつい仕事に夢中になって
しまい、もう日も暮れそうです。仕事をおえてお寺の縁側でお茶をいただくと、和尚
さんが妙なことを言い出しました。
「今宵は満月、帰りはじゅうじゅうお気をつけなさ
れ…。
」空には赤い不気味な月が出ています。
ふと見ると、お寺のそばの柳の下に白い女の人の影がゆれているではありませんか。
（北 星）
ＤVD 教材

ウォルト・ディズニー名作アニメ集
赤ずきんちゃん

他 ７話収録

＜対象＞ 幼児～小学生
🌸🌸 赤ずきん
🌸🌸 魔法使いの森
🌸🌸 子どもの夢

アニメ６３分
＜所有＞ 水沢本館

🌸🌸 サンタのオモチャ工房
🌸🌸 小鳥の冒険
🌸🌸 ３匹の親なし子ねこ
（９）

🌸🌸 海の王ネプチューン
🌸🌸 クッキーのカーニバル
（岩 波）

ＤVD 教材

ウォルト・ディズニー名作アニメ集
アリとキリギリス

他 ７話収録

アニメ６４分

＜対象＞ 幼児～小学生
🌸🌸 アリとキリギリス
🌸🌸 モスの消防隊
🌸🌸 働き子ぶた

ＤVD 教材

＜所有＞ 一関分館
🌸🌸 サンタのプレゼント
🌸🌸 おとぎ王国
🌸🌸 子守歌

🌸🌸 風車小屋のシンフォニー
🌸🌸 人魚の踊り
（岩 波）

ウォルト・ディズニー名作アニメ集
うさぎとかめ

他 ７話収録

アニメ７０分

＜対象＞ 幼児～小学生

＜所有＞ 江刺分館

🌸🌸 うさぎとかめ
🌸🌸 子ぞうのエルマー
🌸🌸 音楽の国

ＤVD 教材

🌸🌸 子猫の武勇伝
🌸🌸 オオカミは笑う
🌸🌸 花と木

🌸🌸 小さなハイアワサ
🌸🌸 ネズミ三銃士
（岩 波）

ウォルト・ディズニー名作アニメ集
フィガロとクレオ

他 ７話収録

＜対象＞ 幼児～小学生

アニメ７５分
＜所有＞ 千厩分館

🌸🌸 フィガロとクレオ
🌸🌸 子猫のフィガロ
🌸🌸 フィガロとフランキー
🌸🌸 優しきライオン・ランバート
🌸🌸 ちびのヘラジカ・モリス
🌸🌸 り ん ご 作 り の ジ ョ ニ ー
🌸🌸 プ カ ド ン 交 響 曲
🌸🌸 ち い さ な 家
（岩 波）

DVD 教材

ウォルト・ディズニー名作アニメ集
青い自動車

他 ７話収録

＜対象＞ 幼児～小学生
🌸🌸 青い自動車
🌸🌸 チキン・リトル
🌸🌸 フランクリン物語
DVD 教材

アニメ７８分
＜所有＞ 水沢本館

🌸🌸 メロディ
🌸🌸 フットボール
🌸🌸 ペリカンとシキ
🌸🌸 勇敢な機関士
🌸🌸 牡牛のフェルディナンド
（岩 波）

忍者玉丸 ルールを守って交通安全！！の巻
＜対象＞ 幼児～小学生（低学年）

アニメ１２分
＜所有＞ 一関分館

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメです。現代のにほんにタイムスリップ
した忍者玉丸たちが、敵の忍者から「虎の巻」を取り返そうとするストーリーの中で、
道路の歩き方や横断歩道の渡り方を学んでいきます。
交通ルールを守ることの大切さを、子ども達が楽しく学べる作品です。
（東 映）
（１０）

ＤVD 教材

もしもの時にできること 自然災害編 地震・津波
ぐらぐらどーん
＜対象＞ 幼児～小学生

アニメ３２分
＜所有＞ 江刺分館

オープニング → いえにいるときおおきなじしんがおこったら → そとにいると
きおおきなじしんがおこったら → どうしてじしんがおきるの？ → もしものとき
のうた「ぐらぐらどーん！」 → じしんがおさまったあとはどうする → もしもの
ときのために → エンディング
（東 映）
DVD 教材

ごんぎつね

（新見南吉 作品）

＜対象＞ 小学生～一般

アニメ２０分
＜所有＞ 千厩分館

兵十はびっくりして、ごんに目を落としました。
「ごん、おまえだったのか。いつも
栗をくれたのは…。
」ごんはぐったり目をつむったまま、うなずきました。
新見南吉の代表作をアニメ化したものです。
ごんの真心は死によってしか兵十の心に伝えられませんでした…。
兵十とごんの心の動きをていねいに大切に描いています。
（東 映）
DVD 教材

やまなし

（宮沢賢治 作品）

アニメ１２分

＜対象＞ 小学生～一般
＜所有＞ 水沢本館
「２匹のカニの子どもらが、青白い水の底で話していました。
『クラムボンは笑ってい
たよ。
』
『クラムボンはかぷかぷ笑ったよ。
』…」小さな谷川の底の情景を幻想的に描い
た宮沢賢治の童話を、原作に忠実に影絵を用いて映像化しました。
賢治独特のことばの響き、幻想的な光と影が、ファンタジックな世界を描き出してい
ます。
（東 映）
DVD 教材

大造じいさんとガン （椋鳩十 作品）

アニメ２０分

＜対象＞ 小学生～一般
＜所有＞ 一関分館
知り合いの狩人にさそわれ、イノシシ狩りに出かけ、栗野岳のふもとの大造じいさん
の家に休むことになりました。じいさんは７２歳だというのに腰ひとつ曲がっていない、
元気な老狩人でした。そして、なかなか話し上手な人でした。
大造じいさんは囲炉裏の焚火に手をかざしながら、狩りの話をしてくれました。
このお話は、今から 3６年頃前、まだ粟野岳のふもとの沼地にガンがさかんに来てい
た頃の話です。
（東 映）
ＤVD 教材

くじらぐも

（中川利枝子 作品）

＜対象＞ 小学生～一般

アニメ１１分

＜所有＞ 江刺分館

1 年２組の子ども達が校庭で体操をしていると、空に大きな雲があらわれました。
真っ白い雲のくじらです。
雲のくじらは、みんなを乗せて、大空を元気いっぱい泳ぎました。
中川利枝子の物語をアニメで映像化しました。ファンタジックな原作の持ち味を生
かして、ほのぼのと描かれています。
（東 映）
（１１）

DVD 教材

うしろのせきのオチアイくん 他 ２話収録
アニメ４６分
＜対象＞ 小学生～一般

＜所有＞ 千厩分館

うしろのせきのオチアイくんは、いつもいじわるです。
🌸🌸 うしろのせきは、コワイ！
🌸🌸 ドッジボール対決

（東 映）

DVD 教材

ガラスのうさぎ

アニメ８３分

＜対象＞ 小学生～一般

＜所有＞ 水沢本館

太平洋戦争末期、東京下町に住む少女・敏子は敗戦色が濃く物資が欠乏した厳しい
世の中で、家族とともに一生懸命生きていました。しかし、昭和 20 年 3 月 10 日の
東京大空襲で、敏子は母と二人の妹を失ってしまいました。焼け跡から、空襲の猛火
で形の変わったガラスのうさぎを掘り出した敏子は、戦争の恐ろしさを目の当たりに
します。さらに疎開の途中、駅で米軍機の機銃掃射を受け、父までも亡くしてしまい
ました。たったひとりになった敏子は、絶望の果てに死を見つめ深夜の海辺をさまよ
いますが、
「私が死んだら、お父さん、お母さん、妹たちのお墓参りは誰がするの。私
は生きなければ……」と孤独と悲しみの中で、心を奮い立たせるのでした……。
（東 映）
DVD 教材

障害のある子 障害のない子 違いを認めて助け合う
実 録１８分
＜対象＞ 小学生～一般

＜所有＞ 一関分館

２０１３年、国会で国連の「障害者の権利に関する条約」の批准承認が可決され、
２０１４年１月、日本はようやく世界１４０番目の批准国となりました。今まで日本
では、福祉的支援だけで障碍者を支援してきました。しかし社会の一員としてともに
生きるための主体的な権利については様々な見えない壁によって妨げられていました。
障害の有無にかかわらず、誰もが同じように遊び、学び、生き生きと暮らす権利が
あることを理解させ、共に認め合い、助け合っていくことの大切を訴えます。
（映学社）
DVD 教材

気象災害から身を守ろう！
台風・大雨・落雷・土砂災害・竜巻
＜対象＞ 小学生～一般

実 録１９分
＜所有＞ 江刺分館

近年、地球温暖化やそれに伴う気象変動により、集中豪雨や土砂災害、竜巻などの
気象災害が頻発しています。このような突発的な気象災害から子ども達の命を守るに
は、教師や保護者の防災教育だけではなく、児童・生徒自身への幼い頃からの防災教
育、そして自ら調査、活動して防災の知識を身につけさせることが急務となっていま
す。
このＤＶＤでは、子ども達が親しみやすいアニメキャラクターの「防災 守 君くん
」がナビケーターとなり、この守くんから小学生の姉弟が気象災害のしくみや、危険
から身を守る方法を学んでいきます。
（映学社）
（12）

DVD 教材

みんなの情報モラル

アニメ４３分

「アニメーションで学ぶ！ネット社会のルールとマナー」
＜対象＞ 小学生（中学年）～一般

＜所有＞ 千厩分館

内容はタイトル別に分かれ、アニメーションのドラマとまとめで構成されています。
１） 夢中になりすぎて
２） ホントのともだち
３） かくれた情報
４） 送った写真
５） 乗っ取られたアカウント
６） 甘い言葉のかげに
（岩 波）
DVD 教材

スマホの安全な使い方教室
＜対象＞ 中学生～一般

実 録２３分
＜所有＞ 水沢本館

携帯電話、特にスマートフォンが子ども達の間で急速に普及していまするスマホを
介して、無料通話アプリや投稿サイトを利用することで、子ども達はいつでもどこで
も他人とつながることができます。
しかし、スマホを介したＳＮＳでのトラブルも増加しており、子ども達への教育が
重要となっています。この作品では、ドラマとナビケーターの解説を通して、個人情
報の取り扱い、ＳＮＳに潜む危険などの最新のトピックスを取り上げ、スマホの安全
な使い方を学んでいきます。
（東 映）
DVD 教材

中学生の命と心を守る性教育シリーズ
考えよう！ 私の性みんなの性
＜対象＞ 中学生～一般

シリーズ①

DVD 教材

＜所有＞ 一関分館

思春期を生きる中学生は、人との違いがとても気になる年頃です。急速に発達して
いく自分の体に戸惑ったり、他人と比較して悩んだりすることがあるかもしれません。
まずは自分の体を科学的に知ることです。
第１巻では、思春期の男女それぞれの体の変化とは、どのような仕組みで起こるの
か解説していきます。また体と心の性が一致しない、同性に恋愛感情を抱くなどの、
多様な性（ＬＧＢＴ）についても描き、人の性のあり方は様々であることを学びます。
〇男女の外性器 〇性器のケアと包茎について 〇性腺刺激ホルモンと生殖器の関係
〇排卵・受精・妊娠・月経・射精のしくみ
〇メディアリテラシーを身につけよう
〇多様な性（ＬＧＢＴ）について知ろう
（東 映）

中学生の命と心を守る性教育シリーズ
対等な恋愛関係って？
＜対象＞ 中学生～一般

シリーズ②

実 録２０分

実 録２０分
＜所有＞ 江刺分館

中学生にとって大きな関心事であり、悩みのタネでもある恋愛。ドラマ内の中学生
カップルのケースを例に、どういったことがデートＤＶにあたるのか解決していきま
す。デートＤＶについて学ぶことで、自分が加害行為をしている或いは被害を受けて
いることに気づくことになり、将来恋愛するときに、対等な関係を築く心構えができ
ます。また、望まない妊娠を防ぐためにも、安易な性行動に走らないことはもちろん、
自分も相手も尊重し、いやなことはＮＯと言える、対等な恋愛関係を築くことが大切
です。
〇デートＤＶとは 〇デートＤＶ自己チェック 〇恋愛至上主義にふりまわされない
（恋愛＝セックスではない）
〇妊娠と出産
〇望まない妊娠
〇人口妊娠中絶
〇望まない妊娠をさけるための避妊
（東 映）
（13）

DVD 教材

中学生の命と心を守る性教育シリーズ
防ごう！ 性のトラブル
＜対象＞ 中学生～一般

シリーズ③

実 録２０分
＜所有＞ 千厩分館

スマホや無料通話アブリの普及はめざましく、現代の中学生はいつでもどこでも他人
とつながることができます。しかし使い方を一歩間違えると、思いがけない性犯罪に巻
き込まれる可能性もあります。また若い世代の性感染症の広がりも大きな問題です。
子ども達がこうした性のトラブルに巻き込まれないためには、自分の力でしっかり考
え、行動していくことが大切です。そのための性格で科学的な知識を解説していきます。
〇ＳＮＳを介した性犯罪
〇SNS 安全対策
〇性感染症の実態と予防法
〇HIV/エイズ
〇コンドームの使い方講座(選択映像)
〇ネットのアダルトサイトに惑わされない
〇 気持ちの伝え方講座
（東 映）

DVD 教材

秋桜の咲く日

劇 画３４分

＜対象＞ 中学生～一般

＜所有＞ 水沢本館

「違い」を認めないことによって、差別は始まるといえます。人はそれぞれ違うもの
なのに、違うというだけでその人を排除してしまうという傾向が人間にはあります。
互いを理解し認め合うということは大切であることはもちろん、本当にすべての人の
人権が尊重される社会とは、それぞれの違いを生かすことのできる社会だといえるので
はないでしょうか?
この映画は「見えにくい違い」のひとつとして発達障害を取り上げています。発達障
害ある人の生きづらさや痛みを真摯に伝えるとともに、
「違い」が生み出すプラスのエネ
ルギーを美しく群生する秋桜の花々と重ね、
「ともに生きることの喜び」を伝えるための
教材として制作されています。
（東 映）
DVD 教材

わっかカフェへようこそ
＜対象＞ 中学生～一般

実 録３５分
＜所有＞ 一関分館

あなたには「心のよりどころ」がありますか？ 忙しい日常に追われて誰かと「心の
交流する」ことをおろそかにしていませんか？
町の路地にただずむこの小さなカフェには、いろんな人が訪れ、旬と桜が出迎えます。
ここは、ココロのヨリドコロ 「ようこそ わっかカフェへ」
（東 映）
DVD 教材

あぶあぶあの奇跡
＜対象＞ 中学生～一般

実 録１１４分
＜所有＞ 江刺分館

音を重ねる日々は、心を重ねる日々。これはある小さな楽団の２７年間の記録です。
１９８２年、神戸に小さな楽団が誕生しました。練習に気の遠くなるような時間をか
け、決して巧とは言えない演奏や踊りをくりひろげる知的ハンディを持つメンバー達。
しかし、年々観客動員数は増え続け、千人収容ホールを満杯にします。海外公演も大
盛況のうちに成功させました。
舞台を見終わったあと、深く温かい感動が心を満たします…なぜ、彼らは人々を根底
から揺さぶるのか。そこにはこの楽団ゆえの「物語」と「奇跡」があるのです。
（岩 波）
（14）

DVD 教材

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
＜対象＞ 幼・保育関係者

実 録９０分
＜所有＞ 千厩本館

“すべての子どもに質の高い教育・保育を”目指して新たにはじまった幼保連携型認
定こども園。発達に配慮した「生活と発達の連続性」を見てみましょう。 保育者、保
護者、子ども達の生き生きしとした姿が映し出されています。また、こども園の大き
な特徴である“子育て支援”についても触れていきます。教育・保育養成校の授業や
保育の研修、保護者がわが子を預ける際の選択肢の参考にするなど多方面で利用でき
る DVD です。
（岩 波）
DVD 教材

童謡・唱歌・世界の名曲
＜対象＞ 一般～高齢者

アニメ１７分
＜所有＞ 水沢本館

音楽と歌詞がストーリーになった子どもからお年寄りまで楽しめる映像が流れます。
＜曲目＞
〇 旅愁
〇 赤とんぼ
〇 夕焼け小焼け
〇 浜辺の歌
〇 海
〇 夏は来ぬ
（岩 波）
DVD 教材

林家木久扇・木久蔵の高齢者を狙う詐欺・悪質商法
実 録３０分
＜対象＞ 一般～高齢者

＜所有＞ 水沢本館

高齢者を狙った詐欺・悪質商法は巧妙化の一途をたどっています。被害防止のために
は、高齢者自身の対策と共に家族や身近な人々の見守りや日頃の交流が欠かせません。
林家木久扇・木久蔵の親子が演じる落語を楽しみながら、近年多発する手口の再現ド
ラマをもとに被害にあわないための対策法、周囲の見守りの大切さを描きます。
高齢者の方々だけでなく、そのご家族や周囲の方々にも見ていただきたい作品です。
（東 映）
DVD 教材

三遊亭楽太郎 十八番集「藪入り」／「お化長屋」
＜対象＞ 一般～高齢者

＜所有＞ 水沢本館

六代目圓楽襲名を記念して、楽太郎渾身の十八番集です。
〇 藪入り
〇 おばけ長屋
DVD 教材

実録６１分

火垂るの墓

（岩 波）

劇画 100 分

＜対象＞ 全 般

＜所有＞ 水沢本館

１９４５年８月１５日の敗戦は、兄弟にとって戦争の終わりではありませんでした…
６月神戸全域を襲った空襲で病身の母を亡くし、父は出征したまま連絡が途絶え、清太
は妹・節子とともに西宮の遠い親戚で世話になることになりました。おばさんの冷たい
仕打ちに耐えられず、清太は節子を連れ、その家を出て防空壕の中で２人だけの生活を
始めます。日に日に悪化する戦況とともに、やせ細っていく節子。清太は時折母の優し
さ、父の厳しさ、つい数か月前までの平和な暮らしを思い出しながら妹を励まし、懸命
に生きていこうとします。そして日本は敗戦を迎えます。ホタルのように短くはかない
兄弟の命は…。
（マサ映像）
（15）

DVD 教材

原爆の子

劇画 96 分

＜対象＞ 全 般

＜所有＞ 水沢本館

瀬戸内海の島で教師を勤める孝子は、四年ぶりに故郷・広島の街を訪れます。戦後復
興の兆しの中、かつての教え子の家庭で目撃したのはいまだ残る原爆の惨禍でした。
昭和２０年８月６日、広島に原爆第１号が落とされ、20 万人を超える犠牲者を出し
ました。その広島の子ども達がつづった文集「原爆の子」に新藤兼人が脚色・監督した
近代映画協会第１回自主製作作品です。
（マサ映像）

寄贈教材
ＣＤ教材

宮沢賢治 花鳥図譜、八月、早池峰山嶺
＜対象＞ 小学生～一般

実録 10 分

＜所有＞ 水沢本館

早池峰山で起こった植物の盗掘という“小さくて大きな事件”が描かれた、宮沢賢治
の詩「花鳥図譜、八月、早池峰山嶺」
。
このＣＤは児童向けにわかりやすい言葉に置き換えて朗読されています。この詩をと
おして環境に意識を向け、自然とそこにすむ生物たちを「守っていこう」という気持ち
を持ってもらいたいと願い、制作されました。
（早池峰“地球と絆”プロジェクト）
ＤVD 教材

キッズ介護教材 長寿大国を探検しよう

アニメ 10 分

＜対象＞ 小学生～一般
＜所有＞ 水沢本館
少子高齢化が急速に進んでいる中で、社会のなかで子ども達が高齢者に出会う割合は
ますます多くなっています。６５歳以上の高齢者数は１０年後には３０％を超え、２０
５０年頃には約４割が高齢者になるとのことです。
この教材はもはや子ども達に縁遠いものではない「介護」について、楽しくわかりや
すく学んでもらうものです。そして、他人への思いやりの精神、その精神を発揮するこ
とを自分自身で考え、実行する力を身につけてほしいと願います。
（全国視聴覚教育連盟）
１６ミリフィルム

（交通安全協会寄贈）

① チルチル星のタローちゃん

アニメ 10 分

② えみちゃんのこうつうじこ

アニメ 12 分

③ コアラちゃんのこうつう安全

アニメ 12 分

④ アラレちゃんの交通安全

アニメ 14 分

⑤ パンダの交通安全

アニメ 15 分

⑥ 少年アシベ ゴマちゃんの安全

アニメ 15 分

⑦ おそ松くんの少年交通お巡りさん

アニメ 15 分

⑧ ピーターの交通安全

アニメ 15 分

⑨ がんばれ！ 小象の交通安全パトロール

アニメ 17 分

⑩ ムカムカパラダイス お母さんと学ぶ交通安全

アニメ 19 分

（１６）

