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ななつぼし                        アニメ１２分   

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

 

（文部科学省選定・厚生労働省推薦） 

むかしむかし、ある村でたいへんな日照りが続き、とうとう井戸や池が干上がっ 

てしまいました。ある日、病気の母親と二人暮らしの少女は、母に飲ませる水を探 

しに家を出ました。ようやく手に入れた大切なひしゃく一杯の水を自分は飲まずに 

我慢して、子犬や老人に分けてあげる心優しい少女。すると、不思議なことに、ひ 

しゃくから水がなみなみと溢れ出て田や畑を潤し、天高く昇ってキラキラと輝く北斗 

七星になりました・・ 

トルストイ作「七つ星」をもとに影絵の手法を使って製作されたアニメーション。                     

（北 星） 
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とうきちとむじな           アニメ１８分 

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

 

（厚生労働大臣賞・文部科学省特別選定・厚生労働省中央児童福祉審議会特別推薦） 

むかしある村にとうきちという猟師がいました。とうきちはいつものように鉄砲 

をかついで山へ狩りにでかけましたが、どうしたことか獲物が見あたりません。 

昼時になり、弁当を木に引っかけて谷川で水を汲んで戻ってくると、むじなが弁 

当をかついで逃げるところでした。 

 翌日とうきちは悔しくてたまらず、ウサギやイタチには目もくれずにむじなを探 

し歩き、とうとう巣の中に敷いたカヤをお日様に干しているむじなを見つけました。 

早速、巣の中のむじなを木の葉でいぶり出しにかかりました。ところが・・・。 

長野県秋山郷に伝わる民話を基に、素朴さを取り入れた絵と語りを工夫した映像 

を通して、幼児や児童が民話の世界にとけこめるよう工夫されています。 

（北 星） 
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あっ地震だ 津波は？じぶんの命はじぶんでまもる 

                           アニメ１４分  

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

 

（地震・津波・防災教育■文部科学省選定） 

大地震、大津波は、いつどこで起きるか分かりません。 

でも、幼い子供だちには、そのことを伝えて「不安にさせる」のではなく、自ら行 

動することの大切さを教えることがまず何より重要です。 

 東日本大震災の時、岩手県釜石市では、津波から率先して逃げた小学生が指定避 

難所についたものの「ここは危ない、次へ行こう」と防災教育で学んだ「主体的に 

考える」ことを実践し、多くの子供が大津波から逃れ生き延びました。 

 そこでこの作品では、子供たちに親しみのもてるサルの兄妹を主人公に、幼稚園 

や学校、自宅にいる時、外出している時など、様々な場面で大地震や大津波が発生 

したら、どのような行動をとればよいか、災害から生き抜く力を具体的に、分かり 

やすく描いています。                           

（映学社） 

 

 

（８） 
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 やめて！ライターあそびどうぶつ村の消ぼう隊出どう                      
アニメ１４分 

＜対象＞ 幼児～小学校低学年向け              ＜所有＞ 千厩分館 

 

子供の火遊びが原因で起こる火災が、毎年、相次いで起こっています。 

その大半が、ライターやマッチ、花火によるものです。特に近年、ライターによる火 

災が相次ぎ、幼い子供の命が奪われる悲惨なニュースが大きな社会問題となりました。 

そして、使い捨てライターにチャイルドレジスタンス（ＣＲ）機能を義務づける 

とになりました。 

しかし、ライターの安全対策だけが進んでも、子供に火災の怖さを身につけさせて 

おかなければ、子供の火遊びによる火災を根絶することにはつながりません。 

そこで、この作品では、火の扱い方、火の恐ろしさを知ってもらうため、子供たちが 

興味深く、親しみをもって見るアニメーションで『火遊びは絶対やめよう！』と、 

強く訴えるものです。                        

（映学社） 
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きもだめしのばん            アニメ１５分  

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

 

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い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） 
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１０ぴきのかえるシリーズ  １０＋１ぴきのかえる他     
アニメ４０分   

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

あまりの暑さにぐったりするかえるたちは、夕立が降ってきて大はしゃぎ。 

すると遠くの方から、はすの葉のボートに乗ったかえるの少女・ケロコちゃんが流さ 

れてきました。「私は帰ることができるのかしら・・」といって泣くケロコちゃん。 

10ぴきのかえるは、迷子になったケロコちゃんの家探しの旅に出発します！ 

 子どもたちに大人気の 

「10ぴきのかえるシリーズ」です。 

 

（東 映） 

 

 

               （９） 
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むしむし村の仲間たち みんないいとこあるんだよ 

                   アニメ１３分 

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

  外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクター達。 

時には、それぞれの違いが原因で相手を傷つけたり、自分なんてダメなんだと悩ん 

だりもします。でも、誰でも苦手なこともあれば、得意なこともあります。 

大切なのはお互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやること。 

そして仲間と助け合っていくこと。 

 そんなことを、子供達が楽しく学んでいけるアニメーション作品です。 

                           （東 映） 
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ぞくぞく村のオバケたち ミイラのラムさん他 

                          アニメ５２分 

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

 

🌲ミイラのラムさん 

ミイラのラムさんは、お風呂に入るのが大好きです。ただ一度ほうたいをほどいた 

ら最後、こんがらがったり、からまったり大変です！   

🌲魔女のオバタン  

魔女のオバタンは、何だってできます！おまじないはもちろん、ねずみやもぐらと 

話もできます。でも、ほうきにだけはうまくのれません。 

                                 （東 映） 
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 ハムスター倶楽部 ① ドリームスカイ 他４話 

                    アニメ５０分   

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

 

ハムスターの生態や育て方まで分かる動物観察作品としても人気です。 

🌸 ドリーム・スカイ        🌸 ようこそ我が家へ     

🌸 しげっちの食べる寝る遊ぶ     🌸 イタズラっ子vsハムスター     

🌸 恋するえんどーくん 

                                 （岩 波） 
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みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話し 

母をたずねて 他２話         アニメ３４分 
＜対象＞ 幼児～小学生                   ＜所有＞ 一関分館 

🌸母をたずねて  

マルコは遠く離れた国へ働きに行ったお母さんをたずねて一人で旅をします。 

しかし、行く先々に母親はおらず、旅は長いものになります。 

🌸小公子                

🌸十五少年漂流記  

おとうさん、おかあさんも子供の頃に楽しんだ楽しい童話をご家族みんなで楽しめる 

作品です。                             

（岩 波）                                                                                              

（１０） 
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トムとジェリー メリークリスマス他７話 

                           アニメ６０分 
＜対象＞ 幼児～小学生                    ＜所有＞ 江刺分館 

 

🌸メリークリスマス （第１４回アカデミー賞ノミネート） 

 🌸トラになったトム 

🌸恋ははかなく 

 🌸命の恩人 

🌸台所戦争 （第２１回アカデミー賞受賞） 

🌸仲良し同盟 

🌸なかよし 

 🌸トムのガールフレンド                    （岩 波） 
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しあわせの王子              
アニメ１９分  

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

🎖教育映画祭最優秀作品賞・文部科学大臣賞・厚生労働大臣賞🎖 

 

ある港町に『しあわせの王子』の銅像が立っていた。瞳にサファイア、剣にルビー、 

体に金箔がはられ、銅像は金色に美しく輝いていた。 

ある日のこと、冬に備えて南へ向かう一羽のツバメが銅像の足下で羽を休めていると 

よく晴れた夜空からしずくが一つ二つと落ちてきた。 

ツバメが驚いて見上げると、銅像の目から大粒の涙があふれ・・・。 

（北 星） 
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いじめと戦おう！～私たちにできること～小学生篇         
実 録 ２１分 

＜対象＞ 小学校中・高学年向け（特別活動・道徳）～一般 

                               ＜所有＞ 水沢本館 

  

「アナタ（傍観者）が変われば、クラスは変わる・・・」 

“いじめの図式”（加害者、被害者、傍観者）を崩す＝それは“いじめと戦う" 

新しいカタチ。 

原案は、ホームページﾞ「いじめと戦おう！～対策と克服法～」 

１日に２５００人以上が訪れる人気サイトをドラマ化。 

２０１１年には書籍も小学館から出版され、全国学校図書館協議会選定図書にもなっ 

ています。鑑賞した児童がいじめの、当事者、被害者、傍観者の立場を理解し、考えるこ

とができるドラマ形式の教材です。                    

（東 映） 

                                                                                                                                                  

 

（１１） 
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親や先生が知らない！ 

子 供 防 犯 ス ク ー ル 連 れ 去 り ・ 誘 拐 編            

実 録 ２４分 
＜対象＞ 小学校高学年～中学校向け（生徒指導・特別活動・道徳） 

保護者・教員向け研修                    

＜所有＞ 一関分館 

子供たちを襲う卑劣な犯罪、連れ去り、誘拐、その数は年々増加傾向にあり、 

1年間に２００件以上、つまり、２日に１件という驚くべきスピードで起きています。 

さらに犯行の目的が、身代金の要求から性的ないたずらなどに変わってきており、 

未解決の事件も増えています。 

 この作品では、架空の学校「子供防犯スクール」を舞台に、専門家が近年発生した 

誘拐事例の原因や対策についてわかりやすく解説しており、子供たちと保護者・教員 

が一緒になって学ぶことができる防犯教材です。 

 

🌸防犯の新しい考え方-犯罪機械論    🌸危険な景色の見極め方 

🌸危険な景色とは？           🌸地域安全マップの作り方 

                                  

                                   （東 映） 
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天狗のかくれ里            アニメ５７分 

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

  

東京都墨田区に住んでいる小学五年生のマコトは夏休みを利用して田舎のおばあち 

ゃんの家へ行くことになった。そこには、マコトより1つ年上のミカという大変元気 

な女の子がいた。2人は村の畑を荒らしまわるイノシシを退治しようとして森へ入っ 

ていくが、いつの間にか人が入ってはいけない「天狗の結界」を超えてしまう・・・ 

知っているようで知らない、「天狗」ってなんだろう？ 

ここから2人の不思議な冒険が始まります。 

  劇団ふるさときゃらばんのミュージカルがアニメになった、環境問題に鋭く迫る 

話題作です。  

  （電 通） 
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いじめと戦おう！～もしもあの日に戻れたら～中学生篇～  
                     実 録２３分 

＜対象＞ 中学生向け-特別活動 道徳～一般         ＜所有＞ 千厩分館 

 

いじめによる中学生の自殺報道が相次ぎ、全国的に子どもの命や尊厳を守るための 

 取組みが必要とされています。 

  いじめはどのようにして起こり、どうすれば防げるのかは保護者や大きなテーマと 

もいえます。この教材は、鑑賞した生徒がいじめのメカニズムや対策を自分の身に置 

き換えて考えることができるドラマ形式の教材です。 

  いじめられっ子の立場だけでなく、傍観してしまっている生徒たちがいかにして、 

クラスの「いじめの構図」を崩せるかという視点を中心に、いじめ問題全体について 

話し合うために活用いただけます。                  

（東 映） 

 

 

（１２） 
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不審者がいたら、どうする？-自分を守る正しい行動を身につける-   
実 録１９分       

＜対象＞ 中学生向け 防犯教育              ＜所有＞ 水沢本館 

 

（文部科学省選定） 

刃物で襲われるなど、中学生が犯罪に巻き込まれる事件が後を絶ちません。 

そのため、自分の身近に犯罪の危険が潜んでいることを知り、自分で自分を守る強 

い意志を持つこと。そして、危険を予測して回避する方法を身につけること。 

更に、友だちや周りの大人と助け合って身を守ることが大切です。 

 

➀犯罪者の心理にせまる-犯罪者は何を考え、どう行動するか？- 

②怪しい人をどう見分けるか？ 

③危ない場所とは？ 

④実際に襲われたらどう対処するか-緊急時の対処- 

⓹友達や周りの人たちと助け合って身を守ろう           

 （映学社） 
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未来-ＳＮＳの罠-                   実 録１８分 

＜対象＞中学生・高校生～一般                 ＜所有＞ 一関分館 

 

いじめ、危険ドラッグ、違法サイトへのアクセス・・。いまその温床となっているの 

が、ＳＮＳともいわれています。不特定多数へ情報発信でき、誰からのものかも、真偽 

も判然としない情報が児童・生徒の携帯端末に広がっています。 

その中で、子どもたち自身、ＳＮＳとどう付き合い、向き合っていくのかが問われて 

います。本作品は、現役の中学生・高校生がＳＮＳを利用して広がる、いじめ、危険ド 

ラッグへのアクセスについて、その要因と自分たち生徒がとるべき対応について、体験 

を交え、話し合い、問題解決のヒントを探ります。 

                                （東 映） 

DVD教材 

 

 

 

長崎の記憶 幻の原爆フィルムで歩く長崎     実 録３７分 

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

１９４５年、８月９日、長崎で何が起きたのか。 

  あの惨劇が現実に人間の生活の上に起きた出来事であり、人間が生き、死に、傷み、 

苦しんだこと今も苦しみ続けていること。 

この作品は、長崎に原爆が投下されて2か月。日本人の手で撮影されました。 

被爆者の証言を交えながら、当時を振り返ります。 

日本映画社のスタッフが撮影したフィルムには、治療を受ける人々や医師と看護師、 

焼き尽くされた建物、瓦礫に埋まる町の様子が写し出されています。     

このフィルムは1９４６年「広島・長崎における原子爆弾の効果」という映画とな 

り海を渡り、米軍の教材になりました。 

 

➀浦上天主堂 ②新興善救護所 ③鎮西学院 ④爆心地 ⑤浦上刑務支所 

⓺城山国民学校 ⑦三菱兵器製作所大橋工場 ⑧長崎医科大学  

⑨三菱長崎製鋼所 ⑩交通機関 

                                               

（岩 波） 

 

（１３） 
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がんばってます！自主防災 地域の力で減災 

                       実 録２５分 
＜対象＞ 一般～高齢者                    ＜所有＞ 千厩分館 

   

  （防火防災教育ＤＶＤ・全国消防長会推薦） 

大規模災害の発生直後、初期消火、人命救助などで、大きな役割を果たすのが、地域 

住民でつくる自主防災組織です。阪神・淡路大震災を機に、全国各地で結成されてい 

ますが、組織の多くは名前だけで定期的な訓練をしていないと明かすところも少なく 

ありません。 

いざという時、被害を最小限にくい止めることができるのは、近隣住民のネットワー 

クです。この作品は、工夫しながら活動している自主防災組織を取り上げ、実践型の 

訓練とは何か、組織を磨いていくこととは何かを描いていて、自主防災組織づくりを 

学ぶには最適な教材となっています。 

■最近、重要視されている自主防災組織とは？ 

■過去の災害で自主防災組織が力を発揮した実例 

■都会の自主防災組織の活動 

■災害時要援護者の支援は？ 

■防災訓練 多くの人に参加してもらうために          （映学社） 
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「私は大丈夫」その自信が危ない！  

プリペイドカード詐欺・マイナンバー便乗詐欺・老人ホーム入居権詐欺              

実 録２４分 
＜対象＞ 一般～高齢者                    ＜所有＞ 水沢本館 

 

 （文部科学省選定・消費者教育ＤＶＤ） 

電話などで嘘を言って信じ込ませ、金銭を騙し取る「特殊詐欺」事件が後を絶ちませ 

ん。被害者の多くは６０代、７０代の高齢者です。子供や孫を装う「オレオレ詐欺」 

以外に、金融商品の取引を装う詐欺も急増しています。特にネットを積極的に使う 

「アクティブシニア」（仕事をリタイアした後も趣味や旅行、スポーツなどで元気に活 

動する高齢者）が、ネット詐欺の被害に遭っているケースが目立ってきています。 

これらの被害を食い止める方法を示唆する作品です。 

■プリペイドカード詐欺   ■マイナンバー便乗詐欺  

■老人ホーム入居権詐欺   ■被害に遭わないために  

       （映学社） 
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三遊亭小遊三の 高齢者の交通安全  

           実 録１７分 
＜対象＞ 一般～高齢者                   ＜所有＞ 一関分館 

   

交通事故の死者数に占める６５歳以上の高齢者の割合が、年々増加しています。 

高齢者が遭いやすい交通事故にはいくつかの特徴が見られ、例えば歩行中の事故のほと 

んどが、高齢者自身による交通ルール違反となっています。そこには、加齢に伴う身体 

能力の低下や心理の変化が大きく関わっています。 

このような事故がなくなることを目的として、本作では三遊亭小遊三師匠を案内役に、

身体能力の衰えを自覚した歩き方と自転車の運転ルールを紹介していきます。 

小遊三師匠の小気味よい話術と、お笑いを交えたストーリー展開で、高齢者のみなさ 

んに交通事故に遭わない行動を、楽しく分かりやすく理解していただける内容となって 

います。 

                                 （東 映） 
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ゆずり葉の頃               劇 画１０２分 

＜対象＞ 一般～高齢者                            ＜所有＞ 江刺分館 

  

（第３６回モスクワ国際映画祭特別招待作品） 

海外で商社に勤める進が帰国した。着物の仕立てをしながら一人で暮らす、老境を迎 

えた母の市子は旅に出ていた。進は、理由も語らず一人旅に出た母を気にかけ、軽井沢 

へと後を追う。市子がかつて疎開していた土地。 

市子には、やり残していたことがあった。今や世界的な画家となった、かつて心を寄 

せていた人が描いた一枚の絵― 

そこには幼い頃の自分が描かれていた。その絵を一目見たい。 

一途な旅路の行方には、思わぬ巡り合わせが待っていた・・・。 

清く澄んだ人々が織りなす、やさしい視点に満ちた心洗われる人間賛歌です。 

「想いを貫く」というこの作品のテーマは、世代を超え全ての人々に向けられた穏やか 

にして熱烈なエールとして届くことでしょう。 

                     （東 映）  
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 エレ二の帰郷                   実 録１２８分 

＜対象＞ 一般～高齢者                  ＜所有＞ 千厩分館 

   

 （２００９年ベルリン映画祭正式出品 ２０１３年東京国際映画祭特別招待作品） 

１９５３年旧ソ連で始まる物語。ローマ、北カザフスタン、シベリア、ニューヨーク、 

トロント、ベルリンなど世界各地を舞台にして、スターリンの死、ウォーターゲート 

事件、ベトナム戦争、ベルリンの壁崩壊と目まぐるしく移り変わる世界の中で繰り広 

げられます。 

－如何なる苦境に陥っても、それでも人は希望を求め、愛する人のもとへと帰郷する－ 

これは、抑圧と動乱の二十世紀を生きたエレ二という女性、そして彼女を愛しつづけた 

男と、彼女が想い続けた男の物語です。 

また、２０世紀最高の映画作家と讃えられた世界的な巨匠テオ・アンゲロプロスの最後 

の作品です。 

（東 映） 
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綾小路きみまろ あれから４０年！爆笑スペシャルライブ 

                           実 録６９分  
＜対象＞ 一般～高齢者                     ＜所有＞ 水沢本館 

 

🌸あれから４０年！爆笑！！傑作集！！！（３４分） 

① あれから４０年！パート1 

② あれから４０年！パート２ 

③ あれから４０年！パート３ 

④ あれから４０年！パート４ 

🌸爆笑！スペシャルライブ！（３５分） 

⑤ 超満員のお客様で大変さわやかなプレッシャーを頂いております 

⑥ 大自然の営みはまさに人生そのものでございます 

⑦ 今日は全部忘れて若い日に帰りましょ 

⑧ 健康が第１でございます ご主人を大切に 奥様を大切に    （岩 波） 

 

（１５） 
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あした順子・ひろし「米寿漫才」 
                    実 録７２分 

＜対象＞ 一般～高齢者                      ＜所有＞ 一関分館 

 

「首投げ」で一世を風靡した元祖・どつき漫才「あした順子・ひろし」の全てをここ 

に集結！ 

🌸オープニング 

🌸あした順子・ひろし爆笑漫才 

🌸質問コーナー 

🌸透視術 

🌸三本締め 

🌸エンディング 

🌸特典映像 インタビュー 

🌸おまけ・鈴々舎馬るこ「初天神」 

🌸おまけ2・鈴々舎やえ馬「桃太郎小話」 

                              （岩 波） 

 

 

 

 

五十音別検索      
 

  【あ】      

      （教 材 名） （対 象） （時間） （所有館） （種類） （内容） 

1 アーサー王物語 小学生～一般 50 水 沢本館 ビデオ アニメ 

2 愛がきこえますか 小学生～一般 54 水 沢本館 フィルム 劇画 

3 愛は海より深く 小学生～一般 55 千 厩分館 フィルム 劇画 

4 愛華ちゃんの地球 小学生～一般 33 
水 沢本館 フィルム 

アニメ 
千 厩分館 ビデオ 

5 愛華ちゃんの地球の秘密 小学生 37 水 沢本館 ビデオ アニメ 

6 アイムヒア 僕はここにいる 中学生～一般 54 水 沢本館 ＤＶＤ 劇画 

7 青の洞門 小学生～一般 20 水 沢本館 ＤＶＤ 劇画 

8 青い目の人形 小学生～一般 30 水 沢本館 ビデオ アニメ 

9 赤いお月さま 小・中学生 45 水 沢本館 フィルム 劇画 

10 あかずきんちゃん 幼児～小学生 19 千 厩分館 ＤＶＤ アニメ 

11 赤ずきんちゃん ちゃんとチェック 小学生～一般 15 江 刺分館 ビデオ アニメ 

12 赤ずきんちゃんと学ぼう！交通ルール 幼児～小学生 14 水 沢本館 ＤＶＤ アニメ 

13 赤ちゃんが生まれるまで 小学生 10 
水 沢本館 フィルム 

実録 
千 厩分館 ビデオ 

14 あかちゃんはどうして生まれるの 小学生～一般 13 水 沢本館 フィルム 実録 

15 明かりになったかたつむり 幼児～小学生 23 水 沢本館 フィルム アニメ 

16 秋のいきもの 小学生 16 水 沢本館 フィルム 実録 

17 あきかんカンカラカンコン 小学生～一般 31 
江 刺分館 

フィルム 劇画 
千 厩分館 

18 あき缶が車いすに 中学生 22 水 沢本館 ビデオ 劇画 

19 秋の野山であそぼう 幼児～小学生 15 水 沢本館 ビデオ 実録 

20 アサーション・トレーニング（中学校） 中学生 75 水 沢本館 ビデオ 実録 

21 アザラシ・タマちゃんの火の用心 幼児～小学生 11 水 沢本館 ビデオ アニメ 

22 あした順子・ひろし「米寿漫才」 一般～高齢者 72 一 関分館 ＤＶＤ 実録 

23 あしたの空は青い空 小学生～一般 46 水沢本館 ＤＶＤ 実録 

24 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 ＤＶＤ アニメ 
 

（１６） 
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