
ＤＶＤ教材  

ＤVD教材 

 

 

 

 

サンリオしつけＤＶＤ                          アニメ１０分×４話 

ハローキティといっしょ がまんできるよ（４話入り） 
＜対象＞ 幼児（３歳から）                   ＜所有＞ 水沢本館 

乳幼児期に身につけさせたいしつけはたくさんあります。子供から大人まで、ビデオ

を見ながら考えることができる作品です。きっと「ルールは守らなくちゃいけないね」「あ

いさつってきもちがいいね」と、子供自身から気がついてくれるでしょう。 

第１話 がまんできるよ   

第２話 ごめんねいえる   
第３話 なかよくあそぼう  
第4 話 きちんとしょくじ                      （東 映） 
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狼 森 と ざ る 森 、 ぬ す と 森 （ 宮 沢 賢 治 作 品 ） 
アニメ19 分 

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

  
岩手山のふもとの森と人間たちの交流を描いています。自然と人間との大らかで豊かなふれ

あいの物語。賢治は、岩手山麓に実在する森を舞台に、昔の開拓農民の苦労と自然への畏敬

の念を、季節ごとの労働と景観美のなかに描きました。そこには、人間の営みは自然の力に

よって支えられていることが民話風に語られています。 
                                  （東 映） 
 

ＤVD教材 

 

 
  

おじゃる丸 ちっちゃいものの大きなちから   アニメ11 分  

＜対象＞ 幼児～小学校低学年向け                ＜所有＞ 江刺分館 

 

・２０２０年全面改訂される新しい学習指導要領の「特別の教科・道徳」の指導用教材と

して、また行事やイベント等でも子供たちが楽しく参加できる教材として活用できます。 

 

特別の教科 道徳（１学年・２学年） 

Ｂ 主として人との関わりに関すること 

♢身近にいる人に温かい心で接し、親切にすること。 

♢家族など日頃世話になっている人々に感謝すること。 

♢気持ちのより挨拶 言葉遣い 動作などに心掛けて 明るく接すること。 

♢友達と仲良くし、助けあうこと。               （東 映） 

 

ＤVD教材 

 

 三太郎とかぐや姫の交通安全         アニメ１４分 

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

 

「浦島太郎が竜宮城から戻ってくると、友達の桃太郎・金太郎・かぐや姫が浜辺に出迎え

てくれました。浦島は玉手箱を抱えています。「それは何？」金太郎がすかさず取り上げ、開

けてみると・・。気がつくと、４人は１０００年後の現在の日本へと来てしまったのです。」 

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメです。現代の日本にタイムスリップした浦

島太郎たちが、乙姫様のいるレストラン竜宮に向かう道中で、道路の歩き方や横断歩道の渡

り方を学んでいきます。子どもたちが、交通ルールを守ることの大切さを楽しく学べる作品

です。 

                                （東 映） 

                                          

               （１１）   



ＤVD教材 

 

忍たま乱太郎のがんばるしかないさ シリーズ 
                  アニメ１０分×３話  

＜対象＞ 幼児～小学生低学年向け                ＜所有＞ 水沢本館 

 

２０２０年全面改訂される新しい学習指導要領のなかの「特別の教科・道徳」の指導用教

材として、また行事やイベントなどでも楽しく学べる教材です。 

特別の教科道徳（１・２学年） 

１・「よいと思うことをおこなう」野外活動で公園にでかけた忍たま三人組が困っている人

を助けたり、行列のマナー、ゴミ捨てのルール等体験し学びます。 
 ２・「あたたかい心でしんせつにする」漁船から魚を受け取るというお使いに出発した忍

たま三人組は、老女や少年と出会い温かい心遣いや親切を学びます。 
 ３・「きまりを守って協力しあう」約束事を忘れて自分勝手に行動してしまう忍たま三人組

食事当番で、失敗をしてしまうが、仲間たちの協力でカレーが完成します。 
                                  （東 映） 
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さかなたちのふしぎ わくわく海のいきものＤＶＤ   実 録３０分 

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

 
海の中のさかなたちのひみつをきれいな映像で楽しく学べるＤＶＤです。 
・たすけあいをするさかな  ・どくをもっているさかな ・フグのなかま 
・サンゴのちかくにすむさかな  ・あたまにコブがあるさかな ・コバンザメ 
・むれをつくるさかな  ・かくれみのめいじん  ・こそだてをするさかな 
・おやこやオスとメスでいろやかたちがちがうさかな ・さかなたちのひみつ 
 

（クマノミ・ホンソメワケベラ・フタスジリュウキュウスズメダイ・フウライチョウウオ 

ツノダシ・ムレハタタテダイ・ウメイロモドキ・ギンガメアジ・ゴンズイ・バラクーダ 

ミノカサゴ・カンムリブダイ・ナポレオンフィッシュ・コクテンフグ・キタマクラ 

・ハリセンボン・コバンザメ・ヒラメ・メイタガレイ など）      （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シリーズ 

かぐやひめ・さるかにがっせん・ぶんぶくちゃがま 全３話  

                   アニメ２４分 

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

   
おとうさん、おかあさんも子供の頃に楽しんだ童話ご家族みんなでお楽しみください。 

  １・かぐやひめ 
  ２・さるかにがっせん 
  １・ぶんぶくちゃがま 

                           （岩 波） 
ＤVD教材 

 

みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話しシリーズ 

ジャックとまめの木・三銃士・王様の耳はロバの耳 全３話 

                          アニメ３４分 

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

 おとうさん、おかあさんも子供の頃に楽しんだ童話ご家族みんなでお楽しみください。 

 1・ジャックと豆の木 

 2・三銃士 

 3・王さまの耳はロバの耳 

 

（１２） 



DVD教財 

 

ズッコケ三人組のぼうさい教室～地しんから身を守ろうの巻 

                    アニメ１４分   

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

大地震は、いつどこで起こるかわかりません。もしかしたら、明日起こるかもしれません。

しかし子供たちには、そのことを伝えて「不安にさせる」のではなく、「行動する事」の大切

さを教えることが、何より重要です。 
この作品は、幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ番組で人気の「ズッコケ三人組」

のキャラクター（わんぱくなハチベイ、理論派のハカセ、のんびり屋のモーちゃん）と共に、

「地震が起きたときの命を守る行動」、「被害を未然に防ぐための工夫」など、基本的な防災

知識と防災行動を身に着けていく教材です。 
 

１・モーちゃんの家・緊急地震速報が・・・ ２・住宅街でも地震発生 
３・起震車で、地震体験          ４・地震研究所を訪ねて 
５・身を守る様々な工夫          ６・道路での身の守り方 
７・地震の後は、火の始末も忘れずに    ８・防災訓練の日 
                                 （映学社） 

DVD教材 

 

アンディパンダ＆ウッドペッカー    アニメ６４分 
アンディパンダとウッドペッカーのゆかいなおはなし（全８話） 

                       

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

 
１・アンディ・パンダ           ２・フィッシュ・フライ 
３・リンゴの誘惑             ４・アンディ交響楽団 
５・アンディのプレゼント         ６・キツツキとパンダ一家 
７・アンディとペッカーのショパン演奏会  ８・パーティ荒らし 
                                （岩 波） 
                                                 

ＤVD教材 

 

 

キャスパー（Casper） ゆかいなオバケのおともだち 
                           アニメ５０分 

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

１・ジャングルの動物たち      ２・北の国のキャスパー 
３・しっぽの使い方         ４・羊さん救出大作戦 
５・食いしん坊の七面鳥       ６・カウボーイとオバケ 
７・ゾウも風邪をひく？       ８・楽しいクリスマス 
                                （岩 波） 

DVD教材 

 

 

ジャングル大帝⑤故郷（ふるさと）    アニメ24 分    

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

🌸手塚治虫アニメワールド ジャングル大帝シリーズ ⑤故郷 

 

トニーとココの案内でパンジャの森に入ったレオ。その平和な森に突如ジェット機 

が墜落、あたりは火の海となる。 

火災の中で、レオは草薬を探しに来ていた若い娘ライオンのライヤと出会う。森の長老 

クロサイ爺さんからの情報を頼りに滝の上の草薬を取ることに成功するレオは、とっさの 

アイディアで滝の岩を崩し、パンジャの森に大水を導くことによって火を消し止めるのだ

った。そして、レオは墜落した飛行機を住居に森に住む決心をした・・   

（学 研） 

 

               （１３）   
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ジャングル大帝⑤故郷（ふるさと）  バリアフリー版      
              アニメ24 分 

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

●手塚治虫アニメワールド ジャングル大帝シリーズ ⑤故郷 

バリアフリー版（字幕スーパー・音声ガイド（副音声）付） 

                                 （学 研） 

DVD教材 

 

 

 

ぞくぞく村のオバケたち②ちびっこおばけグー・スー・ピー他１話 

                   アニメ ４０分 
＜対象＞ 幼児～小学校低学年                ＜所有＞ 一関分館 

●ちびっこおばけグー・スー・ピー 

ちびっこおばけグー・スー・ピーのおじいちゃんは、おしゃれなおばけ。 

なくした指輪をさがすために魔女のオバタンをたずねたのですが・・！？ 

●小鬼のゴブリン 

七つ子が生まれて、てんてこまいのゴブリンさん家に、ベビーシッターがやってきま

した。でも、どこかが変！？七つ子たちの運命は・・・？ 

                               （東 映） 

ＤＶD 教材 

 

 

チ ッ プ と デ ー ル ～ リ ス の 山 小 屋 合 戦 ～ ８ 話 収 録          
アニメ５６分 

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

冬やクリスマスのイベントに上映できるお話です。 

・リスの山小屋合戦    ・リスの住宅難  ・リスの食糧難 

・リスのコールタール騒動 ・リスとヒヨコ  ・リスの雪かき 

  ・リスのテストパイロット ・プルートのクリスマスツリー 

（岩 波） 

DVD教材 

 

 

 

トムとジェリー ～星空の音楽会～  ８話収録  

アニメ６０分 
＜対象＞ 幼児～小学生                   ＜所有＞ 千厩分館 

   

・星空の音楽会 ・イタズラキツツキ（第２２回アカデミー賞ノミネート） 

・恋のとりこ   ・お化け騒動    ・ショックで直せ  ・共同作戦 

・ジェリーと金魚   ・玉つきゲームは楽しいね 

（岩 波） 

DVD教材 

 

 

 

ミッキーマウス ～ミッキーのゴルフ～ ８話収録 

アニメ５２分 

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

・ミッキーのゴルフ  ・プルートの魔法のランプ   ・プルートのユートピア 

・プルートの誕生祝い ・プルートのクリスマスツリー ・プルートの悩み 

・プルートの南米旅行 ・ミッキーのアカデミー候補者パレード※ 

※スペシャル特典映像ミッキーマウスの貴重な初カラー短編アニメ 

    １９３２年のアカデミー賞授賞式の催しとして公開されたミッキーマウス初の 

カラー作品。６０年以上行方不明になっていた事から「幻の作品」とされていた 

貴重なアニメ。ミッキーのパンツが緑色なのにも注目。   （岩 波） 

               （１４）   
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災害ケーススタディ～とっさの判断！君ならどうする？～                
アニメ８７分 

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

 
東日本大震災を始め、竜巻や噴火、土砂崩れなど日本各地で災害が頻発しています。 
この教材は、アニメ形式で１０才と９才の小学生が登場します。防災について日頃か 
ら子供たちが自覚的に行動し、避難行動をすすめられるよう、ケーススタディとして 
想定しその場でどうすべきか考えさせる、実践的な内容になっています。 
●メニュー1 
◎地震だ！身を守れ！  

・教室にて（４分４８秒）・通学路にて（５分）・自宅にて（５分５７秒） 
・ロングバージョン（９分１８秒） 

◎津波だ！身を守れ！ 
・通学路にて（６分２４秒）  ・公園にて（7 分35 秒） 
・ロングバージョン（１２分４０秒） 

●メニュー２ 

「台風だ！身を守れ！ 台風・集中ごう雨・土砂災害」（７分５０秒） 
「雷・たつまきから身を守れ！」（８分４８秒） 
「雪害を学び身を守れ！」（９分１９秒） 
「火山を学び身を守れ！」（８分１５秒）                

（東 映） 
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知 っ て 防 ご う 熱 中 症 【 児 童 向 け 】       

実 録１８分 

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

熱中症になる原因、症状、対処法を、児童の目線でクイズをとりいれながら知ること 

ができます。夏の日常生活や運動でどのように気をつければいいかを、７歳の児童が 

実際に熱中症になった例をまじえて解説しています。 

・増えている子供の熱中症・暑くなる地球  ・熱中症のしくみ 

・熱中症にかかったら、どうなるの？    ・熱中症にかかったときの対処法 

・熱中症を防ぐ方法 

                                            （映学社） 

DVD教材 

 

 

やさしいオオカミ         アニメ１５分 

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

 

—「いじめ」られ続けた気弱なオオカミが見せたやさしさ・・・ 

本当の強さとは何かを問いかける作品ですー 

岩山の頂上で、オオカミは泣いています。僕は、羊よりも臆病で、気の弱いダメな 

オオカミだ・・強くなりたいと。そんなとき、「お前は臆病でも気が弱いのでもない。 

心がやさしいのだ」と声が聞こえてきました。目の前の満月からです。 

「やさしい心は、何より大切だ。恥じることではない。いくら強くて威張ってみた所で、

トラやクマに倒される。トラやクマがどんなに強くても、人間に倒される。暴力とはそ 

ういうものだ。猟犬は、おまえのやさしさを知って吠えるのをやめ、猟師は銃をおろした。

おまえが強いオオカミで、犬と戦い人間に牙をむいていれば銃でうたれていただろう。 

強いことが良いことではない。だがやさしさは、弱いものを守り、自分を守る。それでも、

やさしいより強いほうがいいか？」 

オオカミが首を振ると、満月が少し微笑んだように見えました。 

（あらすじより抜粋）                         

（東 映） 

               （１５）   
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４カ国語を学ぶバイリンガル知育ソフト 

世 界 名 作 童 話 集 ④  ふ し ぎ の 国 の ア リ ス  他 ２ 話  

アニメ４５分 
＜対象＞小学生～一般                   ＜所有＞ 水沢本館 

 

日本語・英語・中国語・韓国語の音声と字幕を自由に組み合わせることができ、合計 

１６パターンの再生が可能です。吹き替えは全てプロのネイティブ声優にて収録して 

います。 

 子どもから大人まで楽しく４カ国語が学べるアニメーションです。 

■ふしぎの国のアリス（ルイス・キャロル） 

■小公女（バーネット） 

■アラジンとまほうのランプ（アラビアンナイトー千一夜物語） 

（岩 波） 
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学校生活を快適に過ごすためのルール 

 ～メンタルヘルスへのアプローチ～      実 録２２分 

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

   

ささいな「いじめ」や「暴力」によってもデリケートな子どもは傷つき、学習意欲 

を失います。子供たちのちょっとした気づかいで、荒れるこころを修復できます。 

この作品は子どもたち自身が持っている自己修復力が高まるよう制作されています。 

 

・怒りが「暴力」に転じるのを回避するには  ・暴力的な子と仲良しになるには 

・仲間はずれをつくらないようにするには  ・自分にいやけがさしたら  

                                 （岩 波） 
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ズッコケロボの自転車の交通安全       実 録１６分 

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

 

自転車は便利な乗り物ですが、安全に運転しないと重大な事故を起こす危険があり 

ます。この作品は、子どもたちに自転車の交通ルールをわかりやすく伝えます。 

また、ルールを無視した時にどのような危険があるかを、3ＤＣＧのキャラクターで 

再現することによって、理解を促します。 

                     （岩 波） 

 

DVD教材 

 

 

 バイリンガル世界の童話 青いとり THE BLUE BIRD  
                                  アニメ２０分 

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

 
世界の名作童話「青いとり」を、メインメニューから日本語音声、英語音声の２種類 

と、日本語字幕、英語字幕、字幕なしの３種類の字幕モードを組み合わせて再生する 

ことができます。映像による豊かな情操教育を目的に制作されたアニメシリーズ作品です。 

アニメ化することで現代のビジュアル時代に育つこどもたちの夢とロマンと想像力をはぐ

くみます。 

                                 （東 映） 
 

               （１６）   
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季節をさがしに！学びかた発見！春夏秋冬 
                   実録６０分 

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

 
野原や道ばたにある草花のことを学びます。また、季節ごとに見つけた草花や木を 

通じて、古くから伝わる日本の行事や伝統的な習わしを覚えましょう。遊びながら学習 
できる教材です。 

～作り方のてびきより～ 
春〇タンポポの水車・ヨモギの草だんご・ツバキのおひなさま 
夏〇イタドリでピーピー笛・イネワラの馬・トウモロコシのお人形 
秋〇メヒシバのはかり・クズのとんぼ・クズのかんむり・ススキのミミズク 
冬〇イチョウのいぬ・マツバずもう                 （岩 波） 
 

DVD教材 

 

 

涙に浮かぶ記憶～戦争を次世代へ伝えて～ 
                    実 録２８分 

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

 

数年前、修学旅行で長崎を訪れた中学生が語りべの被爆者に「死に損ない」とのの 

しる出来事がありました。そのことをきっかけに、ある中学３年生の女の子が、「戦争を 

次世代へ伝えて」という作文を書き、法務大臣賞を受賞しました。この作品は、その作 

文を脚色し映像化したものです。 

  今、戦争体験を語る「生き証人」は減少の一途を辿っており、戦争を観念的に捉える 

世代も増え、勇ましい発言をもてはやす風潮がみられるようになりました。 

しかし先の大戦で日本は、アジア諸国に戦火をひろげ、多くの犠牲者を出したことを 

忘れてはいけません。310 万人もの日本人が亡くなり、アジア諸国では1,900 万人以 

上の人々が命を奪われてしまいました。 

この作品は、「なぜ日本は戦争を止められなかったのか」その疑問を中学3 年生の女の 

子が、戦争体験者の曽祖父から聞き出しながら戦争への拡大の足跡を資料映像で辿って 

いくものです。平和は与えられるものではなく、一人ひとりが作り上げていくものであ 

ることを訴えます。 

 

■戦後70 年を迎える長崎で     ■なぜ日本は戦争に進んだのか 

■戦士が美徳とされた時代の異様さ  ■過去の過ちを繰り 

                                （映学社） 
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食品の表示と安全を学ぼう！科学的に考える力を身につける 

                  実 録２５分 

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

私たちが適切に食品を選択するためには、食品の表示を正しく読み取り、食品の 

安全について正しく理解することが大切せす。そのために、本作品ではまず身近な 

食品の表示の例を示して、食品表示の基本ルールを説明します。食品の安全につい 

ては、食品添加物の役割やその安全基準のメカニズムを、専門家の解説と図や表を 

交え、分かりやすく描いていきます。食品の安全について、誤った情報に惑わされ 

ず自分の頭で考え、科学的根拠に基づき判断できる力を養うことをねらいとしてい 

ます。 

 ■オープニング ■食品表示を知ろう 食品添加物について知ろう 

 ■安全な食べ物ってなんだろう？ ■バランスのいい食生活を！ 

                               （東 映） 

 

               （１７）   
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ハルをさがして            劇 画９３分 

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

誰にでもきっとある「あの夏の日」。東京から福島へ。失ったものを取り戻す、ひと夏 
の冒険。～３．１１後の僕らのスタンド・バイミー～ 
震災後の福島を舞台に、ひと夏の経験を通して少年少女たちの「成長」という普遍的な 
テーマが描かれた作品。主なロケ地は福島県いわき市と福島県田村郡小野町。 

（岩 波） 

DVD教材 

 

 

インターネットと個人情報～自分自身を守るポイント～ 

                   実録２０分 

＜対象＞中学生～高校生                    ＜所有＞ 水沢本館 

 
スマートフォンやゲーム機で、子どもが簡単にインターネットへアクセスできる時代—。

昔では考えられなかったような事件に、子どもが巻き込まれる可能性が増えてきました。 
その背景にあるのが、「個人情報の漏洩」です。こうした中で、今、子どもに正しく個人 
情報への意識を持たせることが、重要になってきているのです。 

・ＩＤとパスワードとは     ・情報を盗むネットの罠 
・マイナンバーと                        （映学社） 

 

DVD教材 

スポーツ事故を防ぐ 今日も熱中症ゼロへ！実録２０分 

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

  

スポーツ中の事故の中で「熱中症事故」について取り上げており、スポーツ時の熱中 

症はどのようにして起こるのかを解説、症状別に適切な応急処置の方法を提示します。 

また、指導者の立場で配慮すべきことを示します。 

  スポーツや体育活動に取り組む中高生とその指導者に本作品を視聴してもらい、学校 

内で起こる熱中症事故をなくすことを目的としています。 

    ■軽視は禁物！スポーツ時の熱中症 

 ■熱中症はどのようにして起こるのか 

    ■熱中症の種類と応急処置のポイント 

      〇熱失神  〇熱けいれん 〇熱疲労 〇熱射病 

    ■スポーツ時の熱中症を予防するためには           （映学社） 
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 スマホ依存 ～スマホ依存の恐怖とその対策法～ 

                   実 録１２分 
＜対象＞中学生～一般                    ＜所有＞ 江刺分館 

 
日本国民の２人に１人がスマホを利用しているといわれています。スマホ依存の人 

の特徴、依存する原因、そして依存による悪影響を説明しスマホ依存を治すための方 
法を紹介します。 

〇スマホ依存の特徴 

〇スマホ依存の原因 

〇スマホ依存の悪影響 

〇スマホ依存を治す                   （東 映） 

（１８） 
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見過ごしてしまった危険～ストーカー対策のポイント～ 

【女性の防犯ＤＶＤ】            実 録２３分 

＜対象＞ 中学生以上・一般女性向け                 ＜所有＞千厩分館 

ＤＶとストーカーの被害を取り上げ、その実態と、実際に被害に遭ってしまったとき、

被害者自身に何ができるのか、警察や専門機関などからどのような支援や保護を受けられ 
るのかを詳しく解説していきます。 

・多様化するストーキング    ・深刻化するストーキング事件 
・ストーカー規制法       ・つきまとい行為とは？ 
・ストーカー加害者の特徴    ・ストーカーへの対応 
・自分でできること       ・警察や専門機関がしてくれること 

（映学社） 
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綾小路きみまろ爆笑！最新ライブベストセレクション① 

                              実 録７３分 
＜対象＞一般～高齢者向け                     ＜所有＞ 水沢本館 

日本全国を爆笑の渦に巻き込み続ける「爆笑！最新ライブ集」のベストセレクション 
です。 

・「お父さんだよね？」「父さんだよ おまえは誰だ？」確かめあって生きているんだ。 

・若い時、側にいるだけで幸せだった。今、側にいるだけで不整脈。 

・お化粧して、きちんと着替えのできるおばあちゃんが長生きしてる。 

   そのおばあちゃんを追いかけてるおじいちゃんはもっと長生きをする。 

・「毒舌漫談 綾小路きみまろ」 

        （最新未発表ライブ、２０１４年８月～２０１５年３月より） 

（岩 波） 
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 二宮金次郎物語 ～愛と情熱のかぎり～   劇 画115 分 

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

１７８７年（天明７年）相模国（現在の神奈川県小田原市）に、裕福な農家の長男 
 として誕生した二宮金次郎。幼少のころ、近くを流れる酒匂川の氾濫によって二宮家は 

田畑を失い、貧しい生活を余儀なくされる。１４歳のころに父が他界、金次郎が一家を 
支えるも、相次いで母も亡くなってしまい、弟と離れ、叔父の家に身を寄せる。 

逆境の中で体得した経済理念によって、やがて成人となった金次郎は、生家の再興を 

成し、奉公先の財政再建をはかる。これが小田原藩主の目に留まり、荒廃した桜町領 

（現在の栃木県真岡市）の再建を託されることとなる。 

のちに二宮尊徳となって、６００以上の農村の復興、財政立て直しを図る偉業を成し 

遂げる。その基盤は、ここに描かれた苦悩の青年期に集約されている。   

              （岩 波） 
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 名作日本映画 東京物語        劇 画１３６分 

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

小津安二郎監督が、戦後変わりつつある家族の関係をテーマに、人間の生と死までを 

も見つめた深淵なドラマです。故郷の尾道から20 年ぶりに東京へ出てきた老夫婦。 

成人した子どもたちの家を訪ねるが、みなそれぞれの生活に精一杯だった。唯一、戦死 

した次男の未亡人だけが皮肉にも優しい心遣いを示すのだった……。 

家でひとり侘しくたたずむ笠智衆を捉えたショットは映画史上に残る名ラスト・シーン

のひとつです。                         （岩 波） 

 

（１９） 
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 天王寺おばあちゃんゾウ 春子最後の夏 
                    劇 画９９分 

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

 

年老いたゾウと飼育員の最後の日々を追い世界が涙した感動のドキュメンタリー。 

 国内２番目の高齢アジアゾウ・春子は、１９５０年、まだ戦争の爪痕が残る中、タイ 

から大阪の天王寺動物園に来園しました。まだ２歳だった春子は、当時、熱烈な歓迎を 

受け、以来６４年間、大阪の人々に愛されました。しかし、２０１３年、夏は炎天下の 

運動場に出るのを嫌がり始め、冬には、あることが原因で春子の食事を抜く事態が起き 

るなど、人気の陰で飼育員にとって初めての事態が相次ぎました。そして２０１４年、 

春から夏に季節が変わる中、春子に大きな変化が起きます。老いと闘いながら、最後の 

最後までお客さんの前に立ち続けた春子。天国へと旅立つときまでカメラはまわり続け 

ました。 

                                  （東 映） 

DVD教材 

 
運転免許返上！あなたはいつ運転をやめますか？  

実 録17 分 
＜対象＞一般～高齢者向け                    ＜所有＞ 水沢本館 

 

近年、高齢者の事故は年々増加しており、なかでも高齢者が被害者ではなく、加害者側に

まわる割合が、増加の一途をたどっています。 

  警察庁が1998 年、運転免許を自ら公安委員会に返してもらう制度を導入しましたが、 

 返納者の割合はのびていません。この作品は、地方と都市部の条件の違いも説明し、各地の

様々な免許返納者サポート制度などをとりあげています。やみくもに返納を訴えるのではな

く、高齢者が免許を返納しやすい条件と環境の整備が何より重要であることを伝えています。 

                                   （岩 波） 
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土と育つ子どもたち～自由学園初等部日々の生活と学びの記録～ 

                                  実 録54 分 

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

 

東京の郊外に広い地面と大きな木があって、小川も流れている学校があります。 

どの学年も畑を持っていて、種をまいて、 毎日お世話をし、収穫したものは全校のお昼 

のお食事でいただきます。自由学園初等部では、子どもが子どもとして自由に豊かな心 

を育んでいます。 

土にふれ、種をまき、いのちを育む子どもたちが、なんて生き生きとしていることでし 

ょう。なんて喜びにあふれていることでしょう。日々変化し成長する畑のいのちにふれ 

ることを通じて、子どもたち自身のいのちも成長していることが伝わってきます。 

                                 （岩 波） 
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ザ・ニュースペーパーライブ 2015（THE NEWSPAPER LIVE） 

                      実 録184分 

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

かたく暗い話題も笑いに変える、社会風刺コント集団の、2015 年7 月と12 月に銀座博

品館劇場で行われた爆笑ライブを収録。チケット即完売の、超人気爆笑ライブ。 

・アベ演説 ・首相官邸地下室  ・18 歳選挙権  ・報道スペシャル ・ゼウスの悩み 

・福島レポート2015  ・都庁応接室  ・文楽2015  ・自民党パーティー 

・ロシア連邦大統領     ・笑てん 世界サミット 

・インタビューあの人に聞く               他 

                                 （岩 波） 

（２０） 
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 あなたのそばに危険が・・テロから身を守る心がまえ 

                                  実 録24 分 

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

 

世界各地でテロが相次いでいます。フランス・パリの同時多発テロ、イギリス・マン 

チェスターのコンサート会場でのテロなど、テロリストは不特定多数の人々が利用する 

施設を狙い、多くの命を奪っています。特にわが国では、東京五輪・パラリンピックを 

控え、テロ防止に向けた情報収集・分析や、発生時の対処能力など、対策を強化しなけ 

ればならない時期にきています。岩手県でも2019 年ラグビーＷ杯など県内地域が会場 

となる大会も控え、他人事ではなく対応を考えておく必要があります。 

  本作品は一般市民向けに、テロに対する「知識」「予防法」「対処法」を解説しています。

海外で発生している"爆弾・銃撃テロ"と"人質誘拐テロ"、そして日本で起きた「地下鉄サ 

リン事件」のような"化学テロ"を柱として、それぞれのテロの実態と特徴、予防するため 

の心がけとポイント、万一遭遇してしまったときに、生き延びるための対処法について 

紹介しています。 

・世界各地で頻発するテロ  ・爆弾銃撃テロ  ・誘拐  ・化学テロ 

                                 （東 映） 

   

DVD教材 

 

 

 

あの日—この校舎で －五十年前に被爆したナガサキの記憶- 

                    実 録30 分 

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

 

 ■文部省選定厚生省推薦・教育映像祭最優秀作品賞・文部大臣賞・日本紹介映画優秀作品 

         

被爆直後の長崎で救護所にあてられていた小学校で、直接被爆者たちを看護した医療 

従事者たちが、目撃した人体被爆の生々しい状況を具体的に証言します。「原子爆弾の効果」

という専門家による当時の記録フィルムを活用しての映画構成は、原子爆弾がどのよう 

に人間を殺傷し、人類の生命と尊厳を傷つけたかというテーマヘの迫力ある貴重な証言 

となっています。被爆から半世紀、決して風化させてはならない原爆被爆の体験と反核 

への叫びを、日本から世界にアピールをさせ、次の世代へうけつぐための貴重なメッセ 

ージとしての役目を果たしている作品です。 

 

 ※映像に注意を要する場面があるため、中学生以下の視聴はさけてください。                                

（東 映） 
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映像で振り返る 僕らの昭和 ①政治編  
実 録104 分 

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

 

昭和３０年代から５０年代頃の、戦後の日本の政治とはいかなるものだったのかを、 

貴重な記録映像（“朝日ニュース映画"など）で振り返る。 

・保守新党発足へ（1955 年） ・鳩山氏初代総裁に（1956 年） 

・国連へ仲間入り（1956 年） ・岸兄弟内閣成立（1958 年 ） 

 ・ケネディ大統領暗殺さる（1963 年） ・新首相に佐藤さん[1964 年]  

 ・スタ－トした美濃部都政[1967 年 ]   ・激化するベトナム戦争[1968 年] 

・沖縄帰る[1972 年 ]      ・田中内閣誕生[1972 年]   

・田中前首相逮捕－ロッキード事件－[1976 年 ]   他 

 

                                  （岩 波） 

 

（２１） 
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映像で振り返る 僕らの昭和 ②経済・産業編  
実 録102 分 

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

 

昭和３０年代から５０年代頃の、戦後の日本の「経済と産業」はいかなるものだった 

のかを、貴重な記録映像（“朝日ニュース映画"など）で振り返る。 

・日本の道[1955 年 ]     ・自動車ニッポン[1957 年 ] 

・夢去りぬ神武景気[1957 年 ]・関門トンネル開通[1958 年] 

・完成した黒部第四発電所[1963 年] ・いよいよハイウエー時代[1963 年]  

・五輪の新動脈[1964 年 ]  ・コンピュ－タ－時代[1967 年] 

・万国博幕開く[1970 年]   ・ＴＵＫＵＢＡ・ＥＸＰＯ’85[1985 年 ] 他 

                                  （岩 波） 

 

DVD教材 

 

 

映像で振り返る 僕らの昭和 ③社会風俗・事件編  
実 録138 分 

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

 

昭和３０年代から５０年代頃の、戦後の日本の「社会風俗・事件」はいかなるものだ 

ったのかを、貴重な記録映像（“朝日ニュース映画"など）で振り返る。 

 

・フラフープ大流行[1958 年]     ・背のびするテレビ塔[1958 年]  

・後特集 特別号輝く御成婚[1959 年]  ・特集血ぬられた安保条約 [1960 年] 

・一億日本[1967 年]         ・三億円事件[1969 年]   

・三島由起夫の自決[1970 年]     ・ボウリング過熱[1971 年] 

・山荘へ強行突入[1972 年]      ・インベーダーゲーム・考[1979 年]   他 

                                   （岩 波） 
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映像で振り返る僕らの昭和 ④女性・ニューファミリーの時代編 
実 録110 分 

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

昭和３０年代から５０年代頃の、戦後の日本はいかなるものだったのかを、「女性・ニュ

ーファミリー」というキーワードで、戦後昭和の新しいライフスタイルについてを、貴 

重な記録映像（“朝日ニュース映画"など）で振り返る。 

・バスガール[1958 年 ]   ・世界一の児島明子さん（タイトル欠落）[1959 年 ] 
・お母さん大臣売り出す[1960 年 ]・マンモス化の団地住宅[1962 年 ] 
・春だ銀座だニューモード[1964 年 ]・ミニの女王来日[1967 年] 
・ヤングの商法[1972 年 ]  ・原宿シャンゼリゼ[1974 年] 
・千円亭主[1974 年]    ・ウォーターフロント浦安[1988 年]   他 

                                   （岩 波） 

DVD教材 

 

 

映像で振り返る 僕らの昭和 ⑤環境問題編  

実 録119 分 

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

昭和３０年代から５０年代頃の、戦後の経済成長の負の面である公害などの環境問題 

について、貴重な記録映像（“朝日ニュース映画"など）で振り返る。 

・始末に悩む5000 トン[1962 年 ]    ・富士のお山の大掃除[1962 年]  

・夢の島からハエの大群[1965 年]     ・爆音の街[1967 年]      

・公害東京（今週のアングル）[1970 年]   

・東京ゴミ戦争（今週のアングル）[1971 年] ・ナゾの「光化学」[1972 年]  

・節約の知恵－省エネルギーへの期待－[1978 年]   他      

                                   （岩 波） 

（２２） 
 



DVD教材 

 The A-bomb ヒロシマで何が起こったか  

実 録46 分 

 

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

 

原爆投下直後の1945 年秋に広島を撮影した未編集フィルムを元に制作された教育用 

映画です。 

この映画の特徴は、広島の原爆を『熱線』被害、『爆風』被害、『救護活動』、長期にわ 

たる『放射線』被害の４項目に分け、当事者の証言インタビューを織り交ぜながら、原 

爆を知らない若い世代にも分かりやすい内容で伝えていることです。 

特に、重点が置かれたのは従来の兵器と決定的に違う放射線の脅威です。原爆投下直 

後から現れた急性放射線障害や、数年経ってから出てくるガンなどの症状、そして「最 

も若い被爆者」といわれる原爆小頭症患者の現状まで盛り込み、今も続く放射線被害の 

実態を伝えます。 

（日本語版・英語版収録） 

 ※映像に注意を要する場面があるため、中学生以下の視聴はさけてください。 

 

                                   （岩 波） 

 

DVD教材 

 

 

カサブランカ （Casablanca） 

劇 画102 分 

 

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

 

🌸1943 年度アカデミー賞作品賞・監督賞・脚色賞・主演男優賞・助演男優賞他６部門 

ノミネート 

 

舞台は第二次世界対戦時、仏領モロッコのカサブランカ。激動の時代。 

「君の瞳に乾杯」など名台詞の数々。今なお色あせることなく輝き続ける名作ラブストー 

リーです。 

 （※日本語・英語の音声＆字幕対応） 

                                   （岩 波） 

 

DVD教材 

 

 

風とともに去りぬ （GONE WITH THE WIND） 
劇 画212 分 

 

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

 

🌸1939 年度アカデミー賞 作品賞・主演女優賞・助演女優賞・監督賞・脚色賞 

・撮影賞・室内装置賞・編集賞 受賞。 

 

アメリカ南部の大農園の愛娘スカーレット・オハラは16 歳。輝くような若さと美し 

さを満喫し、激しい気性だが言い寄る男には事欠かなかった。しかし、想いを寄せるア 

シュリがメラニーと結婚すると聞いて自棄になり、別の男と結婚したのも束の間、南北 

戦争が勃発。スカーレットの怒濤の人生が幕を開ける——。               

（※日本語・英語の音声＆字幕対応） 

（岩 波） 

 

 

 

（２３） 
 



DVD教材 

 

 

地震！津波！火災！災害時、ドライバーはどう生き残るか 

—忘れない！東日本大震災が教えてくれたことー  

実 録28 分 

 

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

 

地震、津波、火災などの大災害が起きた時、ドライバーはどんな事態に遭遇するのか。 

東日本大震災･被災地のドライバーの皆様にご協力をいただき撮影した貴重な証言に専 

門家の分析や意見、そして実験映像などを加え、災害時にドライバーがどう行動すれば 

よいのかを解り易く描いています。 

１ 地震の場合、ドライバーはどう行動すればいいか 
2 津波の場合、ドライバーはどう行動すればいいか 

3 火災の場合、ドライバーはどう行動すればいいか 

4 緊急事態、人間の心理と行動はどうなるか 

5 普段からの心構えで大切なこと 

6 生き残るために 

                                 （東 映） 
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 水害発生その時！ ～命を守る日頃の備え～ 

実 録22 分 

 

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

 

川はあふれるものです。洪水を防ぐために治水が行われるのですが、完全な治水は 

ありえません。100 年に1 度の集中豪雨は誰にも予測できないものです。 

「まさか自分の所が」という場所で深刻な水害は起こっています。それでは、命や財産 

を水害から守るにはどうすれば良いのでしょうか。現在は行政の災害情報をはじめ、さ 

まざまな情報を取得することが可能です。また、各自治体で作られている洪水ハザード 

マップなどを参考にして、自分の住む土地の地勢を知ることも大切です。しかし、最も 

重要なのは、さまざまな情報を自分のものとして使いこなし、どう行動に活かしていけ 

るかという意識のあり方です。 

                                   （東 映） 
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広島原爆 魂の撮影メモ 

～映画カメラマン鈴木喜代治の記した広島～ 

実 録2８分３０秒 

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

 

-説明できない心、次から次へと自分を追い越していくものがある- 

 

  幻の原爆映画と言われた原爆被災記録映画「広島・長崎における原子爆弾の影響」。 

この映画の生物班の撮影に携わった、カメラマン鈴木喜代治が記した一冊の撮影メモか 

ら、当時の広島の惨状と平和の尊さを伝えます。 

              （第５８回科学技術映像祭 文部科学大臣賞受賞作品） 

 

※映像に注意を要する場面があるため、中学生以下の視聴はさけて下さい。 

 

                                   （岩 波） 

（２４） 
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ファン＆ファンシーフリー（Fun and Fancy Free） 

アニメ７３分 

 

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

 

1947 公開のウォルト・ディズニー・カンパニー製作の長編アニメ。 

レア・ルイスの書下ろし童話『子ぐま物語（ボンゴ）』と、ミッキー、ドナルド、グー 

フィーの３人が登場する『ミッキーのジャックと豆の木（巨人征服）』の短編アニメ２本 

立てを劇中劇で送るディズニー・アニメ。 

 

・第１話  子ぐま物語（ボンゴ） 

・第２話  ミッキーの豆の木 

 

１９４７年/アメリカ/カラー/時間７３分 

 

※本作品は、日本において著作権保護期間の終了した名作映画です。著作権法に定められ

るパブリックドメインの原則に基づき、社会共有財産として利用と普及及び文化継承を

目的として、映像や音声その他の音声は当時のままに、制作されたものです。 

クラシック作品のため、一部映像の乱れ、ノイズがあります。 

 

                                   （岩 波） 
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メイク・マイン・ミュージック (Make Mine Music) 
アニメ６７分 

 

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

 

１９４６年公開のウォルトディズニー・カンパニー製作 

９の短編アニメからなるオムニバス映画 

 

・『青いさざなみ（Blue bayou）』 

・『みんなジャズが好き（All the Cats join in）』 

・『あなたなしでは（Without you）』 

・『猛打者ケイシー(Casey st the bat)』 

・『ふたつのシルエット（Two silhouettes）』 

・『ピーターとおおかみ（Peter and the Wolf）』 

・『君さりし後（After you´ve gone）』 

・『帽子のジョニーとアリスの恋（Johnnie Fedora and Alice Bluebonnet）』 

・『くじらのウィリー（The Whale who wanted to sing at the Met）』 

 

１９４６年/アメリカ/カラー/時間６７分 

 

※本作品は、日本において著作権保護期間の終了した名作映画です。著作権法に定められ

るパブリックドメインの原則に基づき、社会共有財産として利用と普及及び文化継承を

目的として、映像や音声その他の音声は当時のままに、制作したものです。 

クラシック作品のため、一部映像の乱れ、ノイズがあります。 

（岩 波） 

 

（２５） 
 


