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ＤＶＤ教材  

ＤVD教材 

 サンタさんは大忙し           アニメ１２分   

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

 

 

   遠い遠い、ある国の深い森の中。大忙しで働く人たちがいました。それはサンタさん 

 と森の妖精たちです。世界中の子どもたちにプレゼントを配った後、次の年のクリスマ 

スまで、それはそれは大忙しの一年を送ります。ひょっとすると世界中で一番忙しいの 

は、サンタさんと森の妖精たちかもしれません・・・。 

 サンタさんって、いつもは何をしているのかな？という子どもたちの疑問に答えます。 

 

                          （アニメーション画房わ組） 

ＤVD教材 

 七夕ものがたり                アニメ２０分   

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

 

 

 天の川の川上には、天地すべてをつかさどる天帝がいました。天帝は働き者の織姫に 

美しい織物を織ることを命じ、また彦星には黄金の仔牛を育てることを命じました。 

 それぞれが一生懸命に仕事に取り組んでいたある日、二人は出会います。互いを思い 

あうようになった二人は、遊ぶことに夢中になり、仕事をすっかり忘れてしまいます。 

 それを見た天帝は、二人を叱り、罰として天の川の東と西に離してしまいます・・・。 

                                 （学 研） 

（５） 



ＤVD教材 

 ねぎぼうずのあさたろう 巻之二      アニメ102分   

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

 

 ・其之三 「謎のゆうれい屋敷」     

 ・其之四 「おまんじゅうは恋の味」 

・其之五 「弁天様のくれた赤ん坊」     

 ・其之六 「きゅうべえと磯菊の花」 

（人気絵本作家 飯野和好の楽しい道中物語です。巻之一も所蔵しています。） 

                                  （東 映） 

ＤVD教材 

 むしむし村の交通安全              アニメ１２分   

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

 

 

 幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメーション教材です。 

 子どもたちになじみの深い虫たちがキャラクターになって登場する、明るく楽しいス 

トーリーの中で、歩行者として守るべき交通ルールの基本をわかりやすく解説していき 

ます。                              （岩 波） 

ＤVD教材 

 ドナルド・ダック ８話収録       アニメ６８分   

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

 

 

   ・ドナルド・ダックの駅長さん     ・ドナルド・ダックの海水浴 

 ・ドナルド・ダックのダンス大好き   ・ドナルド・ダックの消防隊長 

・ドナルド・ダックのカメラ大好き   ・ドナルド・ダックの雪合戦 

 ・ドナルド・ダックの透明人間     ・ドナルド・ダックのパイロット 

（岩 波） 

ＤVD教材 
 日本の童話 かぐやひめ・したきりすずめ    

アニメ２３分   
 ＜対象＞ 幼児～小学生                   ＜所有＞ 一関分館 

 

 

 かぐやひめ   むかしむかしおじいさんは光る竹から女の子を見つけました。かぐ 

やひめと名づけられた女の子は、とても美しい女性に成長しました。 

 したきりすずめ おじいさんがかわいがっていた雀は、おばあさんに舌を切られ、に 

        げ出しました。そのすずめを見つけたおじいさんは、お土産をもらい 

ました。                      （岩 波） 

ＤVD教材 
 日本の童話 つるのおんがえし・３年ねたろう    

アニメ２３分  

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

 

 つるのおんがえし 冬のある日、おじいさんが一羽の鶴を助けました。その夜、美し 

い娘がおじいさんの家に一晩泊めてほしいと訪ねてきました。 

やひめと名づけられた女の子は、とても美しい女性に成長しました。 

 ３年ねたろう   寝てばかりいて、村人から「寝太郎」と呼ばれている男がおりま 

した。日照り続きで、食べ物に困ったある日、寝太郎がついに動き 

出します                     （岩 波） 

（６） 



ＤVD教材 

 日本の童話 一休さん・ももたろう    アニメ２３分  

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

 

 一休さん   とんちにすぐれた一休というお坊さんがいました。そのうわさを聞い 

三代将軍足利義満は、とんちくらべをするためにお城に呼び寄せます。 

 絵に描いたトラを縛ってほしいという将軍様。さぁ一休はどうする！ 

ももたろう  ももから生まれた男の子は、桃太郎と名づけられ、おじいさんとおば 

あさんの元ですくすくと大きくなりました。ある日、村で悪さをする鬼 

退治に出かけます。                  （岩 波） 

ＤVD教材 

 世界の童話 ピノキオ・ピーターパン   アニメ２３分  

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

 

 ビノキオ   ゼペットおじいさんが作った木の人形、ピノキオ。良い子にしていれ 

ば人間にしてくれるという女神さまとの約束をなかなか守れません。 

ピーターパン ある夜、ウェンデーと弟たちのところへ夢の島ネバーランドからピー 

ターパンがやってきます。光のこなをあびた兄弟は空を飛べるようになり、

ピーターパンと一緒に夢の国にへ・・・。        （岩 波） 

ＤVD教材 

 世界の童話 シンデレラ・にんぎょ姫  アニメ２３分  

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

 

 シンデレラ  継母とその娘と暮らすシンデレラ。ある日、お城で王子様の結婚相手 

を探すパーティーが開かれました。魔法で美しくなったシンデレラでし 

たが、それも12時まで。ガラスの靴を残しお城をあとにします。 

にんぎょ姫  人間の王子様を好きになってしまったにんぎょ姫。自分の声と引き換 

えに魔女に人間にしてもらいます。しかし、王子様と結婚できなければ、

海に溶けてなくなってしまうと魔女と約束してしまいます。 （岩 波） 

DVD教材 
 世界の童話 フランダースの犬・ジャックと豆の木    

アニメ２３分  

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

 

 フランダースの犬  

やさしいおじいさんと、犬のパトラッシュ、貧しくても仲良く暮らし 

ていたネロ。ある日、おじいさんが天国に行ってしまいます・・・。 

ジャックと豆の木   

魔法の豆をもらったジャック。一日で天までのびた豆の木に登ってい 

くと、そこには人食い鬼の屋敷が・・・。         （岩 波） 

DVD教材 

 あかずきんちゃん           アニメ１９分   

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

 

 

   森の向こうのおばあさんの家にお見舞いに出かけた赤ずきんちゃん。森の中でちょっ 

 と寄り道している間に、先回りしたオオカミがおばあさんの家へ・・・。 

  誘惑に負けない強い心をつちかうことを願って製作されたグリム童話のアニメーショ 

ンです。 

（北 星） 

（７） 



DVD教材 

ねずみくんのチョッキ ② ６話収録   ニメ３８分              

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

 

  ・第１話 またまた！ねずみくんのチョッキ  

  ・第２話 ねずみくんとおんがくかい 

・第３話 ぞうさんとねずみくん    ・第５話 ねずみくんのひみつ  

  ・第４話 ねずみくん ねずみくん   ・第６話 ねずみくんのたんじょうび 

                  （東 映） 

DVD教材 

泣いた赤おに                  アニメ１５分              

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

 

里の人たちと仲よしになりたい赤おには、青おにに相談しました。青おには、赤おに 

 のために名案を思いつきます。その結果、赤おには村の人たちと楽しい日々を過ごすこ 

とができたのですが、だんだん青おにのことが心配になって青おにの家を訪ねます。 

 やさしい赤おにと青おにの友情のお話です。  

（東 映） 

DVD教材 

季節をさがしに！あそびかた発見！春夏秋冬 実録６０分 

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

 

 

 野外では四季折々の草花を見つけて自然に親しみ、室内では自然物を使っていろいろ 

なものを作って遊びます。また季節ごとに様々な伝承遊びをします。 

 例えば、シロツメグサとタンポポのかんむり作り、イタドリでピーピー笛、ノカンゾウのカタツムリ、オシロ 

イバナのパラシュート、マキの葉のちょうちん 他     

（東 映） 

DVD教材 

小学生のための自転車安全教室     実録１７分 

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

 

   

  このＤＶＤは正しい自転車の乗り方を基本からわかりやすく、ていねいに解説してい 

ます。どうして事故が起きるのか、どうすれば事故を防げるのかを明らかにしていきま 

す。典型的な自転車事故を再現したスタントシーンを、ポイントごとに効果的に挿入し、 

子どもたちに事故の恐ろしさを深く印象づけ、交通安全への意識を高める内容になって 

います。 

                                 （東 映） 

DVD教材 

虔十公園林 (宮沢賢治作)         アニメ１８分              

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

 

 宮沢賢治の名作童話「虔十公園林」のアニメ・ドラマ化です。 

 「 虔十公園林って、何？」と孫たちから聞かれて、カラスの勘兵衛は、正直で欲がな 

く働き者だった虔十のことを思い出しました。そして、何十年も経った今、子どもたち 

に虔十の素晴らしさを教えてやらなければと思い、話しはじめます・・・。 

  人の辛さへの共感、自然へのいつくしみ、多くの人に尽くすことの喜び、無償の善意、   

質実剛健な生きざまなどが感じ取られる内容になっています。          （東 映） 

（８） 



DVD教材 
虹のきずな                   アニメ３１分              

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

 

 

 小学校の図書館で読み聞かせのボランティアをしているひかりが出会った中国人の転 

校生・タオロン。つたない日本語が原因でいじめられるようになったタオロンに、ひか 

りは声をかけられずにいました。 

実はひかりには、いじめを傍観した過去がありました。 

そんなふたりが一冊の絵本に出合い、踏み出した一歩とは・・・。   （学 研） 

DVD教材 

 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 実録１８分  

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

 

 小学生が起こす自転車事故は、大半が出合い頭の事故です。子どもは、一時停止や安 

全確認を守ることが不十分なのです。 

このＤＶＤでは、小学生コウ太くんがアニメーションの女性警察官にわかりやすく説 

を明してもらいながら、自転車の交通ルールとマナーま〝５つのポイント〟を学んでい 

く内容になっています。                           （映学社） 

DVD教材 
 がんばれ五色桜                  実録２０分  

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

 

 
 

   

樹齢５００年の五色桜は村人たちの自慢の種です。 

体の弱い小学生の健吉も強くたくましい五色桜のようになりたいと毎日頑張っていま 

 した。 

しかし、少しずつ元気になっていく健吉に比べ、五色桜はどんどん枯れていきます。 

 そこで相談して村人みんなで五色桜の根継ぎをすることになりました・・・。 

                                （北 星） 

DVD教材 

ボクはすぐに逃げたんだ 東日本大震災から学んだこと  実録１４分              

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

 

 東日本大震災以降、子どもたちに災害を生き抜く力を育むことは重要であると叫ばれ 

るようになりました。３月１１日の大震災が発生した時、岩手県釜石市の学校管理下に 

あった小・中学生約３千人が、防災教育によって災害時に生き抜く力を身につけていた 

おかげで、津波に巻き込まれることなく、全員無事に非難することができたからです。 

この作品では、釜石市の小学生が津波避難の三原則を守って、どのように避難したか 

を詳細に描きながら、まず地震が起こった時の身の守り方、そして津波のメカニズムや 

特徴などを織りませて、子どもたちの防災力向上を目的に製作されています。        

（映学社） 

DVD教材 
 中学校保健体育 熱中症の予防と手当   実録1６分  

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

 

 

  熱中症は、部活動の最中など、身近な場面で起こる可能性があります。熱中症を防ぐ 

ためにはどうすればよいのか、また起こった場合しどう手当てすればよいのかを学びま 

す。                               （学 研） 

（９） 



DVD教材 
 悩む子どもの話を聞こう 子どものうつ病と自殺対策     実録２３分  

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

 

 毎年、１０代の子どもたちの５００人以上が自殺しています。いじめが背景にある自 

殺ばかりが報道されると、子どもの自殺が、様々な要因からなる現象だということが見 

えにくくなります。自殺の背景にはいじめだけでなく、子どもの抱えるストレス、心の 

病、家庭的な背景、独特の性格傾向などといった要因が潜んでいます。複雑な背景を探 

ってこそ、自殺の実態に迫ることができ、予防にもつながります。 

                                 （映学社） 

DVD教材 

いじめケース・スタディ みんなで考えよう    実録１６分  

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

 

 いじめには、無視、暴力、プロフ・ブログ・掲示板（学校裏サイト）での誹謗中傷な 

どがあります。ケースによって対処法には違いがあります。本作品は、それぞれのケー 

スに合わせて、どのような対応をすればいじめ被害を解決できるか、保護者や教師にど 

のように相談していけばよいのかを再現ドラマを交え、教育評論家がわかりやすく解説 

しています。                           （東 映） 

DVD教材 3.1１東日本大震災から学ぶ  

津波・命を守る心構え           実録２０分              

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

 

2011年３月１１日に発生した東日本大震災は、想定外の巨大な津波を引き起こし、 

 東北地方沿岸を中心に多くの死者・行方不明者を出しました。この作品は、東日本大震 

 災を取材し、津波という自然災害から命を守っていくためにはどのような知識を持ち、 

どのように行動すべきかを考えます。 

小・中学生約３千人が津波から逃げ切った「釜石の奇跡」はなぜ起こったのか･････。 

釜石で長年防災の指導をしてきた片田敏孝先生にお話を伺います。 

また、津波のメカニズムを解説し、津波から命を守る知恵を伝えます。 （東 映） 

DVD教材 中学生向けコミュニケーション  

自分の考えを伝えよう             実録２０分              
 ＜対象＞ 中学生～一般                    ＜所有＞ 一関分館 

 

 平成２４年度・新学習指導要領では、子どもたちの「生きる力」を育てるという理念 

のもと、思考力、判断力、表現力などの育成が重視されます。グローバル化が進み、今 

後ますます世界を相手に生きていかなければならない子どもたちにとって、相手が納得 

する方法で、理論的にはっきり意見を述べることがいっそう重要になっています。 

 この作品ではそれを上手に伝えるスピーチの仕方を取り上げています。 （映学社） 

DVD教材 
田んぼ 生きものは語る            実録２１分              

 ＜対象＞  一  般                     ＜所有＞ 江刺分館 

 

「田んぼの生きもの調査」から見えてきたもの。 

はるか昔から、私たち人間と共に生き続けてきた生きものの生命が続かなくなるような 

環境変化は、いずれ私たち人間の安全で豊かな生活をも脅かすことになります。 

鳥・虫・魚・人は「田んぼ」でつながっているのです。            （東 映） 

（１０） 



DVD教材 

検証 急増する高齢者の熱中症     実録１９分              

 ＜対象＞  一  般                     ＜所有＞ 千厩分館 

 

 

 

  熱中症により救急搬送される高齢者の数が激増しています。異常気象による厳しい暑 

さが最大の要因ですが、熱中症になる要因を知らずに日常生活や運動を行うなど、無理 

と無知から熱中症を防げなかったケースが後を絶ちません。 

 救急搬送された人のうち６５歳以上の高齢者が半数近くを占め、高齢者の熱中症が大 

きな話題になっています。 

 この作品では、高齢者の身体的な特徴（気温の変化を感じにくい・体温調節機能の衰 

え）や生活習慣（エアコンを好まない方が多い・水分を控えがち）などを検証しながら 

熱中症を防ぐ方法、熱中症になってしまった時の対処法などをわかりやすく解説してい 

ます。                              （映学社） 

DVD教材 

阿藤快のあっ、と撃退！悪質商法    実録２２分 

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

 

 

 高齢者被害が増加し続けています。被害の回復が困難なケースが増えてきており、被 

害防止がますます重要になってきています。３.１１の東日本大震災をネタにする「押し 

買い」や「無料で耐震検査」「水質検査」など、 その時々の話題になった出来事や関心 

事を巧みに利用し騙す悪質な業者が後を絶ちません。 

 またオレオレ詐欺や儲け話を持ちかけ騙す手口も日々進化しています。 

この作品では悪質商法の被害にあわないためには悪質な業者（敵）を知ること、そし 

てご近所や周囲の人たちの交流を密にすることの大事さを描きます。 

 （東 映） 

DVD教材 

放射性物質の光と影          実録２６分 

 ＜対象＞  一  般                     ＜所有＞ 一関分館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東日本大震災による福島第一原発の事故以来、「放射能」や「放射線」の汚染など生 

活の中への影響が問題となっています。ところが、今回の原発事故が起きるまで、放射 

能についてはよく知らなかったという人が多いのではないでしょうか？  

放射線は恐ろしいものとのイメージが強いものですが、病気の発見やがん治療に欠か 

せない側面もあります。放射線の特質をよく知り、その利用を学ぶことも大切なことです。 

そこでこの作品では、放射線物質の放射能と放射線の違いや、その種類をよく理解し、 

さらに生活の中で役に立っている放射線（医療や化学分析、非破壊検査など）について 

も広く紹介します。また、原発事故で放出された放射線が体にどう影響するのかについ 

ても検証します。 

そして、放射線の被ばくから身を守る正しい方法なども取り上げ、放射線や放射能に 

関する正しい知識を持って、噂や風評に流されないよう的確な判断力を持つ必要性を強 

く訴えていきます。 

（映学社） 
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