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

アーサー王物語 小学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

愛がきこえますか 小学生～一般 54 水　沢本館 フィルム 劇画

愛は海より深く 小学生～一般 55 千　厩分館 フィルム 劇画

水　沢本館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

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

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

青い洞門 小学生～一般 20 水　沢本館 ＤＶＤ 劇画

青い目の人形 小学生～一般 30 水　沢本館 ビデオ アニメ

赤いお月さま 小・中学生 45 水　沢本館 フィルム 劇画

あかずきんちゃん 幼児～小学生 19 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

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

水　沢本館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

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

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

秋のいきもの 小学生 16 水　沢本館 フィルム 実録

江　刺分館

千　厩分館

あき缶が車いすに 中学生 22 水　沢本館 ビデオ 劇画

秋の野山であそぼう 幼児～小学生 15 水　沢本館 ビデオ 実録

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

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

あしたの空は青い空 小学生～一般 46 水　沢本館 フィルム 劇画

あした元気になーれ！ ーはんぶんのさつまいもー 全般 90 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

アジアの呼び声に応えて 中学生～一般 40 水　沢本館 フィルム 実録

ASTRO BOY 鉄腕アトム 小学生～一般 24 一　関分館 ビデオ アニメ

ASTRO BOY 鉄腕アトム(バリアフリー編) 小学生～一般 24 一　関分館 ビデオ アニメ

味わおう！　いろいろな方言 小学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

明日へのパスポート 中学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

明日をきずく 一般 30 一　関分館 フィルム 実録

明日をつくる若者たち 一般 31 一　関分館 フィルム 実録

遊びと人とのかかわり 一般 21 水　沢本館 ビデオ 実録

あたたかい心ありがとう 一般 30 江　刺分館 フィルム 劇画

新しい自分との出合い 一般 34 江　刺分館 フィルム 実録

新しい通信のはたらき 小学生 30 水　沢本館 フィルム 実録

安土桃山の社会と文化 小学生～一般 24 江　刺分館 フィルム 実録

あっ危ない！　必ず止まってみぎひだり 小学生～一般 16 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

あっ!　危ない　きみならどうする 小学生 27 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

あったてんがのぉ　越後の昔はなし 幼児～小学生 30 千　厩分館 フィルム アニメ

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 ビデオ アニメ

阿藤快のあっ、と撃退！悪質商法 一般 22 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

あなたの子育てまちがっていませんか? 一般 25 千　厩分館 フィルム 実録

あなたの志望理由・自己ＰＲは？ ー高校入試面接ー 中学生～一般 23 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

あなたを狙う悪質商法 一般 25 千　厩分館 ビデオ 実録

アニメでわかる！インフルエンザ 小学生～一般 15 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

アニメ落語館　８話収録 小学生～一般 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

あの空のはてに響け 小学生～一般 45 水　沢本館 フィルム 劇画

アパルトヘイトの子どもたち 小学生～一般 30 水　沢本館 フィルム 実録

アフガニスタン難民 中学生～一般 18 一　関分館 ビデオ 実録

アフリカ友情物語 小学生～一般 54 一　関分館 フィルム 劇画

雨をふらせる子熊くん 幼児～小学生 22 水　沢本館 フィルム アニメ

綾小路きみまろ爆笑！エキサイトライブ１集 一般（高齢者） 31 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

綾小路きみまろ爆笑！エキサイトライブ２集 一般（高齢者） 50 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

   10＜ ＞実録

　  あきかんカンカラカンコン 小学生～一般    31＜ ＞フィルム劇画

五十音別検索
　　【あ】

　  愛華ちゃんの地球 小学生～一般    33＜ ＞アニメ

 　 赤ちゃんがうまれるまで 小学生



アラジンと不思議なランプ 幼児～小学生 10 水　沢本館 フィルム アニメ

アラジンと不思議なランプの交通安全 幼児～小学生 12 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

アラスカ友情＆冒険の旅 小学生～一般 45 水　沢本館 フィルム 実録

アラバマ物語 中学生～一般 129 一　関分館 ＤＶＤ 劇画

アリババと４０人の盗賊 小学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

ありがとう 中学生～一般 55 千　厩分館 ビデオ 劇画

ありがとうハーナ 小学生～一般 45 江　刺分館 フィルム 劇画

ある旅立ち 一般 35 一　関分館 フィルム 劇画

千　厩分館

水　沢本館

ある生き方元巨人軍選手中沢さん 中学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

あれはだれ？ 幼児～小学生 10 水　沢本館 フィルム アニメ

阿波狸合戦 小学生～一般 32 千　厩分館 フィルム アニメ

あんじゅとずしおう 小学生～一般 31 水　沢本館 フィルム アニメ

安全な自転車通学のために 中学生 19 水　沢本館 フィルム 実録

安全な農作業をめざして 一般 20 水　沢本館 フィルム 実録

アンネの日記 中学生～一般 25 水　沢本館 フィルム 洋劇画

アンデルセンすずの兵隊さん 幼児～小学生 11 水　沢本館 ビデオ アニメ

アンパンマンとばいきんまん 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

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

生き方と進路 中学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

生きている今を 中学生 20 水　沢本館 フィルム 劇画

生きているってすばらしい 幼児～小学生 20 水　沢本館 フィルム アニメ

生きている日本列島 中学生 30 一　関分館 フィルム 実録

生きているのがこわい 一般 28 水　沢本館 ビデオ 実録

生きてます、１５歳 中学生～一般 22 水　沢本館 ビデオ アニメ

いきものの観察と飼育　こん虫の王者 小学生 30 江　刺分館 ビデオ 実録

いきものの観察と飼育 ーぞうきばやしに集まる虫ー 小学生 30 江　刺分館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

いきものの観察と飼育 ー秋にかつやくする虫ー 小学生 30 江　刺分館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

生きる　1　　性 一般 26 水　沢本館 ビデオ 実録

生きる　2　　誕生 一般 24 水　沢本館 ビデオ 実録

生きる　3　　親子 一般 24 水　沢本館 ビデオ 実録

生きる　4　　挨拶 一般 24 水　沢本館 ビデオ 実録

生きる　5　　争い 一般 24 水　沢本館 ビデオ 実録

生きる　6　　共生 一般 24 水　沢本館 ビデオ 実録

生きる　7　　勇気 一般 24 水　沢本館 ビデオ 実録

生きる　8　　死 一般 24 水　沢本館 ビデオ 実録

いじめケース・スタディ　みんなで考えよう 中学生～一般 16 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

いじめを考える　１巻 中学生～一般 30 水　沢本館 ビデオ 劇画

いじめを考える　２巻 中学生～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

いじめ 一般 36 水　沢本館 フィルム 実録

水　沢本館

千　厩分館

いじめゼロをめざして 中学生～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

いじめっ子いじめられっ子 一般 31 水　沢本館 フィルム 劇画

いじめっこ狼とナナちゃん 幼児～小学生 24 水　沢本館 フィルム アニメ

いじめっこザルと正直カニさん 幼児～小学生 12 一　関分館 ビデオ アニメ

いじめっことあばれんぼう 小・中学生 28 水　沢本館 フィルム 劇画

いじめへの挑戦 中学生～一般 32 水　沢本館 ビデオ 実録

いじわる狐ランボー 幼児～小学生 15 一　関分館 ビデオ アニメ

いじわる狐ランボーのうそ 幼児～小学生 15 江　刺分館 ビデオ アニメ

千　厩分館

水　沢本館

いじわる狐ランボーの秘密 幼児～小学生 15 一　関分館 フィルム アニメ

　　いじめ １４歳のMessage 中学生    21＜ ＞ビデオ アニメ

　　いじわる狐ランボーの涙 幼児～小学生    15＜ ＞フィルムアニメ

　　ある森のお話　るるるのるール 幼児～小学生    16＜ ＞ビデオ アニメ

　　【い】



江　刺分館 フィルム

水　沢本館 ビデオ

石の声 小学生～一般 24 水　沢本館 フィルム アニメ

イソップ物語　欲ばりな犬 幼児～小学生 12 水　沢本館 フィルム アニメ

イソッブ物語①　 ウサギとカメ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

イソッブ物語⑧　 ワシとキツネ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

イソッブ物語⑩　 キツネとヤギ　他 幼児～小学生 22 水　沢本館 ビデオ アニメ

いたずら子ネコ 小学生～一般 45 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

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 ビデオ 劇画

一枚の新聞 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

一輪の花（まあがれっと） 幼児～小学生 6 水　沢本館 フィルム アニメ

いつも一緒に・・・ 中学生 21 水　沢本館 フィルム 実録

いつもと違う日曜日 一般 32 千　厩分館 フィルム 実録

一筆啓上　日本一短い「愛」の手紙 中学生～一般 23 水　沢本館 ビデオ アニメ

いとこ同士 小学生 45 水　沢本館 フィルム 劇画

米作に生きる人々 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

千　厩分館

水　沢本館

いのち 一般 32 千　厩分館 フィルム 劇画

いのちのあさがお 小学生～一般 36 千　厩分館 ビデオ 劇画

いのちの誕生 小学生 14 千　厩分館 フィルム 実録

いのちのつながり 小学生 15 水　沢本館 フィルム 実録

いのちのボランテイァ骨髄移植 中学生～一般 34 一　関分館 ビデオ 実録

いのち輝くとき 小学生～一般 30 水　沢本館 ビデオ 劇画

命を守る安全ドライビング 一般 24 水　沢本館 ビデオ 実録

いのりの手 小学生～一般 18 水　沢本館 フィルム アニメ

今からやろう!生活習慣病の予防 中学生～一般 20 千　厩分館 ビデオ 実録

いわたくんちのおばあちゃん 幼児～小学生 20 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

インターネットの罠 高校生～一般 20 千　厩分館 ビデオ 実録

インフルエンザ 小学生 12 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

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

雨月物語 一般 97 千　厩分館 ＤＶＤ 劇画

うずらちゃんのかくれんぼ 幼児～小学生 10 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

宇宙の音楽をつくろう 小学生 21 水　沢本館 フィルム 実録

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 ビデオ 実録

海からぶたがやってきた 小学生～一般 45 水　沢本館 フィルム アニメ

海ではたらく人たち 小学生～一般 21 水　沢本館 フィルム 実録

瓜ッこ姫とアマンジャク 幼児～小学生 19 一　関分館 フィルム アニメ

うれしい時にも涙がでる 小学生～一般 31 千　厩分館 フィルム 劇画

運動と睡眠　きそく正しい生活 小学生～一般 15 水　沢本館 ビデオ 実録

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

エアロビクスダンス　ＶＯＬ１ 小学生～高校生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

エアロビクスダンス　ＶＯＬ２ 小学生～高校生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

ＡＩＤＳ（エイズ） 中学生～一般 21 水　沢本館 フィルム 実録

エイズの知識と対策 中学生～一般 25 水　沢本館 フィルム 実録

エールを贈るバス 幼児～一般 29 水　沢本館 フィルム 劇画

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高性能自閉症 一般 45 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

一　関分館

千　厩分館

　　【う】

　　【え】

    絵からとびだした猫 幼児～小学生    15＜ ＞フィルムアニメ

　  いじわる狐ランボーの勇気 幼児～小学生    15＜ ＞アニメ

　  稲むらの火 小学生    21＜ ＞フィルムアニメ



絵の楽しい見方とかき方 小・中学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

江戸時代の身分制度 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

ＮＨＫ　サッカー（Ⅰ） 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　サッカー（Ⅱ） 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　ソフトボール（Ⅰ） 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　テニス（Ⅰ） 小学生～高校生 60 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　テニス（Ⅲ） 小学生～高校生 60 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　バスケットボール 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　バドミントン 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　バレーボール 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　剣道 小学生～高校生 60 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　柔道（Ⅰ） 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　柔道（Ⅱ） 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　水泳（Ⅲ） 小学生～高校生 60 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　卓球（Ⅰ） 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

ＮＨＫ　卓球（Ⅱ） 小学生～高校生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

エミリーがやってきた 小学生 43 千　厩分館 フィルム 劇画

えものはどこだ 幼児～小学生 25 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

千　厩分館

江　刺分館

煙突屋ペロー 中学生～一般 23 水　沢本館 ビデオ アニメ

えんぴつくんのおねがい 小学生 15 水　沢本館 フィルム アニメ

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

黄金花 一般 79 江　刺分館 ＤＶＤ 劇画

狼森とざる森　ぬすと森 小学生～一般 20 水　沢本館 フィルム アニメ

老いを生きる 全般 35 江　刺分館 ＤＶＤ 劇画

王さまでかけましょう 幼児～小学生 12 水　沢本館 ビデオ アニメ

王さまの耳はろばの耳 幼児～小学生 30 千　厩分館 フィルム アニメ

おうさまはだれだ 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

雄牛のフェルドナンド 幼児～一般 8 水　沢本館 フィルム アニメ

応急手当の基本　① 一般 25 江　刺分館 ビデオ 実録

応急手当の基本　② 一般 27 江　刺分館 ビデオ 実録

大男とクリスマスツリー 幼児～小学生 13 一　関分館 フィルム アニメ

おおきなかぶ 幼児～小学生 14 一　関分館 ビデオ アニメ

大空へはばたけ 小学生～一般 40 江　刺分館 フィルム 洋劇画

おかあさん 小学生～一般 40 江　刺分館 フィルム 劇画

お母さん、泣かないで 小学生～一般 17 江　刺分館 ビデオ アニメ

お母さんにＶサイン 小学生～一般 45 水　沢本館 フィルム 劇画

お母さんのアルバム 小学生～一般 53 水　沢本館 フィルム 劇画

お母さんの声が聞こえる 中学生～一般 31 水　沢本館 フィルム 実録

お母さんのせいきゅう書 小学生 20 水　沢本館 フィルム 劇画

お母さんの卵焼き 小学生 20 水　沢本館 フィルム 劇画

おかあさんのやさしい手 幼児～小学生 23 千　厩分館 フィルム アニメ

お母さんもっと聞き上手に 一般 30 水　沢本館 フィルム 実録

お母ん、ぼく泣かへんで 小学生～一般 41 江　刺分館 フィルム 劇画

おくりびと 中学生～一般 131 水　沢本館 ＤＶＤ 劇画

おこんじょうるり 幼児～一般 25 水　沢本館 フィルム アニメ

幼い心を育てる 一般 30 水　沢本館 フィルム 実録

江　刺分館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

おじいさんとてぶくろのお家 幼児～小学生 10 水　沢本館 フィルム アニメ

おじいさんのランプ゜ 小学生 22 水　沢本館 フィルム アニメ

おじいさんの不思議なおくりもの 幼児～小学生 16 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

おじいちゃんの恋人 一般 31 一　関分館 フィルム 劇画

おじいちゃんの宝もの 小学生～一般 29 水　沢本館 フィルム 劇画

一　関分館

千　厩分館

おじいちゃんはぼくのヒーロー 幼児～小学生 10 水　沢本館 ビデオ アニメ

　  おじいちゃんが階段をおりるとき 中学生～一般    39＜ ＞劇画

　  おじいちゃんの出発進行 小学生～一般    29＜ ＞ビデオ 劇画

    エリックカールコレクションⅠ 幼児～小学生    22＜ ＞フィルムアニメ

　　【お】



恐るべき電磁波汚染 一般 35 水　沢本館 ビデオ 実録

夫と妻の豊かな老後のために 一般 31 水　沢本館 フィルム 劇画

弟たちの誕生　ある家族の立会い出産 小学生～一般 31 一　関分館 フィルム 実録

男が立ちどまる時 一般 37 江　刺分館 ビデオ 実録

男達の居場所づくり 一般 21 千　厩分館 ビデオ 実録

お父さんあなたの出番です 一般 31 一　関分館 フィルム 劇画

お父さんお母さんケンカしないで 一般 33 千　厩分館 フィルム 劇画

おとし穴 幼児～小学生 6 水　沢本館 フィルム アニメ

おとなになるって 小学生～一般 33 水　沢本館 フィルム 実録

大人へのダッシュ 中学生～一般 19 水　沢本館 フィルム 実録

お兄ちゃんと僕の七転び八起き 小学生～一般 43 水　沢本館 フィルム 劇画

水　沢本館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

おにがわら 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

鬼の子とゆきうさぎ 小学生～一般 23 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

おばあちゃんがいる 一般 30 江　刺分館 フィルム 劇画

おばあちゃんといっしょ 一般 30 水　沢本館 フィルム 劇画

おばあちゃんのお手玉 一般 36 千　厩分館 フィルム 劇画

おばけ煙突のうた 小学生～一般 42 水　沢本館 ビデオ アニメ

オバケちゃん 幼児～小学生 25 水　沢本館 フィルム アニメ

おむすびころりん 幼児～小学生 12 一　関分館 フィルム アニメ

思い出の一冊の本 小学生～一般 30 江　刺分館 フィルム 劇画

おもりでうごくおもちゃ 小学生 16 水　沢本館 フィルム 実録

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 ビデオ 実録

水　沢本館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

親から子への性教育 一般 30 一　関分館 フィルム 実録

一　関分館

千　厩分館

親父は背中で叱ってくれた 中学生～一般 31 水　沢本館 フィルム 劇画

親たちのスクラム 一般 31 江　刺分館 フィルム 劇画

親たちみんなの子ども達 一般 35 千　厩分館 フィルム 実録

水　沢本館

千　厩分館

おやつを考える 一般 28 水　沢本館 フィルム 実録

おやゆび姫 幼児～小学生 20 水　沢本館 フィルム アニメ

おれたち、ともだち！　ともだちや 幼児～小学生 13 江　刺分館 フィルム アニメ

おれたち、ともだち　４話収録 幼児～小学生 52 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

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

カード社会の基礎知識 一般 17 水　沢本館 フィルム 実録

カード社会と私たち 中学生～一般 17 水　沢本館 ビデオ 実録

怪獣ドンちゃんの火の用心 幼児～小学生 18 一　関分館 フィルム アニメ

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 ビデオ 実録

かえると王女 幼児～一般 43 千　厩分館 フィルム アニメ

核戦争 小学生 38 水　沢本館 ビデオ 実録

核戦争後の地球　第一部 中学生～一般 30 一　関分館 フィルム 実録

核戦争後の地球　第二部 中学生～一般 30 一　関分館 フィルム 実録

架空請求のワナ 中学生～一般 19 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

かげろうお銀のお年寄りの交通安全 高齢者 29 水　沢本館 ビデオ 実録

笠じぞう 幼児～小学生 15 水　沢本館 フィルム アニメ

火山岩と深成岩 中学生 24 江　刺分館 フィルム 実録

火事と子馬 幼児～小学生 22 江　刺分館 フィルム アニメ

風の色が見えた 高齢者 32 水　沢本館 フィルム 劇画

風の旅人 中学生～一般 31 一　関分館 ビデオ アニメ

家族旅行 一般 30 水　沢本館 フィルム 劇画

語り部シリーズ　オキナワ　 小学生～一般 60 江　刺分館 ビデオ 実録

語り部シリーズ　ヒロシマ　 小学生～一般 70 水　沢本館 ビデオ 実録

語り部シリーズ　遠野の昔話 小学生～一般 45 水　沢本館 ビデオ 実録

　　【か】

　  親父が街へ帰ってきた 一般    31＜ ＞フィルム劇画

    親になるって 一般    30＜ ＞フィルム劇画

    鬼がら 小学生～一般 27 アニメ

    親がかわれば子もかわる 一般    26＜ ＞劇画



価値ある償い 一般 30 水　沢本館 フィルム 劇画

桂福団治　心の手話落語 一般（高齢者） 19 江 刺分館 ビデオ 実録

学級会を明るく 小学生 21 水　沢本館 フィルム 実録

学校だいすき 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

学校トイレ出前教室　低学年用 小学生 13 水　沢本館 ビデオ アニメ

学校トイレ出前教室　高学年用 小学生 14 水　沢本館 ビデオ アニメ

学校に行けない子どもたち 一般 30 一　関分館 フィルム 実録

学校のきまり 小学生 19 水　沢本館 フィルム 実録

ガッツ親父とオサム 小学生～一般 56 江　刺分館 フィルム 劇画

家庭生活と環境シリーズ　３タイトル収録 中学生～一般 36 一　関分館 ＤＶＤ 実録

家庭の中の３Ｒ 小学生～一般 16 水　沢本館 ビデオ 実録

かばん持ち 小学生 19 水　沢本館 フィルム 劇画

カマキリ 小学生 19 水　沢本館 フィルム 実録

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 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第２巻  　神変猫姫様　他 全般 49 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第３巻　　平和への祈り　他 全般 52 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

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 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第６巻　　黒百合城　他 全般 55 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第７巻　　こわれた人形　他 全般 54 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第８巻　　テル坊　他 全般 58 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第９巻　　寒椿　他 全般 52 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

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 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第１１巻　怪人ゴルダア　他 全般 55 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

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 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第１３巻　九尾の狐　他 全般 61 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第１４巻　マンガごくう　他 全般 57 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第１５巻　ライオンマン　他 全般 52 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第１６巻　チョンちゃん　他 全般 61 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第１７巻　海坊主　他 全般 56 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第１８巻　ミイラの秘密　他 全般 60 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第１９巻　悪魔の使者　他 全般 59 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

紙芝居大全集　第２０巻　愛は強し　他 全般 54 水　沢本館 ビデオ 紙芝居

神の子たち 一般 105 一　関分館 ビデオ 実録

かむかめかもうかむことの大切さ 小学生 18 一　関分館 ビデオ 実録

からすのパンやさん 幼児～小学生 20 水　沢本館 フィルム アニメ

ガラスの思春期 中学生～一般 53 水　沢本館 フィルム 劇画

体のつくりと働き 小学生 11 水　沢本館 フィルム 実録

からだと細菌 中学生～一般 20 江　刺分館 フィルム 実録

からだの発育と男の子の生理 小学生～一般 14 水　沢本館 フィルム 実録

からだの発育と女の子の生理 小学生～一般 14 水　沢本館 フィルム 実録

ガリバー旅行記 幼児～一般 74 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

かわいいミルクやさん 幼児～小学生 9 一　関分館 フィルム アニメ

川をしらべる 小学生 19 千　厩分館 フィルム 実録

環境のためにできること 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学生～一般 22 一　関分館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

環境編　郷土が育てた料理 小学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

岩石をしらべる 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

神田紅のウエルエージング 一般 17 千　厩分館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

がんばれ五色桜 小学生～一般 20 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

がんばれ！子象の交通安全パトロール隊 幼児～小学生 17 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

がんばれスイミー 幼児～小学生 26 一　関分館 フィルム アニメ

がんばれ彦一 幼児～小学生 10 水　沢本館 フィルム アニメ

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

消え去らぬ傷あと　火の海・大阪 小学生～一般 20 水　沢本館 フィルム アニメ

気がついたときが変えるとき 一般 31 千　厩分館 フィルム 劇画

危険な未成年者の飲酒 中学生～一般 25 水　沢本館 ビデオ 実録

危険を読む自転車の乗り方 小学生～一般 18 水　沢本館 ビデオ 実録

　　【き】



きこりのドナルド 幼児～小学生 8 千　厩分館 フィルム アニメ

きずだらけのりんご 小学生～一般 23 水　沢本館 ビデオ アニメ

きずな 一般 32 千　厩分館 フィルム 劇画

季節をさがしに！あそびかた発見！春夏秋冬 小学生～一般 60 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

きつねとぶどう 幼児～小学生 11 千　厩分館 ビデオ アニメ

吉四六どん 小学生 19 千　厩分館 フィルム アニメ

木と土と王国 中学生～一般 58 一　関分館 ビデオ 実録

きびしさ 一般 30 千　厩分館 フィルム 劇画

希望 一般 35 水　沢本館 フィルム 劇画

きまりのないくに 幼児～小学生 16 水　沢本館 フィルム アニメ

君知ってる？　首都炎上 小学生～一般 18 一　関分館 ビデオ アニメ

君の未来をひらくために 中学生～一般 20 一　関分館 ビデオ 実録

水　沢本館

千　厩分館

千　厩分館

水　沢本館

キャンプ 小学生～一般 15 水　沢本館 フィルム 実録

キャンプ 小学生 31 千　厩分館 フィルム 実録

キュービズム 一般 6 江　刺分館 フィルム 実録

キュリー夫妻　その愛と情熱 中学生～一般 104 水　沢本館 ビデオ 洋劇画

一　関分館

千　厩分館

教室にもっとお笑いを　下巻 中学生～一般 43 水　沢本館 ビデオ 実録

教室にもっとお笑いを　上巻 中学生～一般 42 水　沢本館 ビデオ 実録

郷土・環境・福祉・健康 中学生 35 水　沢本館 ビデオ 実録

きょうはなんてうんがいいんだろう 幼児～小学生 25 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

恐竜くんのリサイクル 幼児～小学生 10 江　刺分館 フィルム アニメ

キョロちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

キョンシー・キョン太の交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館 フィルム アニメ

キレるを考える　ドラマ編 中学生 30 水　沢本館 ビデオ 劇画

キレるを考える　教師編 中学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

金色の足あと 小学生～一般 20 水　沢本館 ビデオ アニメ

金色のクジラ 小学生～一般 105 水　沢本館 ビデオ 劇画

金色のクジラ 小学生 25 千　厩分館 フィルム アニメ

金太郎　心のちからもち 幼児～小学生 13 水　沢本館 フィルム アニメ

金太郎の交通安全 幼児～小学生 13 水　沢本館 ビデオ アニメ

筋肉と体力づくり 中学生～一般 28 江　刺分館 フィルム 実録

金のがちょう 小学生 25 千　厩分館 フィルム アニメ

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

空間図形　立体の切断と展開 中学生 21 水　沢本館 フィルム 実録

くじらぐも 幼児～小学生 11 水　沢本館 フィルム アニメ

グスコーブドリの伝記 小学生～一般 85 水　沢本館 ビデオ アニメ

グスコーブドリの伝記 (バリアフリー編） 小学生～一般 85 水　沢本館 ビデオ アニメ

口の中のたんけんたい(1・2年生) 小学生 14 江　刺分館 ビデオ 実録

クマタカ森の精 小学生～一般 40 水　沢本館 ビデオ 実録

水　沢本館

千　厩分館

くまのがっこう 幼児～小学生 20 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

くまのがっこう　ジャッキーのぱんやさん 幼児～小学生 20 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

くまのがっこう　ジャッキーのおたんじょうび 幼児～小学生 20 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

くもの糸 小学生～一般 15 水　沢本館 フィルム アニメ

くもりのち晴れ 小学生～一般 40 水　沢本館 ビデオ アニメ

クラスメイト 小学生 20 水　沢本館 ビデオ 劇画

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 ビデオ 実録

グリーンヴァレー物語　ポウさんと秋風 幼児～小学生 8 江　刺分館 フィルム アニメ

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 ビデオ アニメ

クリスマスの贈りもの　他 幼児～小学生 22 水　沢本館 ビデオ アニメ

　　【く】

　　くまのおいしゃさん 幼児～小学生    23＜ ＞フィルムアニメ

    きもだめしのばん 幼児～一般    15＜ ＞フィルムアニメ

    京子　そのやさしさ 小学生～一般    32＜ ＞フィルム劇画

    君は素晴らしい 一般    30＜ ＞フィルム劇画



車いすの人にであったら 小学生～一般 11 江　刺分館 ビデオ 実録

ぐるんぱのようちえん 幼児～小学生 29 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

クレヨンの星 幼児～小学生 15 一　関分館 ビデオ アニメ

クロールの上手な泳ぎ方 小学生 12 水　沢本館 ビデオ 実録

クロールをはじめよう 小学生 12 水　沢本館 ビデオ 実録

黒潮の流れる島で 中学生 21 江　刺分館 フィルム 劇画

黒潮物語 小学生～一般 52 一　関分館 フィルム 劇画

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

敬語　相手をおもいやることばづかい 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

ケータイトラブル 中学生～一般 25 一　関分館 ＤＶＤ 実録

ケータイ社会の落とし穴 中学生～一般 25 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

気仙沼の海に生きる 小学生 18 水　沢本館 フィルム 実録

ケナフ　環境を考える 小学生 18 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

現代の家庭教育 小学生～一般 31 江　刺分館 フィルム 実録

検証　急増する高齢者の熱中症 一般 19 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

虔十公園林 小学生～一般 18 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ケンタとニャンタのクルマ大好き！ 幼児～小学生 15 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

水　沢本館 フィルム

江　刺分館 ビデオ

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

荒城の月　滝廉太郎物語 小学生～一般 21 水　沢本館 ビデオ アニメ

こうつうあんぜんってな～に? 幼児～小学生 12 江　刺分館 ビデオ アニメ

交通安全だよ　ドラえもん 幼児～小学生 16 江　刺分館 フィルム アニメ

校内暴力 一般 30 水　沢本館 フィルム 実録

高齢者のための食生活と栄養 一般（高齢者） 35 一　関分館 ＤＶＤ 実録

声を聞かせて 中学生～一般 40 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

子鬼の祭り 幼児～小学生 11 水　沢本館 フィルム アニメ

コオロギとゆかいなバイオリン 幼児～小学生 6 江　刺分館 フィルム アニメ

水　沢本館 フィルム

一　関分館 ＤＶＤ

水　沢本館

千　厩分館

国際ルール　ソフトテニス　Vol 1 一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

国際ルール　ソフトテニス　Vol 2 一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

国際理解編地域のアジアを探そう 小学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

こころ 小学生～一般 32 水　沢本館 フィルム 劇画

心かよいあうボランティア活動 小学生～一般 20 千　厩分館 ビデオ 実録

心のおくりもの 小学生～一般 21 千　厩分館 ビデオ 劇画

心のキャッチボール 中学生 23 水　沢本館 ビデオ アニメ

心の旅路 一般 125 千　厩分館 ＤＶＤ 劇画

心の中のふるさと 一般 40 一　関分館 フィルム 劇画

千　厩分館

江　刺分館

子育てのこころ 一般 32 江　刺分館 フィルム 実録

子育て支援にもとめられるもの 一般 26 一　関分館 ＤＶＤ 実録

子育て不安を乗り越えて 一般 22 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

５等になりたい 小学生～一般 76 水　沢本館 ビデオ アニメ

子供会の中の青春 小学生～一般 27 水　沢本館 フィルム 実録

こどもにんぎょう劇場１　日本編　かさじぞう他 幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場２　日本編　ごんぎつね他 幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場３　日本編　かぐやひめ他 幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場４　世界編
三びきのやぎのがらがらどん　他

幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

　　心をむすぶ愛のハーネス 小学生～一般    55＜ ＞フィルム劇画

　　こぎつねコンとこだぬきポン 幼児～小学生    21＜ ＞アニメ

　　こぎつねのおくりもの 幼児～小学生    30＜ ＞フィルムアニメ

　　【け】

　　原爆ドーム物語 小学生～一般    15＜ ＞アニメ

　　【こ】



こどもにんぎょう劇場５　世界編
マッチうりの少女　他

幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場６　世界編
王さまの耳はロバの耳　他

幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場７　日本編
うらしまたろう　他

幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場８　日本編　さるかに他 幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場９　日本編　かちかちやま他 幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場１０世界編　おやゆびひめ他 幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場１１世界編　赤ずきん他 幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもにんぎょう劇場１２世界編　西遊記他 幼児～小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 人形劇

こどもの心知っていますか 一般 30 一　関分館 フィルム 実録

子どもと自然 一般 45 一　関分館 フィルム 実録

子どものしつけと父親の役割 一般 21 一　関分館 ビデオ 劇画

子どもの絵 一般 20 千 厩分館 ビデオ 実録

子どもの非行と親の接し方 中学生～一般 23 一　関分館 ＤＶＤ 実録

子どもの連れ去り被害防止　地域で考える防犯 一般 22 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

水　沢本館

千　厩分館

子どもを育む遊び 一般 28 千　厩分館 ビデオ 実録

子どもを育む地域活動 小学生～一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

この星の住人に告ぐ 一般 15 一　関分館 ビデオ 実録

こびとのくつや 幼児～小学生 10 江　刺分館 フィルム アニメ

コボちゃんの交通安全 幼児～小学生 14 江　刺分館 フィルム アニメ

ゴマちゃんの大ピンチ 幼児～小学生 29 水　沢本館 フィルム アニメ

ゴミから暮らしを考える 一般 30 千　厩分館 ビデオ 実録

ゴミ減量作戦 一般 30 一　関分館 フィルム 実録

ごみを見直してみよう 小学生 15 水　沢本館 ビデオ 実録

VOL.1 「ごみ問題って」なに? 中学生～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

VOL.2 「ごみは蘇るか」か?      中学生～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

米百俵 一般 42 江　刺分館 ビデオ 劇画

「こらッ！」のおじいちゃん 小学生～一般 27 一　関分館 ビデオ 劇画

コロボックルのすてきなおくりもの 小学生～一般 41 千　厩分館 フィルム アニメ

ごんぎつね 幼児～小学生 20 水　沢本館 ビデオ アニメ

ゴンザとソウザ 小学生～一般 24 千　厩分館 フィルム アニメ

ゴン太と森の仲間たち 幼児～小学生 20 江　刺分館 フィルム アニメ

ゴンタとよばれた犬 小学生～一般 42 江　刺分館 フィルム 劇画

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 ビデオ 実録

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

さいごのおきゃくさま 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

最後の空襲　くまがや 小学生～一般 29 水　沢本館 フィルム アニメ

最後のひと葉 小学生～一般 20 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

坂本龍馬のすべて 中学生～一般 120 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

咲ちゃんのおふろ屋さん 幼児～小学生 43 千　厩分館 フィルム アニメ

サッツウのきじ 小学生～一般 54 水　沢本館 フィルム 劇画

さよならカバくん 幼児～小学生 25 水　沢本館 ビデオ アニメ

サル太郎　地震には負けないぞ 幼児～小学生 15 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

三世代家族 一般 32 一　関分館 フィルム 劇画

サンタさんは大いそがし 幼児～小学生 12 水　沢本館 フィルム アニメ

サンタさんは大いそがし 幼児～小学生 12 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

サンタのおくりもの 幼児～小学生 8 一　関分館 フィルム アニメ

サンタの山　妖精の森 幼児～中学生 32 千　厩分館 フィルム アニメ

三人の騎士 小学生～一般 70 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

3.11東日本大震災から学ぶ 津波・命を守る心構え 中学生～一般 22 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

3.11東日本大震災から学ぶ もし今、地震が起きたら 中学生～一般 19 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

３年間の保育記録　４歳児／５歳児 一般 46 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

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 ビデオ 実録

３年間の保育記録 よりどころを求めて 一般 38 江　刺分館 ビデオ 実録

三ねん寝太郎 小学生～一般 40 水　沢本館 ビデオ アニメ

　　【さ】

　　子どもの友情 一般    32＜ ＞フィルム劇画



三遊亭小遊三　船徳／宿屋の仇討 中学生～一般 31 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

三遊亭小遊三　野ざらし／蛙茶番 中学生～一般 31 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

三遊亭小遊三　厩火事／蒟蒻問答 中学生～一般 31 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

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

しあわせ色の小さなステージ 小学生～一般 75 千　厩分館 フィルム 劇画

しあわせの王子 幼児～小学生 19 水　沢本館 フィルム アニメ

しあわせ配達人 一般 31 一　関分館 フィルム 劇画

しあわせをみつけよう 小学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

幸せな明日のために 中学生～一般 26 水　沢本館 ビデオ 実録

シートン動物記　ギザ耳うさぎ 幼児～小学生 23 水　沢本館 フィルム アニメ

シートン動物記　ちび犬チンク 幼児～一般 23 江　刺分館 フィルム アニメ

シェーン 一般 118 水　沢本館 ＤＶＤ 劇画

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 ビデオ 実録

四季の天気 中学生 21 水　沢本館 フィルム 実録

じごくのそうべえ 全般 16 水　沢本館 ビデオ アニメ

仕事　君はどう思う？ 中学生～一般 27 水　沢本館 ビデオ 実録

地震!　あなたができること 中学生～一般 21 千　厩分館 ビデオ 実録

地震と土地の変化 小学生～一般 15 一　関分館 ビデオ 実録

地震に備えて、今やるべきこと 一般 23 一　関分館 ＤＶＤ 実録

地震！パニックを避けるために 一般 23 一　関分館 フィルム 実録

地震への備えが命を守る 小学生～一般 21 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

地震防災　大地しんから命を守ろう 小学生～一般 20 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

地震防災　待ったなし! 中学生～一般 21 水　沢本館 ビデオ 実録

思春期の医学シリーズ　１巻 中学生～一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

思春期の医学シリーズ　２巻 中学生～一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

思春期の医学シリーズ　３巻 中学生～一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

思春期の医学シリーズ　４巻 中学生～一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

思春期の医学シリーズ　５巻 中学生～一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

死者の書 中学生～一般 84 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

七五三と子どもたち 幼児～小学生 10 江　刺分館 ビデオ アニメ

しつけで守る幼児のいのち 一般 21 千　厩分館 ビデオ 実録

漆器をつくる人びと　 小学生～一般 15 水　沢本館 ビデオ 実録

知っていますか？　薬物の真実　体験者は警告する中学生～一般 21 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

知っていますか？　食品のかしこい選び方 一般 22 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

知っておきたい子どもの安全と応急処置 中学生～一般 33 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

しっぱい　いっぱい　もいっかい 幼児～小学生 17 水　沢本館 ビデオ アニメ

自てん車安全大作戦 小学生 23 水　沢本館 ビデオ 実録

自転車交通法規 小学生～一般 24 江　刺分館 フィルム 実録

千　厩分館

水　沢本館

自転車の安全ウォッチング 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

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 ビデオ 実録

自転車泥棒 中学生～一般 88 江　刺分館 ＤＶＤ 劇画

しのびよる性感染症 中学生～一般 15 水　沢本館 ビデオ 実録

水　沢本館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

自分で守ろう自分の歯(3・4年生) 小学生 16 江　刺分館 ビデオ 実録

じぶんのからだ　小学生のための性教育 小学生～一般 21 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

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 ビデオ 実録

シャックリのぼうけん 幼児～小学生 24 一　関分館 フィルム アニメ

ジャングル大帝　誕生 幼児～小学生 24 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

水　沢本館 ＤＶＤ

千　厩分館 フィルム

ジャングル大帝　約束（バリアフリー編） 幼児～小学生 24 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ジャングル大帝　旅立ち 小学生～一般 24 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

水　沢本館

千　厩分館
　　ジャングル大帝　信頼 幼児～小学生    24＜ ＞フィルムアニメ

　　字のないはがき 小学生～一般    18＜ ＞アニメ

　　ジャングル大帝　約束 幼児～小学生    24＜ ＞アニメ

　　【し】

　　自転車事故は防げる 小学生～一般    19＜ ＞フィルム実録



ジャングル大帝　忠告 幼児～小学生 24 水　沢本館 フィルム アニメ

ジャングル大帝　幻の時 幼児～小学生 24 千　厩分館 フィルム アニメ

ジャングル大帝　森の掟 幼児～小学生 24 千　厩分館 フィルム アニメ

集団行動を楽しく 小学生 14 水　沢本館 フィルム 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

手話イチニッサン　出かけよう 小学生～一般 41 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

１０＋1ぴきのかえる 幼児～小学生 20 一　関分館 フィルム アニメ

１０ぴきのかえる 幼児～小学生 20 一　関分館 フィルム アニメ

１０ぴきのかえるのなつまつり 幼児～小学生 20 水　沢本館 フィルム アニメ

１４ひきのあきまつり 幼児～小学生 22 水　沢本館 ビデオ アニメ

１４ひきのあさごはん 幼児～一般 30 江　刺分館 ビデオ アニメ

１４ひきのおつきみ 幼児～小学生 24 水　沢本館 ビデオ アニメ

１４ひきのかぼちゃ 幼児～小学生 22 水　沢本館 ビデオ アニメ

１４ひきのこもりうた 幼児～一般 29 一　関分館 ビデオ アニメ

１４ひきのさむいふゆ 幼児～小学生 27 水　沢本館 ビデオ アニメ

１４ひきのせんたく 幼児～一般 28 江　刺分館 ビデオ アニメ

１４ひきのぴくにっく 幼児～一般 28 一　関分館 ビデオ アニメ

１４ひきのひっこし 幼児～一般 28 江　刺分館 ビデオ アニメ

１４ひきのやまいも 幼児～小学生 28 水　沢本館 ビデオ アニメ

十五少年漂流記 小学生～一般 66 千　厩分館 フィルム アニメ

背負子日記 小学生～一般 32 千　厩分館 フィルム 劇画

障害者の心 一般 20 水　沢本館 ビデオ 実録

小学生の交通事故 小学生 23 水　沢本館 フィルム 実録

小学生のサッカー 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

小学生の自転車の安全な乗り方 小学生～一般 16 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

小学生のための自転車安全教室 小学生～一般 17 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

小学生の非行 一般 30 水　沢本館 フィルム 劇画

証言　南京大虐殺 小学生～一般 23 江　刺分館 ビデオ 実録

千　厩分館

水　沢本館

翔太のあした 小学生～一般 54 水　沢本館 ビデオ 劇画

小学校体育　ゲーム・ボール運動　ゴール型 小学生～一般 60 江　刺分館 ビデオ 実録

小学校理科 星や月 月は動くのだろうか 小学生 45 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

小学校理科 共通　星の見つけ方 小学生 16 一　関分館 ＤＶＤ 実録

小学校陸上運動(高学年)　走り高とび 小学生 15 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

小学校陸上運動(中学年)　高とび 小学生 15 水　沢本館 ビデオ 実録

少年アシベ　ゴマちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館 フィルム アニメ

少年と子だぬき 幼児～小学生 13 一　関分館 フィルム アニメ

少年犯罪と親の責任 中学生～一般 25 一　関分館 ビデオ 劇画

少年犯罪を考える 中学生～一般 20 水　沢本館 ビデオ 実録

消費エネルギーを減らそう 小学生 15 水　沢本館 ビデオ 実録

情報・国際理解 中学生 35 水　沢本館 ビデオ 実録

情報編　お金再発見 小学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

消防署のしごと 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

昭和３０年代の日本・家族の幸福　家族編 全般 144 千　厩分館 ＤＶＤ 劇画

昭和３０年代の日本・家族の幸福　親子編 全般 154 一　関分館 ＤＶＤ 劇画

昭和３０年代の日本・家族の幸福　夫婦編 全般 146 江　刺分館 ＤＶＤ 劇画

昭和レトロ映画館　風の又三郎 全般 49 水　沢本館 ＤＶＤ 劇画

熟年の季節 一般 27 水　沢本館 フィルム 実録

職場とあしたの家族 一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

植物を育てる土 小学生 19 千　厩分館 フィルム 実録

調べてみよう　戦争中のくらし 小学生 16 江　刺分館 ビデオ 実録

水　沢本館

千　厩分館
　　調べ学習シリーズ　きみの「?」って何だろう 小学生    12＜ ＞ビデオ 実録

　　じょうずな歯のみがき方 小学生    16＜ ＞ビデオ 実録



水　沢本館

千　厩分館

水　沢本館

千　厩分館

水　沢本館

千　厩分館

水　沢本館

千　厩分館

白雪姫 幼児～一般 81 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

しらんぷり 小学生～一般 21 江　刺分館 ビデオ アニメ

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

自立へのこころ 一般 32 一　関分館 フィルム 劇画

白い馬 小学生～一般 40 水　沢本館 フィルム 劇画

次郎物語 一般 119 水　沢本館 ビデオ 劇画

新型インフルエンザの脅威 中学生～一般 20 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

新型インフルエンザ対策編 中学生～一般 20 一　関分館 ＤＶＤ 実録

人権ってなんだろう 小学生～一般 14 水　沢本館 ビデオ 実録

人権ってなあに 中学生～一般 41 水　沢本館 ビデオ 実録

新　高校入試　面接の受け方 中学生～一般 20 水　沢本館 ビデオ 実録

人生楽しく・生涯現役 一般 31 江　刺分館 ビデオ 実録

じしんだ！！ミーちゃんのぼうさいくんれん 幼児～小学生 12 江　刺分館 フィルム アニメ

身障犬ギブのおくりもの 小学生～一般 36 江　刺分館 フィルム 劇画

身障者と補助犬の生活から学ぶ　全４巻 中学生～一般 20 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

伸ちゃんのさんりんしゃ 幼児～小学生 20 水　沢本館 ビデオ アニメ

千　厩分館

水　沢本館

シンデレラ 幼児～一般 72 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

進路選択のための三者相談 中学生～一般 25 水　沢本館 フィルム 実録

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

水泳教室シリーズ　平泳ぎ 小学生～一般 10 水　沢本館 フィルム 実録

すいかのたね 幼児～小学生 28 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

水仙月の四日 幼児～一般 12 水　沢本館 フィルム アニメ

水質汚染 小学生～中学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

水墨画アニメーション　全３話 小学生～一般 55 一　関分館 ビデオ アニメ

スーパーマン 小学生～一般 42 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

スーパーマン　１ 小学生～一般 33 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

スーパーマン　２ 小学生～一般 33 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

スーパーマン　３ 小学生～一般 33 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

スタートライン 一般 33 江　刺分館 フィルム 劇画

ズッコケ三人組自転車の安全教室 小学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

すてきなクリスマス 幼児～小学生 9 江　刺分館 フィルム アニメ

ストップ！　自転車の危険運転 中学生～一般 20 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

　　【す】

　　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＜ ＞ビデオ 実録

　　新ちゃんが泣いた！ 小学生    36＜ ＞フィルムアニメ

　　調べ学習シリーズ　もっといろいろ調べよう 小学生    12＜ ＞ビデオ 実録

　　調べ学習シリーズ　課題づくりはどうするの 小学生    12＜ ＞ビデオ 実録

　　調べ学習シリーズ　みんなに知ってもらおう 小学生    12＜ ＞ビデオ 実録



ストレス　 一般 30 千　厩分館 フィルム 実録

スペースキッドの宇宙探検 小学生 25 水　沢本館 フィルム アニメ

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

生活習慣としつけ 一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

生活習慣病からわが子を守る 一般 17 水　沢本館 ビデオ 実録

生活習慣病ってなんだろう? 中学生～一般 20 千　厩分館 ビデオ 実録

星座の観察 小学生 12 水　沢本館 ビデオ 実録

生徒の心をつかみたい　１巻 一般 36 水　沢本館 ビデオ 実録

生徒の心をつかみたい　２巻 一般 36 水　沢本館 ビデオ 実録

千　厩分館

水　沢本館

続・性の知識 中学生 30 千　厩分館 フィルム 実録

生命の基底 中学生～一般 24 一　関分館 フィルム 実録

生理時の手当と女の子の生活 小学生 15 水　沢本館 フィルム 実録

せかいいちうつくしいぼくの村 幼児～一般 16 水　沢本館 フィルム アニメ

世界自然遺産　アジアⅠ 一般 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　アジアⅡ 一般 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　アフリカⅠ 一般 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　アフリカⅡ 一般 一　関分館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　オセアニア 一般 一　関分館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　ヨーロッパⅠ 一般 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　ヨーロッパⅡ 一般 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　中央アメリカ 一般 一　関分館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　南アメリカ 一般 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　北アメリカ 一般 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

世界自然遺産　知床 一般 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

世界の童話　ピノキオ・ピーターパン 幼児～小学生 23 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

世界の童話　シンデレラ・にんぎょ姫 幼児～小学生 23 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

世界の童話　フランダースの犬　他 幼児～小学生 23 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

セクシャルハラスメントと女性の人権 一般 24 一　関分館 ビデオ 実録

絶滅収容所 小学生～一般 20 水　沢本館 ビデオ 実録

ＳＥＸってなに？ 中学生～一般 150 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

銭形平次　２巻 一般 90 一　関分館 ＤＶＤ 劇画

銭形平次　３巻 一般 90 江　刺分館 ＤＶＤ 劇画

セロひきのゴーシュ 幼児～一般 20 水　沢本館 フィルム アニメ

善悪のけじめを育てる 一般 31 江　刺分館 フィルム 実録

前線と天気の変化 中学生 21 一　関分館 フィルム 実録

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

草原のわんぱくそうどう 小学生～一般 52 水　沢本館 フィルム 洋劇画

そうぞうしてかく 小学生 19 水　沢本館 フィルム 実録

草太の誓い 中学生～一般 15 水　沢本館 フィルム アニメ

象のいない動物園　 小学生～一般 81 千　厩分館 フィルム アニメ

宗谷物語 小学生～一般 25 千　厩分館 フィルム アニメ

ぞくぞく村のオバケたち 雨坊主ピッチャン　他 幼児～小学生 20 水　沢本館 フィルム アニメ

ぞくぞく村のオバケたち おおかみ男　他 幼児～小学生 40 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

ぞくぞく村のオバケたち がいこつガチャさん 他 幼児～小学生 40 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ぞくぞく村のオバケたち 妖精レロレロ　他 幼児～小学生 40 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

江　刺分館

千　厩分館

育てようガキ大将 一般 20 一　関分館 フィルム 実録

育てようライフスキル 小学生～一般 45 一　関分館 ビデオ 実録

そらとぶ　ねこざかな 幼児～小学生 30 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

孫悟空の交通ルール 幼児～小学生 13 水　沢本館 ビデオ アニメ

孫悟空の交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館 ビデオ アニメ

　　【そ】

　　そこに、愛 中学生～一般    32＜

　　【せ】

　　性の知識 小学生    30＜ ＞フィルム実録

＞フィルム劇画



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

ダイオキシン汚染 小学生～一般 27 江　刺分館 ビデオ 実録

大気汚染 小学生～中学生 19 水　沢本館 ビデオ 実録

体験のなかで学ぶ 小学生～一般 20 一　関分館 フィルム 実録

大地震が学校をおそった 小学生～一般 20 水　沢本館 フィルム 実録

大地震の恐怖　残された教訓 一般 26 水　沢本館 ビデオ 実録

だいじょうぶ　だいじょうぶ 幼児～小学生 23 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

大好きな友だちそして学校 小学生 43 水　沢本館 ビデオ 実録

大切にしようこどもの歯 一般 17 水　沢本館 ビデオ 実録

第二次性徴 中学生 23 一　関分館 フィルム 実録

大地の母　きくゑ 小学生～一般 32 水　沢本館 ビデオ 実録

大仏をつくる 小学生～中学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

太平洋戦争と沖縄 小学生～一般 35 水　沢本館 ビデオ 実録

タイムスリップ1923 小学生 15 一　関分館 ビデオ アニメ

体力測定とウォーキング 一般 27 水　沢本館 ビデオ 実録

高瀬舟 小学生～一般 45 江　刺分館 フィルム 劇画

一　関分館

千　厩分館

竹取物語 小学生 31 一　関分館 フィルム アニメ

竹とんぼの空 小学生～一般 40 一　関分館 フィルム 劇画

正しい歯のみがき方 小学生 15 水　沢本館 フィルム 実録

七夕さま 幼児～小学生 10 水　沢本館 フィルム アニメ

一　関分館 ＤＶＤ

　　七夕ものがたり 幼児～小学生    20＜ 水　沢本館 ビデオ ＞アニメ

千　厩分館 フィルム

他人の子を叱った私 一般 31 水　沢本館 フィルム 劇画

たぬきの糸車 幼児～小学生 12 一　関分館 フィルム アニメ

たぬきのいる町 小学生～一般 52 千　厩分館 フィルム 劇画

楽しい剣道教室 中学生～一般 31 水　沢本館 フィルム 実録

楽しいなわとび 小学生 20 一　関分館 フィルム 実録

楽しく絵を書こう 小学生 18 江　刺分館 フィルム 実録

たのしい水泳　基本と練習法 小学生～一般 23 水　沢本館 フィルム 実録

江　刺分館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

旅 一般 29 水　沢本館 フィルム 劇画

旅のともだち 小学生 47 千　厩分館 フィルム 劇画

足袋の季節 中学生～一般 19 水　沢本館 フィルム アニメ

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 ビデオ 実録

食べる　食品と栄養素 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

たまごにいちゃん 幼児～小学生 26 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

だるまちゃんてんぐちゃん 幼児～小学生 23 水　沢本館 フィルム アニメ

だるまちゃんとだいこくちゃん 幼児～小学生 18 水　沢本館 フィルム アニメ

だるまちゃんととらのこちゃん 幼児～小学生 30 江　刺分館 フィルム アニメ

だるまちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 一　関分館 フィルム アニメ

だれもが通る道 一般 30 一　関分館 フィルム 実録

誕生日プレゼント 小学生 21 千　厩分館 ビデオ 劇画

男女のからだ 小学生 9 水　沢本館 フィルム 実録

短編アニメ　２編　ある街角の物語　他 全般 49 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

短編アニメ　２編　くじら　他 全般 20 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

短編アニメ　２編　銀河の魚　他 全般 28 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

短編アニメ　３編　森の伝説　他 全般 71 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

短編アニメ　４編　ふしぎなくすり　他 全般 61 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

短編アニメ　４編　みにくいあひるの子　他 全般 58 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

短編アニメ　４編　鬼　他 全般 65 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

短編アニメ　４編　道成寺　他 全般 70 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

短編アニメ　５編　人間動物園　他 全般 61 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

田んぼ　生きものは語る 全般 21 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

ダンボ 幼児～一般 62 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

　　たばこと健康 中学生～一般    20＜ ＞実録

　　【た】

　　たくさんの愛をありがとう 小学生～一般    35＜ ＞フィルム実録



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

地域で子育て 一般 20 江　刺分館 フィルム 実録

地域でささえる子育て 一般 25 一　関分館 ビデオ 実録

地域にいきづくシルバーボランティア 一般 29 水　沢本館 フィルム 実録

小さな握手 中学生 20 水　沢本館 フィルム 劇画

小さな一歩から 中学生 20 江　刺分館 ビデオ 実録

小さな家族 一般 55 千　厩分館 フィルム 劇画

小さな勇気の物語 小学生 39 水　沢本館 フィルム 劇画

チェスターのメリークリスマス 小学生～一般 25 水　沢本館 フィルム アニメ

力太郎 幼児～小学生 10 江　刺分館 フィルム アニメ

地球が危ない 小・中学生 15 千　厩分館 フィルム 実録

地球号ＳＯＳ 小学生～一般 20 水　沢本館 フィルム 実録

千　厩分館

水　沢本館

地球と環境 中学生～一般 20 水　沢本館 フィルム 実録

千　厩分館

水　沢本館

地球を救うのは君たち 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

千　厩分館

水　沢本館

地球の砂漠化 中学生～一般 12 水　沢本館 ビデオ 実録

遅刻調査から 中学生 15 水　沢本館 フィルム 劇画

地質汚染 小学生～中学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

父　この強きもの 一般 30 江　刺分館 フィルム 劇画

父と子　クオレ愛の学校 小学生～一般 22 千　厩分館 フィルム アニメ

父と子の休日 一般 30 千　厩分館 フィルム 劇画

ちっちゃいものの大きな力 幼児～小学生 11 江　刺分館 フィルム アニメ

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 ビデオ アニメ

ちびまる子ちゃん　地震を考える 小学生 13 水　沢本館 ビデオ アニメ

ちびまる子ちゃんの火の用心 小学生 14 水　沢本館 ビデオ アニメ

水　沢本館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

チビラの自転車安全教室 幼児～小学生 16 一　関分館 ビデオ アニメ

チビ六・二死満塁 小学生～一般 51 水　沢本館 フィルム 劇画

中学生と進路　少年と花 中学生～一般 30 一　関分館 フィルム 劇画

中学生日記　歩きつづけて 中学生～一般 30 江　刺分館 フィルム 劇画

中学生日記　不等辺三角形 中学生 30 水　沢本館 フィルム 劇画

中学生日記　もう一つの３Ａ 中学生～一般 30 一　関分館 フィルム 劇画

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

中学生のディベート　入門編 中学生～一般 32 水　沢本館 ビデオ 実録

中学生のボランティア体験 中学生 30 水　沢本館 フィルム 実録

千　厩分館 フィルム

水　沢本館 ビデオ

中学生向けコミュニケーション　自分の考えを伝えよう 中学生～一般 20 一　関分館 ＤＶＤ 実録

中学校 国語　パネルディスカッション 中学生～一般 30 一　関分館 ＤＶＤ 実録

中学校 体育・保健　ストレス　欲求への対処 中学生～一般 15 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

中学校 体育・保健　ストレスへの対処 中学生～一般 15 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

中学校 体育・保健　心身の調和と健康 中学生～一般 15 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

中学校 道徳　どろんこサブウ 中学生～一般 15 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

中学校 保健体育　熱中症の予防と手当 中学生～一般 16 一　関分館 ＤＶＤ 実録

中高年のための健康教室 一般 17 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

注文の多い料理店 小学生～一般 19 水　沢本館 フィルム アニメ

チリンの鈴 小学生～一般 46 水　沢本館 フィルム アニメ

チロの木大きくなあれ 幼児～小学生 21 江　刺分館 フィルム アニメ

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

ついていってはダメ！ 小学生～一般 15 水　沢本館 フィルム 実録

　　【つ】

　　ちびまる子ちゃんの交通安全 小学生    13＜ ＞アニメ

　　中学生のボランティア入門 中学生～一般    28＜ ＞実録

　　地球を救う２５の方法 中学生～一般    28＜ ＞フィルム実録

　　地球が動いた日 小学生～一般    76＜ ＞ビデオ アニメ

　　【ち】

　　地球ＳＯＳ　地球が熱をだしている 小学生～一般    20＜ ＞ビデオ アニメ



月とあざらし（小川未明童話） 小学生～一般 19 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

土の中の小さな生きものたち 中学生 21 江　刺分館 フィルム 実録

つるにのって「とも子の冒険」 幼児～一般 30 水　沢本館 フィルム アニメ

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

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 ビデオ 実録

ディズニーの赤ずきんちゃん 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

ディズニーのアリとキリギリス 幼児～小学生 9 水　沢本館 フィルム アニメ

ディズニーのかずで遊ぼう 幼児～小学生 12 一　関分館 フィルム アニメ

ディズニーの三びきのこぶた 幼児～小学生 9 水　沢本館 フィルム アニメ

できたかな？　あんぜんかくにん 幼児～小学生 13 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

てつ鉄ぼう運動 小学生 15 水　沢本館 フィルム 実録

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 ビデオ 実録

千　厩分館

水　沢本館

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 ビデオ 実録

　　でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第１０巻 小学生～一般 45 一　関分館 ＤＶＤ 実録

　　でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！　第１巻 小学生～一般 45 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

伝承物語1　鬼ごっこ1 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語2　鬼ごっこ2 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語3　鬼あそび・なわとび 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語4　技あそび 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語5　陣とり 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語6　ジャンケンあそび 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語7　石けり・ボールあそび 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語8　指あそび・手あそび 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語9　ゲームあそび 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語10　紙工作 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語11　ストロー工作 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語12　手作り工作1 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

伝承物語13　手作り工作2 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

伝承物語15　親子のつどい 幼児～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

天の笛 小学生～一般 20 水　沢本館 ビデオ アニメ

１０ｍｉｎボックス生活指導　朝ごはんって大事なの？　他 中学生～一般 20 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

１０ｍｉｎボックス生活指導　ダイエットの危険　他 中学生～一般 20 一　関分館 ＤＶＤ 実録

１０ｍｉｎボックス生活指導　薬物依存の怖さ知っていますか？ 中学生～一般 20 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

１０ｍｉｎボックス生活指導　たばこの害知っていますか？ 中学生～一般 20 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

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

東京・ヒロシマ子ども派遣団 小学生～一般 31 水　沢本館 フィルム 実録

とうさんが泣いた日 小学生～一般 28 水　沢本館 ビデオ 劇画

とうさんたまご 幼児～小学生 31 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

どうしてタバコはいけないの？ 小学生 17 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

父ちゃんと僕たちのスクラム 小学生～一般 48 水　沢本館 フィルム 劇画

父ちゃんの汗に乾杯 小学生～一般 46 江　刺分館 フィルム 劇画

どうぶつ村のワールドカップ 幼児 11 水　沢本館 ビデオ アニメ

動物村の仲よし作戦 幼児～小学生 10 江　刺分館 フィルム アニメ

動物村のリトル・インディアン 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

とうふ屋かあさんとその子供たち 小学生～一般 48 水　沢本館 フィルム 劇画

童謡物語　さとるとゆう子 小学生～一般 58 千　厩分館 フィルム 劇画

年神さまとお正月 幼児～小学生 10 水　沢本館 ビデオ アニメ

杜子春 幼児～中学生 21 水　沢本館 フィルム アニメ

年はとっても 一般 29 水　沢本館 フィルム 実録

どすこい！わんぱく土俵 小学生～一般 57 千　厩分館 フィルム アニメ

土地のでき方 小学生 10 水　沢本館 フィルム 実録

　　【と】

　　【て】

　　手ぶくろを買いに 幼児～小学生    15＜ ＞フィルムアニメ



土地はどのようにしてできどう変化するのか 小学生 19 江　刺分館 フィルム 実録

トッピィと森の仲間たち 幼児～小学生 19 江　刺分館 フィルム アニメ

一　関分館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

とっとこハム太郎のとっとこ大切！ 交通ルール 幼児～小学生 14 水　沢本館 フィルム アニメ

隣り人の叫び 小学生～一般 16 水　沢本館 フィルム 実録

ドナルドダック　８話収録 幼児～小学生 68 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ドナルドダックと貯金箱 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

ドナルドダックとゆかいなペンギン 幼児～小学生 11 水　沢本館 フィルム アニメ

ドナルドダックの消防夫 幼児～小学生 8 千　厩分館 フィルム アニメ

ドナルドダックの魔法使い 幼児～小学生 10 一　関分館 フィルム アニメ

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 ビデオ アニメ

飛べない紙ヒコーキ 一般 32 一　関分館 フィルム 劇画

トムとジョン　しずかにしてね 幼児～小学生 9 一　関分館 フィルム アニメ

トムとジョン　ボールとタマゴ 幼児～小学生 9 水　沢本館 フィルム アニメ

トモダチ 小学生～一般 31 一　関分館 ビデオ 劇画

友だちのきもち 小学生 19 水　沢本館 フィルム 劇画

ともだちほしいなおおかみくん 幼児～小学生 20 水　沢本館 ビデオ アニメ

共に生きる 中学生～一般 18 一　関分館 ビデオ 劇画

泥棒と殿様 一般 60 水　沢本館 ビデオ 劇画

どんぐりと山猫 幼児～小学生 20 水　沢本館 フィルム アニメ

どんぐりの家 小学生～一般 110 水　沢本館 ビデオ アニメ

どんぐり森へ 幼児～小学生 15 一　関分館 フィルム アニメ

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

泣いた赤鬼 幼児～小学生 15 千　厩分館 フィルム アニメ

泣いた赤おに 幼児～小学生 15 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

一　関分館

千　厩分館

ナオミさんはふたり前 小学生～一般 20 水　沢本館 ビデオ アニメ

なかよしおばけ　おばけパーティー 幼児～小学生 42 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

なくそうぼくらの交通事故 小学生 19 水　沢本館 フィルム 実録

ナショナル・ジオグラフィック
ー究極の生命体　棘皮動物ー

中学生～一般 50 一　関分館 ＤＶＤ 実録

ナショナル・ジオグラフィック
ー動物の赤ちゃん大集合ー

中学生～一般 50 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

ナショナル・ジオグラフィック
ー人体すばらしいメカニズムー

中学生～一般 50 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

何故運動が大切なの 一般 20 水　沢本館 ビデオ 実録

夏のページ 小学生～一般 92 千　厩分館 フィルム 劇画

夏服の少女たち 小学生～一般 30 水　沢本館 フィルム アニメ

なっちゃんの赤いてぶくろ 小学生～一般 18 水　沢本館 フィルム アニメ

七つのほし 幼児～小学生 20 水　沢本館 ビデオ 人形劇

七つの星 小学生～一般 11 千　厩分館 ビデオ アニメ

七羽のからす　グリム童話より 幼児～小学生 22 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

名前・・・それは燃えるいのち 小学生～一般 18 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

涙なんか飛んでいけ 小学生～一般 45 水　沢本館 フィルム 劇画

悩む子どもの話を聞こう　 子どものうつ病と自殺対策 中学生～一般 23 一　関分館 ＤＶＤ 実録

ならぬことはならぬ 一般 29 水　沢本館 ビデオ 劇画

何だろう？自分らしい生き方って 中学生～一般 17 水　沢本館 ビデオ 実録

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

にげだしたおおおとこ 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

にじいろのさかな　ぼうけん編 幼児～小学生 24 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

にじいろのさかな　ゆうじょう編 幼児～小学生 24 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

にじいろのふしぎないし 幼児～小学生 15 一　関分館 フィルム アニメ

虹のきずな 小学生～一般 31 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

にじのはしがかかるとき 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

NITABOH 仁太坊　津軽三味線始祖外聞 全般 100 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

　　泣いて笑って涙してポコァ・ポコ 小学生～一般    53＜ ＞フィルム劇画

　　【に】

　　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＜ ＞アニメ

　　【な】



二度と通らない旅人 小学生～一般 20 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

日本一短い「母」への手紙 小学生～一般 32 水　沢本館 フィルム アニメ

日本型食生活 一般 17 水　沢本館 フィルム 実録

日本国憲法 小学生～一般 15 水　沢本館 ビデオ アニメ

日本の稲作 一般 42 江　刺分館 フィルム 実録

日本の声・日本の民謡 一般 30 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

日本の国土　変化の多い地形 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

日本の童話　かぐやひめ・したきりすずめ 幼児～小学生 23 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

日本の童話　つるのおんがえし・３年ねたろう 幼児～小学生 23 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

日本の童話　一休さん・ももたろう 幼児～小学生 23 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

日本のフリースクール 中学生～一般 43 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史　１巻　日本のあけぼの 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史　２巻　大陸文化の摂取 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史　３巻　奈良の都 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

日本の歴史　５巻　源平の戦い 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史　６巻　鎌倉武士 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史　７巻　室町の文化 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史　８巻　信長と鉄砲 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史　９巻　太閤秀吉 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史１０巻　江戸幕府の始まり 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史１１巻　江戸幕府の政治 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史１２巻　江戸時代の文化 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史１３巻　江戸時代の学問 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史１４巻　開国 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史１５巻　明治維新 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史１６巻　文明開化 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本の歴史１７巻　大日本帝国憲法 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

日本の歴史２０巻　国際舞台へ 小学生 30 水　沢本館 ビデオ 実録

日本百年 中学生～一般 106 水　沢本館 ビデオ 実録

日本歴史の流れ 中学生～一般 33 水　沢本館 フィルム 実録

にぁーご 幼児～小学生 25 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ニャンダーかめんの誘拐防止 幼児～小学生 11 水　沢本館 ビデオ アニメ

にんげってなんだろう（ドキュメンタリー） 中学生～一般 15 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

人間の翼 中学生～一般 135 江　刺分館 ビデオ 劇画

人魚姫 小学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

にんぎょひめ 幼児～小学生 20 江　刺分館 フィルム アニメ

忍たま乱太郎のがんばるしかないさ　③ 幼児～小学生 10 一　関分館 フィルム アニメ

忍たま乱太郎の交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館 ビデオ アニメ

江　刺分館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

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

ぬくもり 一般 32 千　厩分館 フィルム 劇画

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

ねぎぼうずのあさたろう　巻之一　２話収録 幼児～小学生 51 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

ねぎぼうずのあさたろう　巻之二　４話収録 幼児～小学生 102 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

ねこざかな 幼児～小学生 30 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

猫の事務所 幼児～小学生 25 水　沢本館 フィルム アニメ

ねずみくんのきもち 幼児～小学生 12 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ねずみくんのチョッキ　　　６話収録 幼児～小学生 38 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

ねずみくんのチョッキ　Ⅱ　６話収録 幼児～小学生 40 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ねずみくんのチョッキ　Ⅱ 幼児～小学生 19 江　刺分館 フィルム アニメ

ねずみくんのチョッキ　Ⅲ 幼児～小学生 20 江　刺分館 フィルム アニメ

寝たきりゼロへの１０ヶ条 高齢者 29 水　沢本館 フィルム 実録

　　忍たま乱太郎の地震用心火の用心 幼児～小学生    11＜ ＞アニメ

　　【ぬ】

　　【ね】



熱中症から子どもを守れ！ 一般 20 一　関分館 ＤＶＤ 実録

ネットいじめに向き合うために 中学生～一般 23 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

ネットの暴力を許さない 中学生～一般 19 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

ネット社会の道しるべ 中学生～一般 25 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

眠れぬ夜の小さなお話　① 幼児～小学生 15 水　沢本館 フィルム アニメ

眠れぬ夜の小さなお話　② 幼児～小学生 15 水　沢本館 フィルム アニメ

眠れぬ夜の小さなお話　③ 幼児～小学生 18 水　沢本館 フィルム アニメ

眠れぬ夜の小さなお話　④ 幼児～小学生 18 水　沢本館 フィルム アニメ

眠れぬ夜の小さなお話　⑤ 幼児～小学生 20 水　沢本館 フィルム アニメ

眠れぬ夜の小さなお話　⑥ 幼児～小学生 13 水　沢本館 フィルム アニメ

ねらわれる子どもたち 小学生～一般 21 一　関分館 ビデオ 実録

年中行事　Ｐａｒｔ１ 幼児～小学生 49 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

年中行事　Ｐａｒｔ２ 幼児～小学生 54 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

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

脳の誕生 一般 34 水　沢本館 フィルム 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

ＮＯ！　薬物乱用 中学生～一般 22 水　沢本館 ビデオ 実録

野口英世の少年時代 一般 49 水　沢本館 ビデオ 劇画

のっぺらぼう 幼児～小学生 15 水　沢本館 フィルム アニメ

伸びよ！子ども達 小学生 31 千　厩分館 フィルム 実録

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

ハーイあっこです 幼児～小学生 14 水　沢本館 フィルム アニメ

ハードル　ＨＵＲＤＬＥ 小学生～一般 84 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

ハクちゃん行進曲 小学生～一般 46 一　関分館 フィルム 劇画

白鳥物語 一般 50 水　沢本館 ビデオ 劇画

化けくらべ 幼児～小学生 21 一　関分館 フィルム アニメ

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 ビデオ 実録

千　厩分館 ビデオ

水　沢本館 フィルム

はじめにおぼえる交通安全 幼児～小学生 12 水　沢本館 フィルム アニメ

江　刺分館

千　厩分館

走れメロス 小学生～一般 20 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

走れメロス 小学生～一般 60 千　厩分館 フィルム アニメ

バスケットボール　基礎技術 小学生～一般 32 水　沢本館 フィルム 実録

バス停の座布団 一般 31 一　関分館 フィルム 劇画

パソコン・ワープロのタイピング入門 一般 16 水　沢本館 フィルム 実録

はだしのゲン 小学生～一般 90 水　沢本館 ビデオ アニメ

はだしのゲン　１部 全般 107 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

はだしのジョゼ 小学生 40 一　関分館 フィルム 劇画

裸の王様 小学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

８月９日・長崎 小学生～一般 10 水　沢本館 フィルム アニメ

千　厩分館

水　沢本館

ハッピーバースデー 小学生～一般 80 水　沢本館 ビデオ アニメ

花いっぱいになあれ 幼児～小学生 12 水　沢本館 ビデオ アニメ

花さき山 小学生～一般 11 水　沢本館 フィルム アニメ

花咲き山 幼児～小学生 20 江　刺分館 ＤＶＤ 劇画

はなたれこぞうさま 幼児～小学生 18 江　刺分館 フィルム アニメ

母親の願いと父親の役割 一般 30 江　刺分館 フィルム 劇画

母の悲しみ 一般 30 一　関分館 フィルム 劇画

母へ　子ども達の心 一般 30 千　厩分館 フィルム 実録

ババロワさんこんばんは 幼児～小学生 24 千　厩分館 フィルム アニメ

春ふたたび 高齢者 30 江　刺分館 フィルム 劇画

　　走れタンコロ光のなかへ 小学生～一般    50＜ ＞フィルム劇画

　　ハチ公物語 小学生～一般    18＜ ＞フィルムアニメ

　　【の】

　　【は】

　　はじめて出会う性教育　わたしのはなし 幼児～小学生    12＜ ＞実録



水　沢本館

千　厩分館

ハムスターのあかちゃん 幼児～小学生 7 水　沢本館 ビデオ 実録

ハムスターのドンパ 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム アニメ

ハメルンの笛ふき 幼児～小学生 8 水　沢本館 フィルム アニメ

はれときどきぶたの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

反抗期 一般 30 江　刺分館 フィルム 劇画

半七捕物帳異聞　お年寄りの交通安全 高齢者 25 水　沢本館 ビデオ 実録

阪神・淡路大震災に学ぶ　地震の知識と対策 一般 23 水　沢本館 フィルム 実録

ばんじ休す 幼児～小学生 6 江　刺分館 フィルム アニメ

班長の命令とみんなのいい分 小学生 20 千　厩分館 フィルム 実録

バンビ 幼児～一般 70 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

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

ピーターパン 幼児～一般 75 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

干潟の詩 小学生～一般 31 千　厩分館 フィルム 劇画

光電池のはたらき 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

彦一とんちばなし 幼児～小学生 18 水　沢本館 フィルム アニメ

非行少年と呼ばないで 一般 29 水　沢本館 フィルム 劇画

陽だまりの家 小学生～一般 42 水　沢本館 フィルム アニメ

一つの花 小学生～一般 23 水　沢本館 フィルム アニメ

ひとことのやさしさ 中・高生 51 千　厩分館 フィルム 劇画

ヒトの来た遠く長い道 小学生～一般 22 水　沢本館 ビデオ 実録

ひなまつり 幼児～小学生 10 江　刺分館 フィルム アニメ

陽のあたる家族 一般 32 水　沢本館 フィルム 劇画

ピノキオ 幼児～一般 86 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

ピノキオ　－正直- 幼児～小学生 9 水　沢本館 フィルム アニメ

ひまわりとうたおう！ 幼児～小学生 15 江　刺分館 ビデオ アニメ

百目のあずきとぎ 幼児～小学生 15 水　沢本館 フィルム アニメ

病気の予防　インフルエンザ 小学生 17 水　沢本館 フィルム 実録

標本調査　車の色は 中学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

平泳ぎの上手な泳ぎ方 小学生 12 水　沢本館 ビデオ 実録

平泳ぎをはじめよう 小学生 12 水　沢本館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

ひろしくんは空がすき 幼児～小学生 13 水　沢本館 フィルム アニメ

ヒロシマ・ナガサキ　戦争のもたらすもの 小学生～一般 46 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

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

ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　上・下巻 小学生～一般 100 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

ファーブル昆虫記の世界 中学生～一般 29 水　沢本館 フィルム 実録

ファーブル昆虫記　フンコロガシとサソリ 幼児～小学生 40 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ファンタジア 幼児～一般 117 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

フイチンさん 中学生～一般 60 水　沢本館 ビデオ アニメ

夫婦　そして愛 一般 38 千　厩分館 フィルム 劇画

福祉・健康編　支えて生きる 小学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

ふしぎな錦 小学生 21 水　沢本館 フィルム アニメ

ふしぎなメルモより　すて猫トラちゃん 幼児～小学生 25 江　刺分館 フィルム アニメ

ふしぎの国のアリス 幼児～一般 73 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

千　厩分館

水　沢本館

再び学校へ　リカレント学習 一般 29 千　厩分館 ビデオ 実録

父母に学ぶ 小学生～一般 35 水　沢本館 フィルム 劇画

ふらいぱんじいさん 幼児～小学生 21 江　刺分館 フィルム アニメ

フランダースの犬 小学生 35 千　厩分館 フィルム アニメ

一　関分館

千　厩分館
　　フランダースの犬 小学生～一般 103＜ ＞フィルムアニメ

　　【ふ】

　　双子の星 幼児～小学生    27＜ ＞フィルムアニメ

　　春を呼ぶ瀬戸の小島 小学生～一般    53＜ ＞フィルム劇画

　　【ひ】



プルートとカメのおくりもの 幼児～小学生 7 水　沢本館 フィルム アニメ

ふるさと－ＪＡＰＡＮ 中学生～一般 98 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ふるさとに生きる母たち 一般 31 江　刺分館 フィルム 劇画

ふるさとを探検しよう 中学生 21 水　沢本館 ビデオ 実録

ふれあい 一般 31 一　関分館 フィルム 劇画

ブログ社会の落とし穴 中学生～一般 25 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀　弁護士
宇都宮健児の仕事

中学生～一般 90 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀　専門看護士
北村愛子の仕事

中学生～一般 90 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀　農家
木村秋則の仕事

中学生～一般 90 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀　公務員
木村俊昭の仕事

中学生～一般 43 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀　樹木医
塚本こなみの仕事

中学生～一般 90 一　関分館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀
パティシェ杉野英美の仕事

中学生～一般 90 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀　まぐろ仲買人
藤田浩毅の仕事

中学生～一般 43 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀　宮崎駿の仕事 中学生～一般 163 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀
茂木健一郎の脳活用法スペシャル

中学生～一般 43 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

プロフェッショナル仕事の流儀
柳家小三治の仕事

中学生～一般 70 一　関分館 ＤＶＤ 実録

ぶんぶくちゃがま 幼児～小学生 15 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

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

平成若者仕事図鑑　介護職員 小学生～一般 24 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　学校司書 小学生～一般 24 一　関分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　気象予報士 小学生～一般 24 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　救急救命士 小学生～一般 24 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　警察官 小学生～一般 24 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　航空整備士 小学生～一般 24 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　市役所職員 小学生～一般 24 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　小児科医 小学生～一般 24 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　消防官 小学生～一般 24 一　関分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　声優 小学生～一般 24 一　関分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　大工 小学生～一般 24 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　農業サラリーマン 小学生～一般 24 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　パティシエ 小学生～一般 24 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　美容師 小学生～一般 24 一　関分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　プログラマー 小学生～一般 24 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　保育士 小学生～一般 24 一　関分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　ホテル料理人 小学生～一般 24 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　レスキュー隊員 小学生～一般 24 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　薬剤師 小学生～一般 24 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

平成若者仕事図鑑　幼稚園教諭 小学生～一般 24 一　関分館 ＤＶＤ 実録

ベロ出しチョンマ 小学生～一般 15 千　厩分館 フィルム アニメ

ペンギンと白熊 幼児～小学生 6 一　関分館 フィルム アニメ

ベンとエイモス 小学生～一般 23 千　厩分館 フィルム アニメ

へんてこなボランティア 中学生～一般 46 水　沢本館 フィルム アニメ

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

放射性物質の光と影 全般 26 一　関分館 ＤＶＤ 実録

ホームスイートホーム 一般 113 水　沢本館 ビデオ 劇画

水　沢本館

千　厩分館

ぼくだってきれいにしたいんだ 小学生 15 水　沢本館 フィルム アニメ

ぼくと仔犬のわんぱく大事件 小学生～一般 52 水　沢本館 フィルム 劇画

ぼくに涙はにあわない 小学生～一般 50 水　沢本館 フィルム 劇画

　　【ほ】

　　ぼくたちの勇気 小学生～一般    30＜ ＞フィルム劇画

　　【へ】



僕の家にはカバがいる 小学生～一般 48 千　厩分館 フィルム 劇画

ボクの犬小屋日記 小学生～一般 20 水　沢本館 ビデオ 劇画

ぼくのお姉さん 小学生～一般 36 千　厩分館 ビデオ 劇画

ぼくのじしんえにっき 小学生 23 水　沢本館 フィルム アニメ

ぼくのダイエット大作戦 幼児～小学生 18 一　関分館 フィルム アニメ

ぼくの青空 小学生～一般 26 千　厩分館 ビデオ アニメ

僕はあの日を忘れない 小学生～一般 24 江　刺分館 ビデオ アニメ

ぼくは王さま 幼児～小学生 20 江　刺分館 フィルム アニメ

ぼくは子象の消防隊 幼児～小学生 17 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ぼくはすぐに逃げたんだ　東日本大震災から学んだこと 小学生～一般 14 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ぼくへそまでまんが 幼児～小学生 25 江　刺分館 フィルム アニメ

ボクらは町の消防隊 幼児～小学生 15 水　沢本館 フィルム アニメ

歩行者と交通安全 小学生 19 千　厩分館 フィルム 実録

星の動きをしらべる 小学生 19 水　沢本館 フィルム 実録

星の王子さま 小学生～一般 30 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

星の観察 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

ポスター　伝えるデザイン 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

ホタルが育つ水 小学生 13 千　厩分館 ビデオ 実録

蛍の舞う街で 中学生～一般 42 水　沢本館 フィルム アニメ

ぽっぽちゃんの目にっき 小学生～一般 40 水　沢本館 フィルム 劇画

ポパイ 小学生～一般 43 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ポパイ　１ 小学生～一般 33 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

ポパイ　２ 小学生～一般 33 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

ボランティア・ガイド 一般 20 水　沢本館 ビデオ 実録

ポンカンマンの健康がいちばん 幼児～小学生 15 水　沢本館 ビデオ 実録

本好きな子に育てるために 一般 28 一　関分館 フィルム 実録

ほんとに安全？　合成洗剤 小学生～一般 30 江　刺分館 ビデオ 実録

本の楽しさを伝えよう　ブックトーク 小学生 24 一　関分館 ビデオ 実録

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

毎日がつらい気持ちわかりますか？ 小学生～一般 18 一　関分館 ＤＶＤ 実録

負けるな！　千太 小学生～一般 24 江　刺分館 ビデオ アニメ

マクリーの交通安全 幼児～小学生 15 江　刺分館 フィルム アニメ

千　厩分館

水　沢本館

マサオ君の交通事故 小学生 21 水　沢本館 フィルム 実録

まじめで悪いか！ 中学生～一般 32 江　刺分館 ビデオ 劇画

またあえるねツバメ君 幼児～一般 24 江　刺分館 フィルム アニメ

水　沢本館

千　厩分館

学び　交流　そして　喜び 一般 20 一　関分館 ビデオ 実録

江　刺分館

千　厩分館

まぼろしの４番バッター 小学生～一般 49 一　関分館 フィルム 劇画

まめうしくん 幼児～小学生 30 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

まめうしくんの交通安全　宝さがしの旅だっし 幼児～小学生 12 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

ＭＡＲＫＯ　母を訪ねて三千里 小学生～一般 99 千　厩分館 フィルム アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

　　まちに出ようボランティア学習 小学生～一般    20＜ ＞ビデオ 実録

　　学び座　ソーランの歌が聞こえる 中学生～一般 102＜ ＞ビデオ 劇画

　　【ま】

　　マザーテレサ 小学生～一般    20＜ ＞フィルムアニメ



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 ビデオ アニメ

まんが日本昔ばなし 14巻  雪女　他 幼児～小学生 25 千　厩分館 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

まんが日本昔ばなし 23巻  狐森　他 幼児～小学生 50 千　厩分館 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

万引きはダメ！ 小学生～一般 21 水　沢本館 ビデオ 実録

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

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 ビデオ アニメ

みーつけた！ 小学生 18 水　沢本館 フィルム アニメ

見えぬ目に感じた雲取山の朝日 中学生～一般 19 水　沢本館 ビデオ アニメ

身近な環境問題を考える 一般 30 一　関分館 フィルム 実録

見知らぬ人のさそい 小学生～一般 20 水　沢本館 フィルム 実録

水色のハンカチーフ 小学生～一般 20 水　沢本館 フィルム 劇画

みすヾ 全般 105 水　沢本館 ＤＶＤ 劇画

水をよごさず大切にしよう 小学生 15 水　沢本館 ビデオ 実録

見たり、聞いたり、さわったり 小学生 15 水　沢本館 フィルム 実録

路 一般 32 一　関分館 フィルム 劇画

みちのくの鬼たち 小学生～一般 36 水　沢本館 ビデオ 実録

ミッキーのお化け退治　他７話収録 幼児～小学生 69 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

ミッキーの消防隊　他７話収録 幼児～小学生 62 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

ミッキーの誕生日　他７話収録 幼児～小学生 60 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

ミッキーマウスと魔法の帽子 幼児～小学生 10 江　刺分館 フィルム アニメ

ミッキーマウスのお誕生日パーティー 幼児～小学生 9 千　厩分館 フィルム アニメ

ミッキーマウスのおばけ退治 幼児～小学生 9 千　厩分館 フィルム アニメ

ミッキーマウスの思いやり 幼児～小学生 8 水　沢本館 フィルム アニメ

ミッキーマウスのたのしい冬 幼児～小学生 10 一　関分館 フィルム アニメ

ミッキーマウスのたのしいゆめ 幼児～小学生 9 千　厩分館 フィルム アニメ

ミッキーマウスのメリークリスマス 幼児～小学生 26 千　厩分館 フィルム アニメ

南の国の人たちと共に 中学生～一般 21 水　沢本館 フィルム 実録

実りある日に 一般 33 江　刺分館 フィルム 劇画

宮沢賢治 中学生～一般 25 水　沢本館 フィルム 実録

宮沢賢治 一般 48 千　厩分館 フィルム 実録

宮沢賢治　銀河鉄道の夜 小学生～一般 48 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

未来はぼくらの手に 小学生 28 水　沢本館 ビデオ 劇画

ミラクル・オブ・ラブ 小学生～一般 23 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

ミラクル太郎の自転車安全教室 小学生 20 千　厩分館 フィルム アニメ

ミリ子は負けない 小学生～一般 45 水　沢本館 フィルム 劇画

魅力あるプログラムづくり 中学生～一般 20 江　刺分館 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

みんないちばん 幼児～小学生 13 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

みんながおしえてくれました 幼児～小学生 25 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

　　【み】



みんなで作った虹のつり橋 幼児～小学生 21 千　厩分館 フィルム アニメ

みんなともだち 小学生 21 水　沢本館 フィルム 実録

みんな友だち 幼児～小学生 15 江　刺分館 フィルム アニメ

みんなの童話アニメ全集　１巻 幼児～小学生 24 水　沢本館 ビデオ アニメ

みんなの童話アニメ全集　２巻 幼児～小学生 24 水　沢本館 ビデオ アニメ

みんなの童話アニメ全集　３巻 幼児～小学生 24 水　沢本館 ビデオ アニメ

みんなの童話アニメ全集　４巻 幼児～小学生 24 水　沢本館 ビデオ アニメ

みんなの童話アニメ全集　５巻 幼児～小学生 24 一　関分館 ビデオ アニメ

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

みんなの童話アニメ全集　７巻 幼児～小学生 24 一　関分館 ビデオ アニメ

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

みんなの童話アニメ全集　９巻 幼児～小学生 24 江　刺分館 ビデオ アニメ

みんなの童話アニメ全集１０巻 幼児～小学生 24 江　刺分館 ビデオ アニメ

みんなの童話アニメ全集１１巻 幼児～小学生 24 江　刺分館 ビデオ アニメ

みんなの童話アニメ全集１２巻 幼児～小学生 24 江　刺分館 ビデオ アニメ

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

水　沢本館

千　厩分館

ムーミン　はばたけ！　ペガサス 幼児～小学生 25 水　沢本館 フィルム アニメ

ムーミン　おばけ島へようこそ（オリジナル） 幼児～小学生 25 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

ムーミン　おばけ島へようこそ（バリアフリー） 幼児～小学生 25 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

ムーミン谷の彗星 幼児～小学生 62 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

むかしのくらし 小学生～一般 34 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

虫の一生 小学生 18 水　沢本館 フィルム 実録

虫の冬ごし 小学生 16 水　沢本館 フィルム 実録

むし歯と歯肉の病気 小学生 15 水　沢本館 フィルム 実録

むし歯の予防 小学生 21 水　沢本館 フィルム 実録

ムシムシ海へ行く 幼児～小学生 15 一　関分館 フィルム 劇画

むしむし村の交通安全 幼児～小学生 12 千　厩分館 ＤＶＤ アニメ

室根神社祭典記録映画 一般 15 千　厩分館 フィルム 実録

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

名犬物語 小学生～一般 20 千　厩分館 フィルム アニメ

名作ってこんなにおもしろい１巻　　　　　　　　　　　ぼっちゃん／高瀬舟・舞姫中学生～一般 50 一　関分館 ＤＶＤ 実録

名作ってこんなにおもしろい２巻　　　　　　　　　　　鼻・杜氏春・羅生門／野菊の墓／田舎教師中学生～一般 50 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

名作ってこんなにおもしろい３巻　　　　　　　　　　　耳なし芳一・雪女／怪談牡丹燈籠／高野聖／たけくらべ中学生～一般 50 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

名作ってこんなにおもしろい４巻　　　　　　　　　　　銀河鉄道の夜／山月記／生まれ出づる悩み／武蔵野中学生～一般 50 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

名作ってこんなにおもしろい５巻　　　　　　　　　　　人間失格／檸檬／こころ中学生～一般 50 一　関分館 ＤＶＤ 実録

名探偵コナン　防犯ガイド 小学生～一般 26 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

名作ビデオ絵本⑪　一夜　他 中学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

名作ビデオ絵本⑫　姪子　他 中学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

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

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

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 ビデオ アニメ

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

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 ビデオ アニメ

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 ビデオ アニメ

名作ビデオ絵本⑲　髪　他 中学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

名作ビデオ絵本⑳　川とノリオ　他 中学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

メイプルタウンの交通安全 幼児～小学生 14 江　刺分館 フィルム アニメ

メダカのグッピー　誕生のひみつ 小学生 19 水　沢本館 フィルム 実録

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

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

　　【め】

　　【も】

　　【む】

　　ムーミン　スナフキンが帰ってきた 幼児～小学生    25＜ ＞フィルムアニメ



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 ビデオ 実録

盲導犬クィールの一生 小学生～一般 25 一　関分館 ビデオ 劇画

盲目の名馬　タカラコスモス 全般 47 一　関分館 ＤＶＤ 実録

もしもし・・電話の奥の甘いワナ 中学生～一般 23 水　沢本館 ビデオ 実録

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ　もったいない 中学生～一般 29 千　厩分館 フィルム アニメ

もったいないばあさんと考えよう　世界のこと 小学生～一般 71 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

森のいえ 幼児～小学生 17 水　沢本館 フィルム アニメ

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

森のトントたち　-森になった館- 幼児～小学生 17 水　沢本館 フィルム アニメ

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

八重ちゃんのフライパン日記 小学生～一般 53 一　関分館 フィルム 劇画

薬物乱用と薬物依存　脳をダメにする薬物 中学生～一般 19 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

やさしいオオカミ 幼児～小学生 15 一　関分館 フィルム アニメ

やさしいライオン 幼児～小学生 27 江　刺分館 フィルム アニメ

やさしさ 一般 33 一　関分館 フィルム 劇画

やってみよう　かべさかだち 小学生 20 一　関分館 ＤＶＤ 実録

やってみよう　さかあがり 小学生 20 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

やってみよう　とび箱 小学生 20 水　沢本館 ＤＶＤ 実録

やってみよう　水泳１　水となかよくなる 小学生 20 一　関分館 ＤＶＤ 実録

やってみよう　水泳２　クロールに挑戦！ 小学生 20 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

柳田国男と遠野物語 中学生～一般 25 水　沢本館 フィルム 実録

やまなし 幼児～小学生 15 水　沢本館 ビデオ アニメ

やめよう！ネットでウソと悪口 小学生～一般 27 水　沢本館 ビデオ 実録

やりとげる 中学生 20 水　沢本館 ビデオ 実録

やる気を育てる 一般 34 江　刺分館 フィルム 劇画

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

ゆうかい・いたずらされないために 小学生～一般 13 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

ゆうかんな十人のきょうだい 幼児～一般 20 千　厩分館 ビデオ アニメ

水　沢本館 フィルム

千　厩分館 ビデオ

友子よ、晴れない霧はない 中学生～一般 42 江　刺分館 フィルム 劇画

友情 中学生～一般 103 一　関分館 ビデオ 劇画

友情ばんざい 小学生～一般 43 水　沢本館 フィルム 劇画

ゆうびんきょくをひらこう 小学生 23 水　沢本館 フィルム 実録

ＵＦＯ国の交通安全 幼児～小学生 14 水　沢本館 フィルム アニメ

幽霊船 幼児～小学生 11 水　沢本館 ビデオ アニメ

幽霊屋敷 小学生～一般 20 千　厩分館 フィルム アニメ

裕太と一平 子どもにやる気の芽生える時 一般 32 一　関分館 フィルム 劇画

ゆかいなリトルボーイ 幼児～小学生 10 江　刺分館 フィルム アニメ

ユカを探せ 小学生～一般 54 水　沢本館 フィルム 劇画

雪ダルマンの冬道交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館 ビデオ アニメ

ゆきちゃんこんにちは 小学生 19 水　沢本館 フィルム アニメ

雪豹 一般 80 一　関分館 ビデオ 実録

雪わたり 小学生～一般 23 水　沢本館 フィルム アニメ

ゆとり 一般 31 水　沢本館 フィルム 実録

夢かぎりなく 小学生～一般 31 水　沢本館 フィルム 劇画

夢の約束 一般 53 水　沢本館 フィルム 劇画

夢をつくるはこ 小学生 18 水　沢本館 フィルム 実録

許すないじめ 中学生 26 水　沢本館 フィルム 劇画

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

ようこそ！エコロ島 小学生 17 一　関分館 ビデオ アニメ

幼児の歯の健康シリーズ　歯のみがき方 幼児 10 水　沢本館 ビデオ 実録

　　【よ】

　　【や】

　　【ゆ】

　　勇気あるホタルととべないホタル 小学生～一般    17＜ ＞アニメ



幼児の歯の健康シリーズ　歯の観察 幼児 10 水　沢本館 ビデオ 実録

幼児の歯の健康シリーズ　食生活 幼児 10 水　沢本館 ビデオ 実録

よっちゃんの不思議なクレヨン 幼児～小学生 22 一　関分館 フィルム アニメ

夜回り先生　水谷修のメッセージ
いいもんだよ、生きるって

中学生～一般 90 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

夜回り先生　水谷修のメッセージ
生きていてくれて、ありがとう

中学生～一般 90 千　厩分館 ＤＶＤ 実録

よみがえる１００年前の世界 中学生～一般 50 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

よわむし太郎 幼児～小学生 15 江　刺分館 ＤＶＤ アニメ

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

ラーメンてんし 幼児～小学生 10 千　厩分館 フィルム 劇画

一　関分館

千　厩分館

落語長屋のお年寄りの交通安全 高齢者 25 江　刺分館 ビデオ 実録

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

理科観察ビデオ　こん虫のそだち方 小学生 15 水　沢本館 ビデオ 実録

理由ある反抗 一般 33 一　関分館 フィルム 実録

りゅうの目のなみだ 幼児～小学生 20 水　沢本館 ＤＶＤ アニメ

りんごの袋 幼児～小学生 10 水　沢本館 フィルム アニメ

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

ルールマンの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館 ビデオ アニメ

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

老人と少年 一般 32 水　沢本館 フィルム 劇画

6070花ならつぼみ 高齢者 29 千　厩分館 フィルム 劇画

ロトの紋章 小学生 45 水　沢本館 フィルム アニメ

ロビンソン・クルーソー 小学生～一般 46 水　沢本館 ビデオ アニメ

ロビンフットの冒険 小学生～一般 50 水　沢本館 ビデオ アニメ

ロロとモモのじしんとかじのおはなし 幼児 18 一　関分館 ビデオ 実録

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

ワオくんのはね 幼児～小学生 17 一　関分館 ビデオ アニメ

若草物語 中学生～一般 122 千　厩分館 ＤＶＤ 劇画

江　刺分館

千　厩分館

我が子の長所みえてますか 一般 30 水　沢本館 フィルム 劇画

江　刺分館

千　厩分館

わが谷は緑なりき 一般 118 江　刺分館 ＤＶＤ 劇画

和楽器に挑戦 中学生 21 水　沢本館 ビデオ 実録

我が街やがて故郷 一般 32 江　刺分館 フィルム 劇画

若者が人生を見つめるとき 一般 31 江　刺分館 フィルム 劇画

別れ道 一般 34 水　沢本館 フィルム 劇画

我が家の交通安全　暗やみは危険がいっぱい 小学生～一般 15 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

わくわく絵本劇場 幼児～小学生 17 水　沢本館 フィルム アニメ

わざとちえ　～産業近代化の歩み～ 小学生～一般 21 千　厩分館 フィルム 実録

忘れないで五つのポイント　自転車の交通ルール 小学生～一般 18 江　刺分館 ＤＶＤ 実録

わすれるもんか！ 小学生～一般 40 水　沢本館 フィルム アニメ

わたしおてつだいねこ 幼児～小学生 19 千　厩分館 フィルム アニメ

わたしたちと原発 小学生～一般 20 一　関分館 ビデオ アニメ

私たちの青い地球① 天候と大気　 中学生～一般 20 水　沢本館 ビデオ 実録

　　わが子を伸ばす親の一言 一般    30＜ ＞フィルム劇画

　　【り】

　　【る】

　　【ろ】

　　【わ】

　　わが子の心が見えない 一般    32＜ ＞ビデオ 劇画

　　【ら】

　　落語アニメ　おばけ長屋 小学生～一般    20＜ ＞ビデオ アニメ



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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

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 ビデオ 実録

私たちの井戸端会議 一般 31 千　厩分館 フィルム 実録

わたしたちのくらしとごみのしまつ 小学生 20 水　沢本館 フィルム 実録

私たちの国際交流 中学生～一般 30 水　沢本館 ビデオ 実録

私たちの戦後５０年 一般 40 水　沢本館 ビデオ 実録

わたしのワンピース 幼児～小学生 29 一　関分館 ＤＶＤ アニメ

私にできること　ハチドリのひとしずく 幼児～小学生 19 水　沢本館 フィルム アニメ

わらしべ長者 幼児～小学生 18 水　沢本館 フィルム アニメ

われに友あり 一般 30 江　刺分館 フィルム 劇画

腕白たちの宝もの 小学生～一般 48 水　沢本館 フィルム 劇画




