
ＤＶＤ教材  

ＤVD教材 
 絵からとびたした猫                 アニメ１５分   

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

 

 猫の絵を描くのが大好きな小坊主がいました。猫の絵ばかり描いているので和尚 

さんに追い出された小坊主は気軽な旅に出かけます。でもある晩、荒れ寺でちょっ 

と不安になった小坊主は、猫の絵をいっぱい壁に貼って眠りました。 

夜遅く、天井から化け物が降りてきます・・・さぁ、小坊主はいったいどうなる 

 のでしょう・・・。 

                                （北 星） 

ＤVD教材 
 森のいえ                   アニメ１７分   

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

 

 昔、ある家に父母と３人の娘が暮らしていました。毎日交代で森で働く木こりの 

おとうさんに弁当を届ける娘たち。ところがその森の奥深くに１件の家があり、年 

老いた老人と動物たちが暮らしていました。そこに辿り着いた３姉妹に老人は「食 

事の準備をしてほしい」と頼みます・・・。 

                      （北 星） 

ＤVD教材 
 クリスマスのおくりもの         アニメ１８分   

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

 

  クリスマスプレゼントの新しい人形に心を奪われ、仲良く遊んでいた古い人形を 

 投げ捨ててしまった女の子。捨てられた人形は自分の悲しい気持ちをわかってもら 

おうと努力します・・・。「ものを大切にする心」を描くクリスマス・アニメーショ 

ンです。 

（北 星） 

ＤVD教材 
 化けくらべ              アニメ２１分   

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

 

  たぬきの「ごんべえ」ときつねの「へらこい」が化けくらべをすることになりま 

 した。ごんべえの仲間たちは嫁入り行列に化けて参道を歩いていましたが、道の真 

ん中に美味しそうな「お饅頭」が一つ落ちています。我先に飛びついたたぬきたち 

はすっかり元の姿にもどってしまいます。きつねたちは大笑い。一計を案じたごん 

べえは、今度は大名行列に化けるのですが・・・。 

（北 星） 

ＤVD教材 

 １０ぴきのかえる 2話収録      アニメ40分  

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

 

 １０ぴきのかえる 

子どもたちが大好きな間所ひさこの絵本「１０ぴきのかえるシリーズ」です。 

このお話は１０ぴきのかえるがいろいろな冒険をしながら、生まれた沼にもどる 

というミュージカルアニメーションです。 

 １０ぴきのかえるのなつまつり 

  ひょうたん沼に夏まつりの季節がやってきました。でも水太鼓の名人のどじょう 

じいさんがいたずらっ子に捕まってしまいました。「僕たちでどじょうじいさんを 

助け出そう！」１０匹のカエルは救出の旅に出るのですが・・・。 

                                （東 映） 

（６） 



ＤVD教材 

 ねぎぼうずのあさたろう 巻之三      アニメ102分   

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

 

 ・其之七 「嘘つき小僧すず吉」     

 ・其之八 「村を守った秘密箱」 

・其之九 「くノ一の隠れ里」     

 ・其之十 「人情渡し舟」 

（人気絵本作家 飯野和好の楽しい道中物語です。巻之一・二も所蔵しています。） 

                                 （東 映） 

ＤVD教材 

 むしむし村の防災訓練         アニメ１２分  

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

 

  子どもたちに馴染みの深い虫たちがキャラクターになって登場する防災アニメー 

 ション教材です。 

 地震が起きた時の行動や避難の仕方をわかりやすく解説しています。 

                          （東 映） 

ＤVD教材 
 はなかっぱの交通安全 ケーキを求めて右・左・右 

アニメ１３分  

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

 

  「はなかっぱ」の仲間たちの楽しい物語を通じて交通ルールを解説し、なぜ交通 

 ルールを守らなければならないのかが理解できる内容になっています。 

・飛び出しの危険 ・道路の渡り方 ・歩行者の通るところ ・雨の日の歩き方  

（東 映） 

DVD教材 

 注文の多い料理店 宮沢賢治作品       アニメ２３分  

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

 

  猟に出かけた都会の二人の紳士は、山道で道に迷い疲れ果ててしまいました。そ 

 んな時、立派な一件の西洋料理店「山猫軒」を見つけ、二人は大喜びで中に入って 

いきます。看板には「ことに肥ったお方や若いお方は大歓迎です。」と書かれています。 

  さて、この料理店ではどんな料理が出てくるのでしょうか？ 

       （北 星） 

DVD教材 
 なるほど発見！ 日本の食材 Ｖｏｌ．1 
                   アニメ120分   

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

 

   普段、目にする食材の見たこともない映像が満載！ 

「食材から」「家庭科メニュー」「社会科メニュー」と使用場面に合わせて検索可 

 能です。料理レシピも充実しています。 

  Ｖｏｌ．1では次の２５食材を取り上げています。 

   アジ・アスパラガス・いか・オリーブ・かき・かつお・キャベツ・牛乳・ごま 

  ・こめ・こんぶ・さけ・砂糖・さんま・じゃがいも・しらす・だいこん・だいず 

・卵・豆腐・にんじん・ねぎ・はくさい・ぶた肉・りんご 

（北 星） 

（７） 



DVD教材 
 なるほど発見！ 日本の食材 Ｖｏｌ．2 
                     アニメ120分   

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

 

   普段、目にする食材の見たこともない映像が満載！ 

「食材から」「家庭科メニュー」「社会科メニュー」と使用場面に合わせて検索可能で 

す。料理レシピも充実しています。 

  Ｖｏｌ．1では次の２５食材を取り上げています。 

   いわし・うずら卵・えだまめ・牛肉・ごぼう・さつまいも・さば・たい・たまねぎ 

・チーズ・トマト・とり肉・納豆・はちみつ・パン・ピーマン・ひじき・ぶどう・ほ 

たて貝・まぐろ・みかん・みそ・もやし・落花生・レタス 

（北 星） 

DVD教材 

小学生のためのケータイ・ネット教室    アニメ30分              

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

    

 

携帯電話やパソコンの利用が急速に広まり、小学生の携帯電話の所有率も年々増加し 

ています。携帯メールでのコミュニケーションや、インターネットの利用など便利にな 

った反面、ネットでのトラブルも増加しており、携帯電話を持ち始める子どもたちへの 

情報モラル教育、安全教育が重要となっています。 

このDVDは特に小学校(中・高学年)を対象に、安全で正しいケータイ・ネットの使い 

方を解説しています。 

（東 映） 

DVD教材 

ジャングル大帝 「友達 」              アニメ24分  

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

 

アフリカの大地をひた走るレオに大自然は容赦なく牙をむきます。襲撃してきた黒豹 

のトットから逃れたレオは、罠にかかったガゼルのトニーとオウムのココを救います。 

彼らはアフリカに来て初めて得た友人たちです。そんな憩いの時もつかの間、ライオ 

ンを追い続けるハムエッグ、荒れ狂う突然の大竜巻き、そしてトットの親分のライオン 

のブブなど、一行は次から次へと苦難に巻き込まれていくのです・・・。 

（ 他にジャングル大帝 「誕生」・「約束」・「旅たち」 も所蔵しています。） 

（東 映） 

DVD教材 
どう守る? 自分の命 東日本大震災から教えられたこと 
                     実録22分 

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

 

  自然災害は、時と場所を選ばず襲ってきます。 

その時、子どもたちは極限下の状況で、自ら素早く命を守れる行動が取れるでしょう 

か? 東日本大震災が襲った時、岩手県釜石市では、震災で破滅的な打撃を受けながら、 

市内の小・中学校にいた児童・生徒全員が大津波から逃れ無事でした。 

この地域では、防災の専門家と「津波防災教育のための手引き」を作り、小・中学校 

の９年間、津波からの避難場所や経路を確認し、対処行動を考える学習を続けてきたこ 

とが生きたのです。 

この作品では、過去の阪神淡路大震災や東日本大震災にもふれ、災害の危険から命を 

守るには、瞬時にどう判断し行動したら良いのかを具体的に描いています。   

                                  （映学舎）                                               

（８） 



DVD教材 

放射線の正しい理解                  実録１８分              

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

 

 

2011年3月11日、東日本大震災によって発生した福島第一原発事故。それまで 

放射線は私たちに豊かな暮らしをもたらしてくれるイメージの強いものでしたが、一 

転、健康への影響や危険性が問題とされました。 

このような原発事故が発生すると、恐ろしさだけが強調され、正しい姿がみえなく 

 なることがあります。 

この作品は、小・中学生向けとして制作されました。放射線のことをもう一度みん 

なで考え、正しく理解することの大切さ、冷静さに判断していくことの大切さを訴え 

ています。 

（映学社） 

DVD教材 

 生きる行動 生きる備え  東日本大震災の教訓     実録１８分  

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

 

 東日本大震災の教訓の一つは、日頃の防災教育が如何に重要であるかに気づかせてく 

れたことです。この震災では、安全と思われていた学校や公共の防災施設、避難所など 

も津波によって壊滅的な打撃を受け、自然の脅威の凄まじさを見せつけられました。 

このＤＶＤには、一人ひとりが自然災害に関する理解と災害時の危険を予測・判断し、

危険を回避する能力を身につけられるためのヒントが豊富に含まれています。 

 

                          （映学社） 

DVD教材 

 サンタクロースになった少年              洋画８０分  

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

 
 

舞台はラップランドの寒村。事故でひとりぼっちになった幼いニコラスを村人たち 

は一年交代で世話をすることになりました。クリスマスはニコラスが新しい家族に移 

る日です。 

でも、６年後に村は飢饉に見舞われてしまいます・・・。悲しくも心温まるサンタ 

クロース誕生の秘話の物語です。 

                                （岩 波） 

DVD教材 

天国へのシュート            洋画９０分              

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

 

 プロのサッカー選手になることを夢見る12歳のケムコは、同じようにプロを目指 

していた父エリックの突然の死に呆然自失、もはやプレーできないほどになってしま 

います。 

ある日、亡くなったはずの父が・・・。それはレムコにだけ見える父の姿でした。 

サッカーにかけた少年と父の夢の行方は・・・。 

父と息子の強い絆を描いた心震えるファミリー・ファンタジーです。        

（東 映） 

（９） 



DVD教材 

 虹色ほたる 永遠の夏休み                  アニメ105分  

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

 
 

  父親との思い出。昆虫採集。花火。夜店。子ども同士の友情。そして淡い初恋。 

「虹色ほたる 永遠の夏休み」の中にある要素をほんの少しピックアップするだけで、 

そこから今は失われつつある懐かしい日本の夏の姿が浮かんできます・・・。 

「それでも子どもたちは今を生きる」心のふるさと、大自然を舞台に、時代を超えた 

感動的な愛と絆の運命と、少年の成長を見守るファンタジーアニメーションです。 

                                （東 映） 

DVD教材 

ヒロシマの記憶 幻の原爆フィルムで歩く広島        実録35分  

 ＜対象＞ 一  般                       ＜所有＞ 千厩分館 

 

 1945年、原爆が投下されて2か月。焦土の風景と、苦しむ被爆者を撮影した幻の 

原爆フィルムをハイビジョン処理したものです。 

治療を受ける人々や、医師と看護婦、焼き尽くされた建物、ガレキに埋まる町の様子 

が映し出されています。 

この作品では、映された映像と現在の場所を対比しています。過去と現在、戦争と平 

和、見る人に当時の記憶を蘇らせる内容となっています。 

                                 （岩 波） 

DVD教材 

愛しいとしの花子さん             邦画33分              

 ＜対象＞ 一  般                        ＜所有＞ 水沢本館 

 

大都会のとある下町、人呼んで“人情通り”に住む一人暮らしの老人が、十歳以上も 

年下の女性に一目惚れ。この想いをなんとか成就させようと、息子の嫁をはじめ“人情 

通り”の心優しい人たちが奮闘します。果たして恋の行方は・・・? 

「人が人を愛することに年齢など関係ない」涙と笑いのシルバー人情喜劇です。 

（東 映） 

DVD教材 

よみがえる金色堂                 実録46分              

 ＜対象＞ 一  般                        ＜所有＞ 一関分館 

 

 金色もまばゆい建立当時の絢爛たる姿が九百年近く経った今も現存する金色堂。それ 

も１９６２年から６８年にかけて行われた復元工事のおかげです。その復元工事の貴重 

な映像記録がこのＤＶＤ「よみがえる金色堂」の内容です。 

当時の最高の叡智と工芸技術が醸し出す熱気と情熱、そして女性映画監督の先駆者・ 

中村麟子監督をはじめ制作スタッフたちのプロフェッショナル・ワークが織り成すハー 

モニーが、素晴らしい映像作品になっています。 

（岩 波） 

DVD教材 
綾小路きみまろ爆笑！ エキサイトライブ4集 
                       実録63分              

 ＜対象＞ 一  般                        ＜所有＞ 江刺分館 

 

中高年よ! 人生はこれからだ! 

速い。鋭い。止められない！「きみまろ」毒舌大暴走!    

愉快。痛快。大爆笑のＤＶＤです。                  （東 映） 

（１０） 



DVD教材 

こつなぎ 山を巡る百年物語        実録120分              

 ＜対象＞ 一  般                       ＜所有＞ 千厩分館 

 

  この作品は１９６０年（ 昭和35年 ）に撮影を開始しました。そして50年後の 

2009年(平成21年)に完成しています。明治・大正にまで遡る資料映像の駆使した、 

日本の山と人を巡る深遠なドキュメンタリーです。 

  地域で生きていくための権利を求める戦いを通して、東北農民の暮らしをつぶさに 

捉え、大正から平成に至るまでの軌跡をあぶりだしています。 

 これからの農業の姿や社会のあり方を示唆し、人と自然の共存や、生活するという 

ことへの根源的問いかけを投げかけます。 

                                 （岩 波） 

DVD教材 
水戸黄門 Ｖｏｌ．1         ドラマ各60分 

 ＜対象＞ 一  般                       ＜所有＞ 水沢本館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ♪人生楽ありゃ苦もあるさ～♪ のオープニングで始まる「水戸黄門」の 

ドラマシリーズです。 

 

① 水戸・江戸   おあずけ喰った結婚式 

神奈川     女度胸の鉄火肌 

小田原     狐が化けたお姫様 

箱根      仇討ち箱根馬子唄 

 

② 沼津      鬼庄屋は黄門様に瓜二つ 

駿河      天下の怪盗 光右衛門 

新居      関所の沙汰は銭次第 

新城      三人の無法者 

 

③ 岡崎      婿入り八丁味噌 

四日市     黄門様は呼びこみ日本一!! 

津       身ぐるみ剥がれた御老公 

水口      罠にはまった男 

 

④ 草津      鬼が盗んだ運上金 

京都      京の都の悪退治 

大津      母恋し 鈴鹿馬子唄 

彦根      御老公を暗殺せよ！！ 

 

⑤ 大垣      八兵衛うっかり若旦那 

犬山      恋しきひとの琴 

多治見     大工二代 志野茶碗 

岩村      じゃじゃ馬娘はお医者様 

 

⑥ 馬籠      赤い財布の恩返し 

高遠      めざす敵はお殿様 

韮崎      襲われた中馬街道 

 

⑦ 八王子     白いお髯の千里眼 

水戸      日本晴れ！！ 水戸街道 

 （岩 波） 

（１１） 



DVD教材 

水戸黄門 Ｖｏｌ．２         ドラマ各60分 

 ＜対象＞ 一  般                       ＜所有＞ 水沢本館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 水戸      密命おびた逃亡者 

二本松     夏祭り・姫君暗殺計画 

米沢      悲願を賭けた砲術くらべ 

山形      悪を斬る 紅緒の三度笠 

 

② 新庄      黄門さまを叱った娘 

鶴岡      奇祭・化け物まつりの対決 

本庄      うっかり八兵衛お殿様 

弘前      隠密津軽凧 

 

③ 八戸      北の岬の仇討ち 

盛岡      父子つないだ頑固そば 

宮古      瞼の父は用心棒 

陸前高田    陰謀あばいた俵牛 

 

④ 仙台      河豚にあたった若旦那 

会津      天狗の鼻にお灸 

新発田     大当たり 黄門様の大芝居 

三条      親不孝トンテンカン 

 

⑤ 与坂      天晴れ 早駆け勝ち名乗り 

三国峠     馬に蹴られた悪企み 

行田      出世を願った嫁いびり 

秩父      初春・黄門さまの用心棒 

 

⑥ 伊勢原     黄門様の子守唄 

鎌倉      鎌倉彫りにかけた意地 

館山      弥七に似てた三度笠 

 

⑦ 佐倉      胸に悲願の裏切り者 

岩槻・水戸   一陽来復 水戸の春 

（岩 波） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２） 




