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令和元年度購入 ＤＶＤ教材の内容のご紹介 

ＤVD教材 

 

 

ある認定子ども園の挑戦 Ⅱ （６話） 

 育ちあう保育 子ども・親・保護者   実 録 ８５分 

＜対象＞ 幼稚園・保育園関係者                ＜所有＞ 水沢本館 

 

広島県の郊外、里山の風景に囲まれた豊かな自然の中にある認定子ども園（さざなみ

の森）の保育の様子を通して、子どもの育ち、そして保護者、保育士の育ちをみつめま

す。 

第１話 認定子ども園 さざなみの森 誕生 １７分 

第２話 ミニレクチャー （2018年施行の各保育要領等のポイント） １２分 
第３話 ０、１、２歳児の保育 ２０分 
第４話 ３、４、５歳児の保育 １５分 
第５話 保護者、地域と共に創造する保育 ９分 
第６話 保育者の育ち １２分                    （岩波映像） 

ＤVD教材 

 

 

ある認定子ども園の挑戦 Ⅲ （11話） 

 創る・織りなす保育 都市部での保育のこころみ 
実 録 ８８分 

＜対象＞ 幼稚園・保育園関係者               ＜所有＞ 一関分館 

  
東京都心のお茶の水女子大学に設置された区立こども園。文京区からの10年間の委託事業

としてスタートしたこの園の園舎、園庭は決して広くありません。限られたスペースの中で

の工夫、小さな園庭での遊び、そして近隣の公園などへ散歩に行く姿は典型的な都市部のこ

ども園や保育園の姿です。 
第１話 文京区立お茶の水女子大学こども園 6分 

第２話 ０、１、２歳児～保育室で １１分 
第３話 ３、４、５歳児 ２０分～保育室で １３分 
第４話 園庭での遊び ８分 
第５話 ミニレクチャー １１分 
第６話 園外での遊び １４分 
第７話 雪の日 ４分 
第８話 進級へのとりくみ ２分 
第９話 保護者支援 ３分 
第１０話 多様な人・専門家を招いて ２分 
第１１話 保育者の学び １４分                   （岩波映像） 

ＤVD教材 

 

 

フランダースの犬               アニメ35分  

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

 

多くの賞に輝く名作アニメーション。教育映画祭「優秀作品賞」受賞！ 

 

 原作は一世紀以上にわたって世界中の人々に読みつがれてきたウィーダの児童文学作

品。少年ネロ、祖父、愛犬パトラッシュの「心の交流」を中心に描き、動物への深い愛

情、友情、芸術へのあこがれなど、児童の情操を高める内容を豊かに盛り込んでアニメ

化されました。 

（共立映画社） 
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ＤVD教材 

 

子どもの脳・身体・心が育つ生活リズム 
実録２０・２１分 

＜対象＞ 一 般                      ＜所有＞ 千厩分館 

 

現在増えている子どもたちの問題行動は、乳幼児期の生活リズムの乱れが要因の一つと考

えられています。子育ては「脳育て」です。本作は、子どもの脳・こころ・からだのバラン

スのよい発達について理解を深めます。 

                                （ドラコ） 

                                           

ＤVD教材 

 

双子の星 

（宮沢賢治原作アニメシリーズ・バリアフリー） 

アニメ２５分 
＜対象＞ 幼児～小学生                   ＜所有＞ 水沢本館 

 

 大カラスの傷口から必死でサソリの毒を吸いとるポウセ。自分が死んでし

まうかもしれないのに・・・・ 
  
 天の川の西にある水晶のお宮に、かわいい双子の星、チュンセとポウセが住んでいました。

双子のお星さまは、毎晩笛を吹くのが役目です。役目が果たせないと海に落ちてヒトデにな

ってしまいます。ある日のこと、お星さまは大ガラスとサソリのケンカに巻き込まれてしま

います。夜は、刻一刻とせまってきます。このままだと笛を吹くことができなくなってしま

います。チュンセとポウセは海に落ちてヒトデになってしまうのでしょうか・・・。 
（ティアンドケイテレフィルム） 

ＤVD教材 

 

 

おおきなかぶ               アニメ２１分 

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

 
原作 ロシア民話／Ａ.トルストイ再話 

『おおきなかぶ』のこと 内田莉莎子 

佐藤忠良さんのすばらしい挿絵がなかったら、これほど「おおきなかぶ」は有名になら

なかったかもしれません。しかし、幼稚園の子どもたちが嬉々として「おおきなかぶ」の

劇遊びをしている光景を見たり、校庭の草取りをしていて、しぶとく根をはった雑草を皆

で「おおきなかぶ」みたいに、うんとこしょ、どっこいしょと掛け声かけて引き抜いたと

いう小学一年生の作文を読んだりすると、この単純明快な民話そのものの持つ魅力をしみ

じみと感じます。 

（北 星） 

ＤVD教材 

 

（財）全日本交通安全協会推薦 

こぎつねの交通安全 

                   アニメ１６分 

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

   

 ３匹のこぎつねが白バイ隊員に入って大活躍！ 
 いたずらな３匹のこぎつねと映像を見ながら楽しく学べる交通安全アニメーション 

（共和教育映画社） 
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ＤVD教材 

 

文部科学省選定 第３４回教育映画祭優秀作品賞受賞 

がんばれスイミー 
                          アニメ26分 
＜対象＞ 幼児～小学生                   ＜所有＞ 千厩分館 

 

 原作 レオ・レオニ 

 

 広い広い海の中、サザエやサンゴの周りで小さな魚の兄弟たちが楽しく暮らしていました。

みんな赤いのに一匹だけ真っ黒。でも誰にも負けないほど早く泳げました。 

 その名は、“スイミー”。ある日、スピード競争をしていたスイミーたちに、大きなマグロ

が突っ込んできました。驚き逃げ出したスイミーは、仲間とはぐれ、疲れ果て、暗い海の底

に落ちてしまいました。 

（北 星） 

DVD教財 

 

防災教育アニメーション 

うしわかまるのじしんとかじからじぶんをまもる！ 

アニメ１0分   

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

タイムスリップして現代に来た牛若丸は、消防士やカラス天狗に教えられながら、地震の

時にどうすれば良いか学んでいきます。また、津波や火事の時の身の守り方も学びます。牛

若丸と共に、視聴者の子どもたちも、防災の知識が身につく内容です。 
                                 （映学社） 

DVD教材 

 

東映教育映像アニメーション名作シリーズ 第２巻 

楽しい民話と宮沢賢治の世界      アニメ１９分 
＜対象＞ 幼児～小学生                   ＜所有＞ 一関分館 

 
１ 狼森（あいのもり）とざる森、ぬすと森 （１９分） 
２ 瓜っこ姫とアマンジャク （１９分）） 
３ 虔十公園林 （１８分） 
                                （東 映） 

                                                                             

ＤVD教材 

 

 

 

でんじろう先生のはぴエネ！ １巻 

実録３８分 

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

 
１ 天然ガスを入れるタンクはなぜ丸い？ ２ たくさんのガスを小さくする方法 
３ 鉄の船はなぜ浮かぶ？        ４ 静電気を貯めてみよう！ 
５ 人類最初の発電機とは？       ６ 鉄塔についている白いモノって何？ 
７ 名古屋城の地下に変電所？      ８ 電気をムダなく送るには！？ 
９ 揚水式水力発電とは？        10 蒸気のパワーとは？ 
11 ジェットのパワーとは？       12 温度の差で発電できる！？ 
13 ノーベル賞を受賞した実験を再現！ 
                                （丸 善） 
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DVD教材 

 

 

でんじろう先生のはぴエネ！ ２巻 

                           実録３８分 

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

１ スマートハウスの仕組み       ２ 節電に有効！？不思議な○○ 
３ 冷蔵庫＆冷凍庫 賢い節電ワザ    ４ ノーベル賞を受賞 ベクレルの功績 
５ 危険！？束ねたコード        ６ 充電器が熱くなるワケ 
７ ＬＥＤ電球の弱点は？        ８ 注意！タコ足配線 
９ 防波壁のヒミツ           10 電線の鳥はなぜ感電しない？ 
11 液状化現象のメカニズム       12 台風が生まれるワケ 
13 地震から守る免震構造 

（丸 善） 

DVD教材 

 

 

 

でんじろう先生のはぴエネ！ ３巻 

実録３８分 

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

１ ノーベル賞レーザーの発明      ２ ノーベル賞アルゴンの発見 
３ ノーベル賞無線通信の研究      ４ ノーベル賞宇宙線の発見 
５ エジソンの発見！電球の歴史     ６ 電気が音に変わる！スピーカーの仕組み 
７ 科学マジック シャボン玉が浮いた！ ８ スマートフォンのヒミツ タッチパネルを解明！ 
９ 未来の電池 驚きのパワー！     10 冬の節電 窓で冷気をシャットアウト 
11 節電に効果あり 人感センサーの不思議 12  災害時にも活躍ケミカルライトのしくみ 
13 節電にオススメ 解凍プレートの秘密 

（丸 善） 

DVD教材 

 

でんじろう先生のはぴエネ！ ４巻 

実録３８分 

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

１ 平賀源内エレキテルって何？     ２ 電気盆 静電気をためて運ぶ！？ 
３ モーターを回す！？静電気のエネルギー４ 電気を流すと磁石になる！？ 
５ 科学マジック 不思議な貯金箱    ６ 科学マジック 突然燃える紙！ 
７ 科学マジック モグラを動かす不思議な力 ８  科学マジック 曲がる水 
９ 家電のふしぎ サーモスタット    10 家電のふしぎ サイクロン式掃除機 
11 家電のふしぎ ノンフライ調理器   12 家電のふしぎ 超音波加湿器 
13 家電のふしぎ 体脂肪計 

（丸 善） 

ＤＶD教材 

 

カワウソ親子の冒険 
アニメ１９分 

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

 動物文学の第一人者、椋鳩十の原作「金色の川」をもとに作られたオリジナル・アニメ

ーション。 

 狩人に狙われた子カワウソを助けるため、自らの命をなげうって銃口の前に立ちはだか

る母カワウソの凛とした姿に、母親の深い愛を感じた狩人が、そのけなげさに心を打たれ

るという物語です。 

 かわいいカワウソ親子のわくわくする冒険を通じて、生命の尊さ、友だちの大切さ、親

と子の強いきずなを子どもたちにわかりやすく語りかけます。 

（北 星） 
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DVD教材 

 

小学校理科ＤＶＤ5年⑦流れる水のはたらき「1」 

  ～ しん食、運ぱん、たい積 ～ 

実録１9分 
＜対象＞ 小学生～一般                   ＜所有＞ 千厩分館 

  流れる水には土地を侵食したり、石や土などを運搬したり、堆積させたりするはたらき

があることを、水を流した実験と実際の川のようすで学びます。 

（パンドラ） 

DVD教材 

 

100ばんめのサル  

100ばんめのサルが平和の架け橋に！ 

アニメ１７分 
＜対象＞ 小学生～一般                   ＜所有＞ 水沢本館 

 平和教育アニメ 青少年育成国民会議推薦 
今、世界は核の問題に熱い視線が注がれています。恐怖と危険がいっぱいの地球を救うこ

とは「100ばんめのサル」が、芋を洗うことを覚えた時から始まるのです。その「100 ばんめ

のサル」とは・・・・・ 
（平和教育映画社） 

DVD教材 

 

見えないところで起きるトラブル 

～ネットの危険性を考えよう～ 

実録17分 

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

 文部科学省選定 インターネット教育ＤＶＤ 
（映学社） 

DVD教材 

 

日本の神話 天
あま

の 岩戸
い わ と

（影絵アニメーションシリー

ズ ）             
アニメ１５分 

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

宮崎県高千穂町に伝わる神話“天の岩戸”をもとに影絵の手法を使って製
作されたアニメーション 

 

 とてもとても昔のことです。天と地の境に高天原（たかまがはら）という神様の国があ

って、太陽の神様・オオヒメガミが国を治めていました。ある日、弟のスサナオのたび重な

るやりたい放題の行動を嘆き悲しんだオオヒメガミは、天の岩戸（岩屋）にとじこもってし

ましました。そのため、世の中は真っ暗闇になり、病気の神や心の悪い神たちがあちらこち

らで騒ぎを起こしました・・・ 
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                                            （共立映画社） 

DVD教材 

 

いじめ ～一歩ふみ出す勇気～ 
実録１９分 

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

 

  中学生向けの、いじめ防止教材ドラマです。いじめを見てみぬふりするのは良くないと

分かっていても、自分が標的になるのが怖くて、傍観者や加害者側に回る生徒は多くいます。

しかし、傍観者が何か行動を起こすことで、いじめられている子も救われるはずです。 

 本作品は、いじめの傍観者だった主人公が葛藤し、仲間と一緒にいじめの被害者を救って

いこうとするストーリーを通じて、いじめ解決のために一歩ふみ出すことの大切さを伝えま

す。またドラマに登場するいじめの被害者・加害者・傍観者それぞれの立場に自分を置き換

えて視聴することで、もし自分がその人物ならどうするか考え、話し合い、より良い行動を

とる力をつけていきます。 

（東 映） 

DVD教材 

 

みんなの情報モラル4 

  アニメで学ぶスマホにかくれた闇  

アニメ１９分 
＜対象＞ 中学生～一般                    ＜所有＞ 水沢本館 

 

■ ホントはだれ？ 

■ 確かめもせずに 

■ 無料のかげで 

（コムパレット） 

ＤＶD教材 
子供防犯スクール ネット・ＳＮＳトラブル編 

実 録２５分 
＜対象＞ 中学生～一般                    ＜所有＞ 一関分館 
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 LINE、twitter、Instagram・・・ 

 家族や友達と気軽にコミュニケーションがとれるＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービ

ス）の機能を持った様々なアプリやネットサービスは、今や子ども達にとっても必要不可欠

な存在となっています。 

 しかしその一方で、その便利なはずのツールが援助交際やイジメなどの犯罪の芽となって

いるのも事実です。 

 ネットやＳＮＳにまつわるトラブルから子ども達を守るにはどうしたらいいのでしょう

か？専門家の先生が、優しく・楽しく教えてくれる“子供防犯スクール”で一緒に学んでい

きましょう！！ 

・twitterの落とし穴 ・ライブ配信の落とし穴 

・LINEの落とし穴  ・親子で考えるネットとの付き合い方とは？  

                                 （東 映） 

DVD教材 

 

「知らなかった」ではすまされない 

 中学生・高校生のための自転車交通ルール 

劇 画19分 
＜対象＞ 中学生～一般                           ＜所有＞ 江刺分館 

 

１ プロローグ         ２ 自転車運転者講習制度とは？ 
３ 自転車はどこをはしるのか？ ４ 一時停止の必要性 
５ 交差点は要注意       ６ 他にもある、こんな危険 
７ こんな乗り方は違反      ８ 事故を起こすと・・・ 
９ エピローグ 

                     （東 映） 

DVD教材 

 

 認知症って、なんですか？  
実録１４分 

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

 
 小学校高学年から中学生を対象とした、認知症を初めて学ぶためのＤＶＤ。認知症になる

とどうなるの？何度も同じことを聞かれたらどうすればいいの？・・・そんな疑問に答える

かたちで、認知症とは何か、認知症の人とどう接すればよいのかを再現ドラマなどを通して

わかりやすく解説します。 

１ おばあちゃんの様子が何だか変  ２ 認知症の症状って？ 
３ 何度も同じことを聞かれたら   ４ 近所に認知症の人がいたら 
５ 久しぶりにおばあちゃんに会いました 

                                 （東 映） 
DVD教材 

海上保安官が見た巨大津波と東日本復興支援 
                   実録１１８分 

＜対象＞ 中学生～一般                     ＜所有＞ 水沢本館 
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3 月11 日 海上保安官が見た巨大津波 

八戸海上保安部・宮古海上保安署・釜石海上保安部・巡視船「きたかみ」・気仙沼

海上保安署・仙台航空基地・ＭＨ９０６空撮・福島海上保安部・消防船「ひりゆ

う」消火活動 

東日本大震災復興支援 3 月12 日~6 月18 日 

（アートファイブ） 

DVD教材 

 

 

ドラッグの悲劇             実 録１９分 
＜対象＞ 中学生～一般                   ＜所有＞ 一関分館 

 

 危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな社会問題となっています。危険ド

ラッグとは、乾燥植物に薬物を染み込ませたものや液体状のものを「ハーブ」「アロマオイル」

などと称して販売しているもの。その成分は違法薬物とほとんど変わりがなく、法規制を逃

れるために分子構造が次々と変えられているため、人体への影響は全く予想もできない、極

めて危険性の高い薬物です。 

 本作品は、危険ドラッグに手を出した少年の転落の軌跡をドラマと詳細な解説で描きます。

危険ドラッグの恐ろしさを実感させ、拒絶する強い意思と危機意識を持たせるための薬物乱

用防止教材です。 

                                （東 映） 

DVD教材 

 

アンダンテ  ～稲の旋律～ 

                  劇画１０７分 

＜対象＞ 一般～高齢者                ＜所有＞江刺分館 

  

主人公「薮崎千華」は、母親の強い希望で幼い頃から音楽の道を歩むが、音楽社会の競

争は激しく次第に自信を失っていく。 

 やがて自分自身をも見失い登校拒否となり、大学中退を余儀なくされる。そしてとう

とう、一日中家に閉じこもるようになり、日毎の両親とのいざこざも絶えなくなってし

まう。 

 思いつめた千華は、千葉県の水田へ、「誰か私を助けて下さい。」と書いた紙切れをペ

ットボトルに詰め、「心のＳＯＳ」として置いてくる。 

 暫くして、この水田の持ち主でありペットボトルを拾った広瀬晋平から手紙が届く。 

 こうして始まった千華と晋平の交流は、千華のひきこもり生活を徐々に変化させてい

くのだが・・・。 

                               （東 映） 

DVD教材 

 

あの日の写真館 岩手県 
劇 画３２分 

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

 

岩手県の明治３０年代から昭和２１年頃までの、懐かしい風景などの画像を音楽にの

せて収録しています。 
昭和の生活道具 （５分） 
岩手県    （２０分） 
服装の移り変わり（５分） 

（ＢＢＢ） 
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DVD教材 

 

第１００回 全国高等学校野球選手権大会 記念映画 

ああ栄冠は君に輝く 
劇画90分 

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

 
２０１８年夏、第１００回記念大会を迎えた高校野球選手権。大会歌「栄冠は君に輝く」

の作詞は、加賀大介（石川県根上町出身）でした。１９１４年に中村義雄として農家に生ま

れ、１６歳の時、裸足で野球をしていて右足指先をけが。治療を怠ったことで、右ひざから

切断することになります。絶望の淵に落ちた義雄は、やがて文芸の道を目指し“投稿生活”

を始めたのです。「加賀野短歌会」を主宰し、昭和２０年太平洋戦争が終わり、戦後民主主義

のなか、演劇活動を始めます。そのころ、運命の女性が登場します。それは高橋道子さんで、

加賀野短歌会に参加します。 
昭和２３年６月、学制変更により第３０回高等学校野球選手権大会に因み、大会歌の作詞

が公募されました。５２５２編の中から選ばれたのは、加賀大介の書いた「栄冠は君に輝く」

だったのです。 
小説家を目指した大介は、志半ば昭和４８年、がんのため死去しました。 
この映画は、７０年間歌い継がれた「栄冠は君に輝く」の誕生秘話、大介と家族の物語で

す。 
（タキオンジャパン） 
 

DVD教材 

 

風のように 
アニメ４２分 

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

 原風景の中で                  原作 ちばてつや 

 日本中、花を求めて旅をする養蜂家一家のトラックが谷底に転落し、少年三平だけが

生き残りました。三平は蜂に刺されて倒れていた少女チヨと出会い、彼女の住む里で暮

らすことになります。やがて三平は、村人も諦めて手をつけずにいた荒地を一人で開墾

し、突如姿を消しました・・・。 

（エクラアニマル） 

DVD教材 

 

共に生きる人権シリーズ 

無意識の偏見が招く パワーハラスメント 

実 録１９分 
＜対象＞ 一般～高齢者                   ＜所有＞ 江刺分館 

  

指導のつもりがパワーハラスメントになってしまったなどのケースが増えています。その

要因として、無意識の偏見により、相手を一方的に判断して傷つけてしまい、パワーハラス

メントに繋がったと考えられます。無意識の偏見とは、自分の中にある偏った考え方であり、

誰もが持っています。本作品は、自分の中に無意識の偏見があると気づくことで、パワーハ

ラスメントの予防につながることを目的とします。 
（ドラコ） 

DVD教材 

どうして盗まれる？個人情報 

実 録２４分 

＜対象＞ 一般～高齢者                   ＜所有＞千厩分館 
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ネット・トラブルに巻き込まれない秘訣 

 あなた自身の不注意やセキュリティ認識の甘さによって、ＩＤ・パスワードをはじめ

とした個人情報が流出しているかも・・・？個人情報を守るためのポイントを身につけ

てインターネットを安心して使おう！ 

（映学社） 

DVD教材 

 

エアフォースワン 

劇画５３分 
＜対象＞ 一般～高齢者                   ＜所有＞ 水沢本館 

 

アメリカ大統領のシンボルとして最も広く知られているものの一つに、大統領専用機「エ

アフォースワン」があります。世界各地を訪れる大統領を目的地に送り届けるこの飛行機は、

移動する司令部であり、執務室であり、そしてホテルでもあります。 

エアフォースワンは、3階建てで、総面積は約370平方メートルです。手術室にもなる医

務室があり、医師が常に搭乗しています。一度に100人分の食事を用意できる調理室もあり

ます。広い会議室は、食堂としても利用できます。機内には、補佐官をはじめ、シークレッ

トサービス、記者、ゲスト用のスペースもあります。空中給油も可能で、先進的な通信機器

が装備されています。大統領専用室には、寝室、浴室、トレーニング室や執務室などがあり

ます。 

（岩 波） 

DVD教材 

 

共に生きる人権シリーズ 

共に働くための合理的配慮          実 録２４分 

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

 障害のある方が一人でできないことでも、周りの環境を整えたり、サポートがあれば

可能性が広がります。みんなが平等・公平に支え合い、共に活躍するにはどうすればよ

いでしょうか。本作は、障害に関係なく、誰もが職業を通じて社会参加できる「共生社

会」の実現を目指し、合理的配慮について学んでいきます。 

（ドラコ） 

DVD教材 

 

名作日本映画 晩  春        劇 画１08分 

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

 

「東京物語」と並ぶ小津安二郎監督の代表作で、結婚をめぐる父親と娘を題材にした感

動作。笠智衆と原節子の共演第一作で、鎌倉を舞台に、妻を早くして亡くした大学教授の父

と２７歳になってもそんな父親を一人残して、嫁に行く気にはなれない娘。そして二人のこ

とが気が気でなく何かと世話を焼く叔母。父と子の親子愛を中心に、二人を取り巻く人々の

人間関係を、小津監督独特の手法で、淡々と描きます。 

ラストシーンの父親の背中に全ての思いが込められています。 

（岩 波） 

DVD教材 
名作洋画 ローマの休日 

                    劇 画１１８分 

＜対象＞ 一般～高齢者                   ＜所有＞ 千厩分館 
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永遠に色あせることのない不朽の名作 

ある小国の王女アン（オードリー・ヘプバーン）がローマを訪れます。王女は王室儀礼的

な堅苦しい行事にうんざりで、侍従の目を盗みひとりで街へ飛び出していきます。そしてそ

れがローマで起こるロマンスのはじまりだったのです。広場のベンチで寝込んでしまったと

ころを通りかかったアメリカ人新聞記者ジョ―・ブラドリー（グレゴリー・ペック）に助け

起こされ、彼のアパートで一晩を過ごします・・・ 

                                  （岩 波） 

 


