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令和３年度購入 ＤＶＤ教材の内容のご紹介 

 

 

 

ＤVD教材 

 

ミッキーマウス 初期名作選 3 

～ミッキーのアイススケート～ 8話収録   アニメ ６５分 

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

 

不滅のアイドルミッキーマウスの初期名作選です。 

■プルートの化け猫裁判  ■ミッキーのアイススケート  ■ミッキーのポロゲーム 

■ミッキーのグランドオペラ■ミッキーの夢物語      ■ミッキーのライバル大騒動 

■ミッキーの引越し大騒動 ■ミッキーの山登り 

 

みんなが大好きミッキーマウス！ 

初期の頃のちょっぴりレトロな感じの映像が逆に新しい感じです 

 
                                   （岩 波） 

                                  
 

 

 

ＤVD教材 

 

 森のなかまたち 
アニメ ２５分 

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

  
教育映画祭最優秀作品賞受賞。文部科学大臣賞受賞。 
文部科学省特選・厚生労働省推薦。 
 
仲良く暮らしている森の動物たちをいじめるキツネとオオカミがいました。 
ある日、山火事が起き、いじめっ子のキツネとオオカミが山に取り残されました。 
森の動物たちは、「いじめっこのキツネとオオカミも仲間だ…」と救出に向かいます。 
 
 
 
 
                                     （北 星） 

 

ＤVD教材 

 

ハローキティといっしょ なんでもたべよう（サンリオしつけDVD） 

                                アニメ４０分 

＜対象＞ 幼児～小学生                     ＜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。みんなの人気者キティちゃ 

んといっしょにビデオを見ながら考えてみましょう。きっと、「ルールは守らなくちゃいけ 

ないね。」「あいさつするって気持ちがいいね。」など、子供自身から自然と気がついてくれ 

るでしょう。 
 
第１話 なんでもたべよう  第２話 ひとりでおやすみ 
第３話 こうつうあんぜん  第４話 でんわでおはなし 

 

（東 映） 
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ＤVD教材 

 

ハローキティといっしょ はみがきしようね（サンリオしつけDVD） 

                              アニメ４０分 

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

 

人気のキティちゃんのしつけDVDシリーズ 
第１話 はみがきしようね  第２話 げんきにあいさつ 
第３話 だいすきおふろ 第４話 ひとりできがえ 

                                             

（東 映） 

 

 

 

ＤVD教材 

 

はじめて学ぶ LGBTs 

➀男らしい色？女らしい色？       アニメ１２分 

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

小学校向け（低～中学年） 

児童一人一人に「みんな違ってみんないい」の感性をはぐくむ全２巻セット 

 小学校低～中学年の児童に「性的指向と性自認」の知識を教えるというのではなく、世の 
 中の作り出す男らしさ女らしさといった規範がすり込まれる前に、「人はみなそれぞれ違うこ 
 と、その違いがいいこと」「こうあらねばならない、 ということは決してない」 といった 
 メッセージを伝えることが大切です。アニメーションにより描かれた色鉛筆と人間との物語 
 を通して、思い込みや偏見に捉われることの無意味さに気付き、他者を尊重する姿勢を学び 
 ながら、多様性を肯定的に捉える感性の芽を育てる機会とします。 
 物語の後に教員向けの映像を収録し、本編の視聴後にどのような問題提起をするかといった 
 授業展開のための具体的な指導案も示します。              （岩 波） 
                                     

ＤVD教材 

 

 

はじめて学ぶ LGBTs 

②好きになってはいけないの？        劇画２２分 
＜対象＞ 小学生～一般                     ＜所有＞ 千厩分館 

小学校向け（中～高学年）  

児童一人一人に「みんな違ってみんないい」の感性をはぐくむ全２巻セット 

小学校中～高学年は、他者への関心が高まり、恋愛感情の芽生えを経験する児童もいます。 
本巻は、同性を好きになった児童の物語を通して、恋愛感情のあり方は、決して画一的な 
ものではなく多様であり、異性を好きになることも同性を好きになることもあり、いずれ 
かに価値があるのではなく、どちらも肯定的に捉えることができる構成になっています。 

物語の後に教員向け映像を収録し、本編の視聴後にどのような問題提起をするかといった 
授業展開のための具体的な指導案も示しています。           （岩 波） 

ＤVD教材 

 

いのちと向き合う 

がんを学ぼう①がんってなんだろう？     実録１8分               

＜対象＞ 小学生（小学校高学年）～一般             ＜所有＞ 一関分館 

 がんについての正しい理解と共感的な理解を深めることを通して、自他の健康といのちの 
大切さを学んでいきます。 

 がんとはどのような病気なのか、早期発見とがん検診、がんの治療法、がん患者への理解 
 について学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の育成を図り、また、がんを 
 通していのちの大切さを考える映像教材です。（全３巻セット） 

（岩 波） 
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ＤVD教材 

 

いのちと向き合う 

 がんを学ぼう②がんを通して《命》を考える 実録２５分 

＜対象＞ 小学生（小学校高学年）～一般              ＜所有＞ 一関分館 

 シリーズ全３巻セットの２巻目。 
身近な人ががんにかかることは、誰にでもあり得ることであり、また、自身がかかること 
もあるかもしれません。家族ががんになった時、あなたはどのように接することができる 
でしょうか。自分ががんにかかったとき、あなたは何を思い、どう行動していくでしょうか。 
この巻では、小児がん当事者とその家族の声を聞き、児童生徒たちに「いのち」についての 

問いを投げかけます。能動的に生きるための多くのヒントを得ることができます。「いのち」 

についての大切さを感じ、肯定的、能動的に生きる為の多くのヒントを得ることができます。 

DVD教財 

 

いのちと向き合う 

がんを学ぼう③がんと共に生きる社会   実録18分 

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

シリーズ全３巻セットの３巻目。 
近年は、がん闘病を公表して社会で活躍する人が増えてきています。 
がんは、重大な病気ではありますが、必ずしも命に関わるわけではありません。 
２人に1 人ががんになる現代において、今必要とされているのは、がんと共に生きていける 
社会であり、そのためには、正しい知識を身につけるだけではなく、病気に対する差別や偏 
見を払拭していくことも重要です。実際にがんと闘いながら社会生活を送る当事者の方の声 
に耳を傾け、そうした社会を作るために何が必要かを考えます。 
また、国のがん対策や学校教育におけるがん教育の取組みについても紹介しています。 
                                    （岩 波） 

DVD教材 

 

でんじろう先生のはぴエネ！第５巻 
                  実録３９分 

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

 
各回３分 
１．白色ＬＥＤの秘密 光の三原色   ２．光の不思議な性質 
３．光をためる！不思議な最新シート  ４．電灯が無い時代の照明！？ 
                     約２００年前のスポットライト 

以降、５～１３あり   
                                  （丸 善） 

                                                                             
 

ＤVD教材 

 

 

 

学習指導要領準拠 小学理科天体 DVD 

１巻 かげのでき方と太陽の動き       実録21分 
＜対象＞  小学生～一般                   ＜所有＞ 水沢本館 

シリーズ１巻目（対象単元 第３学年B（２）太陽と地面の様子） 

実際の観察が難しい天体の学習。それを補う映像教材には「実物を見せること」が求められ 
ます。だから、このシリーズの映像は、ほとんどすべてが実写。安易なCG やイラストはあ 
りません。天体の実際の動き、本物の星空を見せることにトコトンこだわった理科教材です。 
各単元の内容に沿って解説を行う「解説編」のほか観察手順、資料映像、発展的学習の内容 
を扱った映像クリップを多数収録。授業展開に応じてさまざまな場面でご活用いただけます。 
                                  （東 映）                                  
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DVD教材 

 

 

学習指導要領準拠 小学理科天体 DVD 

２巻 月や星の動き方          実録31分                  
＜対象＞  小学生～一般                   ＜所有＞ 水沢本館 

シリーズ２巻目（対象単元 第４学年B（5）月と星） 
解説編１．月の動き方  
解説編2．星の色や明るさ 
解説編3．星の動き方～夏の大三角形で観察しよう～ 
解説編4．星の動き方～オリオン座で観察しよう～  

他に、観察手順 資料映像、発展学習の収録あり 
                                   （東 映） 

DVD教材 

 

 

 

学習指導要領準拠 小学理科天体 DVD 

３巻 夏の星座と冬の星座        実録２０分 

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

シリーズ３巻目（対象単元 第４学年B（5）月と星） 
解説編１ 夏の星座 
解説編2．冬の星座 
解説編3．もっと知ろう、星の世界 

他に、観察手順の収録あり 
（東 映） 

DVD教材 

 

学習指導要領準拠 小学理科天体 DVD 

４巻 月と太陽              実録１９分 

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

シリーズ４巻目（対象単元 第6 学年B（5）月と太陽） 
解説編１．月と太陽の観察 
解説編2．月の形の見え方 

他に、観察手順 資料映像、発展学習の収録あり 
                                                          （東 映） 

ＤＶD教材 

 

学習指導要領準拠 小学校社会科教材 DVD  

なぜなに社会科映像資料集 食料生産    実録５２分 

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

 
シリーズ３巻目（対象単元 第５学年（２）ア（ア）我が国の食料生産 

（イ）食料生産に関わる人々） 
知りたい！米をつくる農家の仕事（１６分） 
知りたい！野菜をつくる農家の仕事（１１分） 
知りたい！酪農家の仕事（１３分） 
知りたい！漁港のやくわり（１２分）                  （東 映） 
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DVD教材 

 

知ってほしい自転車加害事故の現実 

自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ   

実録１８分 
＜対象＞ 中学生～一般                     ＜所有＞ 江刺分館 

 たった一度の過ちが被害者はもちろん、加害者やその家族の人生をも一変させてしまう、 
 転車加害事故。この教材では、実際にあった事故の裁判記録をもとに、加害事故を起こすと 

どうなるのか、どうすれば事故を防げるのかを検証していきます。交通安全の大切さを知る 
ために。そして、自転車交通ルールの基本を学ぶために、自転車通学をする全ての方に見て

いただきたい自転車交通安全教材です。 
  １．事故の加害者になると‥‥ 
  ２．前方不注意・歩道走行の危険 
  ３．交差点の危険 

（東 映） 

 

DVD教材 

 

中学校道徳 二通の手紙（アニメーション） 

中学校指導用教材 アニメ１３分 

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

 
《テーマ》遵法精神、公徳心 
動物園の職員だった元さんは、入園終了時刻を過ぎてやってきた「小学校３年生くらいの女 
の子と３,４歳くらいの弟」の事情を察し、国の規制を破って中に入れてしまう。閉門時間 
が迫っても、なかなか戻らない２人を園の職員が捜索することになり、問題を引き起こして 
しまった元さんに、二通の手紙が送られた。※字幕対応あり        （東 映）      
                                                                                                                 

DVD教材 

 

吟醸 大落語名人会 
実録60～８４分 

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

究極の真打落語ここに極まる 当代随一の噺家たちが夢の競演! 

♦第１巻   春風亭正朝         桂歌丸 

（171 分）   宮戸川       城木屋 
♦第２巻    初代 林家木久扇  桂米丸  

( 84 分）   昭和芸能史     ジョーズ 
♦第３巻    八代目 三升家小勝 六代目 柳家小さん 
 ( 80 分）     蜘蛛駕籠      真二つ 
♦第４巻    十代目鈴々舎馬風  三代目円歌 
 (60 分）   男の井戸端会議   坊主の遊び           （岩  波） 

DVD教材 

 

ブライトン・ミラクル        実録８２分 
＜対象＞ 一般～高齢者                     ＜所有＞ 一関分館 

 

日本ラグビーフットボール協会公認作品。2019年豪日共同製作。日本語字幕付。 

２０１５年ラグビーワールドカップ・イングランド大会で、最弱日本代表チームが最強 

南アフリカ戦で成し遂げた「スポーツ史上最大の番狂わせをドキュメンタリーも交えて 

映画化。名将エディ・ジョーンズは、いかにして不可能を可能にしたのか。エディ本人 

もはじめ、マイケル・リーチ、廣瀬俊明、五郎丸歩などの証言が挟まれ、圧倒的な説得 

力で心震える感動作！ 

                                （岩  波） 
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DVD教材 

 

こどもしょくどう 
劇画９３分 

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

 

“子ども食堂”が必要とされる現代社会を子どもの視点から描いた物語。 

第４４回日本カトリック映画賞授賞作品。 

豊かに見える今の日本社会のひずみを受け、満足な食事をとることのできない子どもたち 

がいることをご存知でしょうか。そんな子どもたちの拠り所となる“子ども食堂”が地域 

の新たなコミュニティーの場として全国各地に広がっています。なぜ子ども食堂が必要と 

されているのか……。 

そのテーマを子どもの視点から描き出したのは、『火垂るの墓』で戦禍のなか精一杯生きる 

兄弟と向き合った日向寺太郎監督と２０１４年『１００円の恋』（武正晴監督）で日本アカ 

デミー賞最優秀脚本賞を受賞した足立紳。 

弱者に不寛容な現代社会でも、子どもの純粋な気持ちは社会を変えることができるかも 

しれない、という希望が見える作品を完成させました。 

                                                                    （東 映）  
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