
ア ニ メ 作品

番号 時間 メディア タイトル 内容

d2 54分 VHS
ブンナよ木
からおりてこい

トノサマガエルのブンナは、跳躍と木登りが得意で、
大の冒険好き。トンビのえさ場とは知らずに、池のほ
とりの高い椎の木のてっぺんに登ったばっかりに恐ろ
しい事件に会い、世の中の不思議を知った。生きてい
るとは、なんて素晴らしくそして尊いものなのだろ
う。すべての母親と子どもたちに心をこめて贈る水上
勉原作同名童話の完全映画化作品。

d16 20分 VHS
コン太と森の仲間た
ち

ふとしたことから魔法使いがくれた「しあわせの花」
の種を育てることになった３人の森の仲間たち、彼ら
の行動を通して仲良く協力することはどういうこと
か。お互い助け合う心、何かをやりとげることの大切
さを教えます。

d17 23分 VHS
鬼がくれ山の
ソバの花

昔々、鬼がくれ山にソバの大好きな赤鬼が住み、ふも
とへおりて来ては村人がつくっているソバを洗いざら
い奪って食べてしまいます。村の少女オシノは年老い
たじいさまと二人暮らし、鬼にソバをとられ仕方なく
トチの実をとりに山へ行った帰り道に迷っているとこ
ろを赤鬼に助けられ、オシノは意外にやさしい赤鬼の
一面を知るのです。

d18 21分 VHS
みんなで作った
虹のつり橋

森で暮らす“仲良し四人組”の可愛いい動物たちが、
くりひろげる出来事を通して物やお金の大切さ、そし
て働くことの尊さを訴えたものです。

d19 21分 VHS ふらいぱんじいさん

目玉焼きを焼くことが生きがいだった、ふらいぱんじ
いさんはある日、新しいふらいぱんと取り替えられて
がっかり。台所の暗い流しの下でゴキブリや中華鍋の
おじさんにはげまされ、『旅に出てみたら』とすすめ
られる。旅の途中いろいろな動物達に出会い、騒ぎに
巻き込まれながら、新しい生きがいを探しつつ、旅を
つづけることになりました・・・。

d20 21分 VHS
チロの木大きくなあ
れ

チロが埋めた小さな木の実は、森の動物たちが幸せに
暮らしていける大きな木になりました。たった一粒の
小さな木の実が・・・。坪田譲治原作「りすとかしの
み」
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番号 時間 メディア タイトル 内容

d24 30分 VHS
ヒロシマに
一番電車が走った

かけがえのない家族や友を一瞬にして奪い、豊かな街
を廃墟に変えてしまった原爆。この死の洗礼を受けた
広島の街に、被爆からわずか３日後、路面電車が走り
出した。傷つきながらも、必死に生きようとする人々
を乗せ、少女車掌の心にも、いつしか生きる気力が芽
生え始めていく。戦争に行った男達の代わりに、電車
の車掌を務めるあどけない少女達。昭和２０年、あの
夏を生きぬいた、一少女の体験記。

d31 90分 VHS
パッチンして！
おばあちゃん

「パッチン！」という《まばたき》以外にコミュニ
ケーションの手だてを一切失った寝たきりのおばあ
ちゃん。彼女の介護に奮闘する一人娘、さらに、おば
あちゃんの人柄に魅かれてかわるがわる病室を訪れる
仲間達。彼らの奇跡のような心のふれ合いを描く。

d33 37分 VHS 地球の秘密・総集版

第一章・・・地球の歴史を探れ、第二章・・・自然界
のバランスを知ろう、第三章・・・現在の地球を探
れ、第四章・・・みんなで地球を守ろう、第五
章・・・その後のおはなし。 美しく、感動的なアニメ
で、アニメ世代の小・中学生は勿論、一般、幼稚園児
まで、あきさせずに見せることができます。

d40 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１

花咲か爺さん・夢を買う
さるかに合戦・たのきゅう

d41 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２

桃太郎・豆つぶころころ
わらしべ長者・田植地蔵

d42 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
３

浦島太郎・絵姿女房
一休さん・髪長姫

d43 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
４

三枚のお礼・そこつ惣兵衛・分福茶釜・湖の怪魚
※冒頭５秒程度画像の乱れあり

d44 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
５

一寸法師・火男
カチカチ山・大沼地の黒竜

d45 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
６

金太郎・宝の下駄
おむすびころりん・馬方とタヌキ
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d46 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
７

養老の滝・雀とキツツキと山鳩
こがねの斧・蛙の恩返し

d47 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
８

七夕さま・さだ六とシロ
河童の雨ごい・イワナの怪

d48 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
９

耳なし芳一・月見の枝
三年寝太郎・ひょうたん長者

d49 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１０

舌切り雀・龍の湖
おいてけ堀・河童のくれた薬

d50 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１１

うばすて山・芋ほり長者
だんだらぼっち・ムカデの使い

d51 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１２

屁ひり女房・旅人馬
八郎潟の八郎・猿の恩返し

d52 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１３

塩ふきうす・あとかくしの雪
羅生門の鬼・大歳の火

d53 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１４

雪女・岩屋の娘
かしき長者・ソラ豆の黒いすじ

d54 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１５

小太郎と母龍・オオカミと娘
タヌキと彦市・ねずみの嫁

d55 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１６

八つ化け頭巾・クラゲの骨なし
座敷童子・ナマズの使い

d56 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１７

鉢かつぎ姫・一軒家の姿
ねずみ経・にんじんとごぼうとだいこん

d57 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１８

くわず女房・蛙になったぼた餅
むりどん・小僧がま

d58 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
１９

きつねの嫁入り・熊と狐
うぐいす長者・ミソサザイは鳥の王様
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d59 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２０

カサ売りお花・船幽霊
赤ん坊になったお婆さん・水神さまと虹の橋

d60 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２１

牛方と山んば・よくばり和尚
爺婆かぼちゃ・水の種

d61 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２２

みそ買い橋・言うなの地蔵
猿地蔵・エビの腰はなぜまがったか

d62 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２３

狐森・乞食のくれた手ぬぐい
蛸八長者・千亀女

d63 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２４

にせ本尊・きつね女房
としがみさま・すりばちをなめた猫

d64 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２５

宝のお釜・雷と月と日
大年の客・天福地福

d65 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２６

かぐまのちから石・白狐の湯
念仏天狗・猫檀家

d66 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２７

かじ屋のばばあ・百合若大臣
大蔵と天狗どん・蛸薬師

d67 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２８

梨山の大蛇・念仏の鼻
へび女房・幽霊飴

d68 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
２９

雷と悪者・安珍清姫
かみそり狐・佐吉舟

d69 50分 VHS
まんが日本昔ばなし
３０

はなれた小僧さま・山伏石
木仏長者・夢地蔵

d73 20分 VHS どんぐりと山猫

非凡な発想と豊かな表現力で、それまでの日本にはな
い新しい童話を数多くつくりあげた宮沢賢治。『どん
ぐりと山猫』は、童話集『注文の多い料理店』の巻頭
を飾る作品で、ほのぼのとしたストーリーの中にも、
差別を超越して平等を求めるといった、宮沢賢治の思
想が息づいています。
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d74 20分 VHS 校長先生が泳いだ

廃校の決まった、山村の小さな分校。最後の水泳大会
に、足の不自由な明るい少女が登場することになっ
た。仲間たちの熱い声援、校長先生の素晴らしい愛情
は、少女の心の中にいつまでも残っていきます。　黒
田清「泳げ！人生の波をけって」

d75 22分 VHS おかあさんの木

戦場に７人の息子を送り出した母親は彼等が手柄を立
て無事に帰ってくるのを祈りますが…教科書に全文掲
載されている大川悦生原作の同名著書のアニメ化。戦
争はもう絶対にいや。平和を願い、子を思う母の愛を
みんなで考えていただきたいと思います。

d76 18分 VHS
なっちゃんの
赤いてぶくろ

公園の小さなベンチに残された少女の影。赤いてぶく
ろ。さかまく光と炎。黄色いいちょうの葉。暗い死の
海、お星さま、平和観音…と、この映画はシンプルな
筋立ての中に、アニメーションならではの映像的で幻
想的な世界が展開し、戦争の悲惨さ、平和の尊さが心
の奥深くしみこんできます。

d77 24分 VHS
しんちゃんの
さんりんしゃ

ヒロシマの原爆資料館の赤さびた三輪車にまつわる実
話をもとに作られた作品です。その三輪車は、広島市
東白鳥町の鉄谷信夫さんの長男、伸一君のものでし
た。伸ちゃんは当時三才、隣の君ちゃんとこの三輪車
に乗ってたのしくあそんでいて原爆にあいました。

d84 10分 VHS

忍たま乱太郎のがんばる

しかないさ

よいと思うことを
おこなう

野外学習で公園に出かけた忍たま３人組が、困ってい
る人を助けたり、行列でのマナー、ゴミ捨てのルール
などを体験しながら学んでいきます。

d85 10分 VHS

忍たま乱太郎のがんばる

しかないさ

あたたかい心で
しんせつにする

漁船から魚を受け取るというお使いに出発した忍たま
３人組は、道中、老女や少年と出会い、あたたかい心
遣いや、親切を学んでいきます。

d86 10分 VHS

忍たま乱太郎のがんばる

しかないさ

きまりを守って
協力しあう

約束事を忘れて，自分勝手に行動してしまう忍たま３
人組。食事当番となった日、とんだ失敗をしてしまい
ますが、仲間たちの温かい協力で、おいしいカレーが
完成します。
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d87 27分 VHS
鬼がら
（字幕付き）

日向の国（今の宮崎県）椎葉村に伝わる昔話。なまけ
ものの与助が偶然「鬼がら＝鬼のぬけがら」を手に入
れ鬼に化けて悪事を重ねているうちに本当の鬼になっ
てしまう・・・。要領よく生きるよりも自分に課せら
れた仕事を誠実に果たすこと、人の痛みを理解するや
さしさの大切さを学ぶ内容の聴覚障がい者用ビデオ。

d89 11分 VHS きつねとぶどう

子ぎつねに、おいしいぶどうを食べさせようと、里に
出かけた母ぎつねは、それきり戻って来なかった。成
長した子ぎつねは、ある日昔住んでいた巣の近くで、
ぶどうの木を見つける。子ぎつねは、このぶどうが何
でここにあるか気づき、母に感謝する。坪田譲治作。
＜尊敬・感謝＞

d90 20分 VHS モチモチの木

峠の小屋で爺さまとたった二人で暮らしている豆太
は、小屋の前にある大きな「モチモチの木」をこわ
がっていた。そしてある夜･･･････。斎藤隆介作。＜勇
気＞

d91 15分 VHS ありときりぎりす

夏の間。一生懸命食べ物を運ぶアリを見て、笑ってい
たキリギリスが冬になって自分の食べ物がなくなり、
過去の態度を反省するというお話。イソップ。＜勤
勉・努力＞

d92 12分 VHS 七つのほし

おそろしい日照りが続いたとき、少女は病気の母のた
めに水を探しに出かける。そしてようやく手に入れた
ひしゃく一杯の水を、小犬や老人に分けてあげる。そ
の時、ひしゃくは天に上がって北斗七星になった。ト
ルストイ。＜敬けん＞

d93 11分 VHS 花さき山

山に山菜採りに出かけた少女は、そこで山んばに会
い、見たこともない美しい花々を見る。山んばはい
う。「この花は、ふもとの人間が、やさしいことをひ
とつすると、ひとつ咲く。」そして、足元には少女の
咲かせた花もあった。斎藤隆介作。＜敬けん＞

d94 20分 VHS 新　泣いた赤おに

浜田広介童話の代表を新たにアニメ化し、楽しさの中に
真の友情を考えさせる。赤おにの望みをかなえてやろう
とすすんで悪者にある青おにの心情を、ごく自然な友だ
ちへの思いやりとして描いている。浜田広介作。＜友
情・信頼＞

d95 20分 VHS 走れメロス

お互いを信頼し合って行動する２人の美しい友情の物
語をドラマチックに描いたアニメーション作品。友情
と信頼、勇気をもって行動することがテーマ。太宰治
作。＜友情・信頼＞
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d99 21分 VHS 杜子春

中国の唐の都に住む若者、杜子春が、かずかずの試練
を経て、やがて“人間らしく、正直に暮らしていくこ
との大切さ”に目覚めていく過程を描く。芥川龍之介
作。＜敬けん＞

d100 20分 VHS セロひきのゴーシュ

ゴーシュは金星音楽団でセロを弾く係です。でも、演
奏会まであと１０日しかないのに、ゴーシュはどうし
てもセロをうまく弾けません。ある晩、家でセロの練
習をしていると、ドアをノックする音が聞こえます。
現れたのは大きな三毛ネコでした・・・。賢治童話の
傑作として名高い「セロひきのゴーシュ」をアニメ化
しました。あきらめないで努力を続けるゴーシュの姿
と、いろいろな動物との出会いを描いた楽しいファン
タジーです。

d101 20分 VHS 大造じいさんとガン

椋鳩十の代表的な童話をアニメ化。今年こそガンを捕
まえよう執念を燃やす老狩人の大造じいさんと、命が
けで仲間を守るガンの頭領、残雪。大造じいさんと残
雪の知恵と力をつくした戦いと、それを通して生まれ
た心のふれあいを描く。

d103 80分 VHS クロがいた夏

このアニメは、「はだしのゲン」で知られる中沢啓治
さんが、被爆当時飼っていた子猫との体験をもとにし
ています。戦争という時代のなかで子猫の生命を守る
ために力をあわせる子どもたちと家族、その生命を一
瞬にして奪いさった「ゲンバク」を対比させ、生命の
尊さと「三度許すまじ原爆を」と呼び掛けます。

d104 30分 VHS 青い目の人形物語

1927年（昭和2）、平和の親善大使として米国から
やってきた「青い目の人形」は日本各地で熱狂的に歓
迎されましたが、米英等を敵とする第二次世界大戦が
始まると、敵愾心をあおる格好の標的にされ、みせし
めに焼かれたり踏みつぶされたりしました。愚かな戦
争を二度とくりかえさせないために、人形に込められ
た平和への願いを子供たちに伝えていきたい。

ｄ108 63分 VHS リボンの騎士

シルバーランド王国には、男の子でなければ、王位を
継げないという法律があった。天使チンクのいたずら
で、男女二つの心を持って生まれた王女サファイヤ。
美しい色彩と楽しい音楽にのせて手塚治虫がおくる傑
作アニメーション。

d111 85分 VHS はだしのゲン（１）
ベストセラー「はだしのゲン」をビデオ化。原爆投下
によって全てが破壊された広島で力強く生きる少年の
愛と勇気の物語。文部省推薦。
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d112 90分 VHS はだしのゲン（２）
戦争を憎み、平和な未来を築いてゆこうとする少年た
ちの愛と勇気の物語。「はだしのゲン」の続編。

d115 12分 VHS
サンタさんは
大いそがし

サンタさんって、いつもは何をしてるのかな。また、
クリスマスの日がやってきます。サンタさんと森の妖
精たちは、世界中の子供たちの為にプレゼントの木を
育てます。夏の暑い日も、冬の寒い日もそれはそれは
大いそがし。さあプレゼントの木には大きな実がみの
り、トナカイたちも元気いっぱい！ソリにたくさんプ
レゼントを積み込んで、さあ出発です。

d116 76分 VHS
お星さまのレール
（オリジナルタイ
プ）

朝鮮の北、新義州。チコは、あたたかい愛に包まれて
育っていました。戦争が始まり、日増しに激しくなる
戦争と、日本の朝鮮支配の暗い影。やがて、戦争は日
本の敗戦で終わりました。そして、朝鮮から日本へ引
揚げ・・・。チコ－家の辛い逃避行が始まります。原
作：小林千登勢。文部省選定

d117 76分 VHS
お星さまのレール
（バリアフリータイ
プ）

朝鮮の北、新義州。チコは、あたたかい愛に包まれて
育っていました。戦争が始まり、日増しに激しくなる
戦争と、日本の朝鮮支配の暗い影。やがて、戦争は日
本の敗戦で終わりました。そして、朝鮮から日本へ引
揚げ・・・。チコ－家の辛い逃避行が始まります。原
作：小林千登勢。文部省選定。※モノラル、ステレオ
のビデオレコーダー及びモノラルテレビで、映像・主
音声・副音声が入っています。字幕入り。

d118 30分 VHS
つるにのって
～とも子の冒険～
（字幕入り）

小学６年生の元気な少女とも子。とも子は広島の原爆
資料館を訪れます。資料館を見学したとも子は、原爆
の破壊力と恐ろしさに圧倒され、重い足どりで平和公
園の中を歩きます。原爆の子の像の前でとも子は鶴を
折り始めました。折り上がった鶴を手のひらにのせ、
フッと息を吹きかけると、鶴は舞い上がり、像の少
女、サダコを乗せてとも子の前に降りてきたのです。
（字幕入り）

d121 22分 VHS
よっちゃんの
不思議なクレヨン
（字幕付き）

やさしいよっちゃんと森の動物たちとの温かい生命の
ものがたり。ある日、おばあちゃんから不思議なクレ
ヨンをもらったよっちゃんは、そのクレヨンで赤い
傘、青い空を描きました。すると、用紙から赤い傘が
飛び出し、雨が降っていた空が青空になりました。文
部省選定。日本語字幕入り
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番号 時間 メディア タイトル 内容

d122 20分 VHS １００ばんめのサル
アニメーションと「核」についてのドキュメンタリー
フィルムで構成した、子供にも大人にも核の怖さがよ
くわかる作品。

d126 25分 VHS
盲導犬クィールの一
生

盲導犬クィールが、まるで友達のように飼い主に親し
くし、「目」があるという喜びを教えていく、人間と
盲導犬との絆。感動のアニメ物語です。

d127 26分 VHS がんばれスイミー
神秘的な海の世界に生きる魚たちが知恵を働かせ、み
んなで助け合いながら勇気をもってたくましく生きて
いく様子が描かれています。

d128 26分 VHS
ミッキーマウスの
メリークリスマス

今日はクリスマス・イヴ。世界の子供たちは「誰でも
心の中に優しさをもちあわせている」ことを自分の分
身であるミッキーやドナルドを使って、アニメーショ
ンで教えている感動の作品です。

d130 56分 VHS
世界めいさく童話
１
（字幕付き）

ピノキオ、ピーターパン、ジャックと豆の木、
トムソーヤの冒険、フランダースの犬

d131 56分 VHS
世界めいさく童話
２
（字幕付き）

シンデレラ、マッチ売りの少女、にんぎょ姫、
白雪姫、赤い靴

d132 56分 VHS
世界めいさく童話
３
（字幕付き）

３びきの子ぶた、ブレーメンの音楽隊、
アラジンとまほうのランプ、みにくいアヒルの子、
ヘンゼルとグレーテル

d133 17分 VHS
ちいちゃんの
かげおくり

あまんきみこの感動的なお話を忠実にアニメ化。戦争
が奪った小さな女の子の命、その悲しさを描きまし
た。

d134 81分 VHS 象のいない動物園

このお話は、小学生２年の教科書にも出てくる「かわ
いそうなゾウ」という、本当にあったエピソードをも
とにしています。日本がアメリカと戦争をしていた昭
和１８年、動物園の動物たちは危険だと次々に殺され
ました。この物語はそのときのお話と、戦争が終わり
この事件を知った子どもたちが、ゾウを見たいと呼び
かけ、それを実現するまでのお話です。
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番号 時間 メディア タイトル 内容

d135 90分 VHS 黒い雨にうたれて

被爆直後の広島に、放射能をたっぷり含んだ黒い雨が
降りました。原爆がもたらした“死の灰”は、今なお
人体に影響を残しています。「はだしのゲン」の作
者・中沢啓治が平和への願いをこめて描く愛と感動の
アニメ大作です。

d137 60分 VHS スプーンおばさん1

誰からの好かれるスプーンおばさんには、ご亭主と森
の女の子ルウリィだけが知っている秘密がありまし
た。それは体がスプーンほども小さくなってしまう不
思議な力のこと・・・
各巻に６話（１０分）収録されています。

d138 60分 VHS スプーンおばさん2

誰からの好かれるスプーンおばさんには、ご亭主と森
の女の子ルウリィだけが知っている秘密がありまし
た。それは体がスプーンほども小さくなってしまう不
思議な力のこと・・・
各巻に６話（１０分）収録されています。

d139 28分 VHS
ＭＥＲＲＹ
ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ

日本でもなじみの深いクリスマスソングと、童話「青
いとり」のアニメーションを二部構成で収録した作品
です。 
第１部「アニメクリスマスソング」それぞれの曲のイ
メージに合わせたアニメーションの映像とともに画面
を見ながら一緒に歌える構成になっています。　第２
部アニメ童話「青いとり」クリスマスに幸せの青いと
りを探しに出かけたチルチルとミチルの物語です。

d151 18分 VHS
手紙
(宮本輝　原作）

タケオは、おじぃちゃんのことが苦手だった。ある夏
の日、おじいちゃんが声を殺して泣いていた。その手
に一通の手紙を握りしめて・・・。その手紙は、戦争
の時におじいちゃんと同じ戦場にいた友達が、両親に
向けて書いたものだった。おじいちゃんは、友達が書
いた手紙のことを話し始めた。戦争を生き抜いた祖父
と現代を生きる孫。すれ違っていた二人の心を通わせ
たのは一通の手紙だった・・・。

d152 73分 DVD
ふしぎの国のアリス

アリスは森の中で、チョッキを着て懐中時計を持った
ウサギを追いかけているうちに穴に落ちてしまいま
す。そこは全てがおかしなことばかりの不思議の国で
した。道に迷ったアリスは家に帰ることができるので
しょうか・・・？
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番号 時間 メディア タイトル 内容

d154 24分 DVD
にじいろのさかな
～ゆうじょう編
（字幕付き）

「ぼくはこんなに美しいのにどうして誰も好きになっ
てもらえないんだ？」にじいろに輝くうろこをもっ
た、世界で一番美しいさかなはひとりぼっちで寂しい
さかなだった…。本当に大切なものを見つけるまでの
心温まるストーリー。第1話にじいろのさかな・第２
話にじいろのさかなしましまをたすける。

d155 13分 VHS みんないちばん！

子どもたちは、さまざまな経験を通し成長していきま
す。その過程で、つまづき自信を失うこともあります。
ともだちをうらやむこともあります。しかし一人一人は
違っていても、みんなすばらしいところを持っていま
す。この作品は、ともだちのいいとろを認め、自分のい
いところを見つけることのすばらしさを伝えます。

d156 75分 DVD ピーターパン

いつも弟のジョンとマイケルにピーターパンの話を聞
かせていた少女ウェンディの前に、ある夜なくした影
を探しにピーターパンと妖精のティンカーベルがやっ
て来ました。子どもたちは、ピーターパンの住むネ
バーランドへ旅立っていきました。ジェームズ・バ
リー原作の戯曲をアニメーション化した作品です。

d157 34分 DVD

サヨナラ、みどりが
池
～飛べ！凧グライダー

～

（バリアフリー版）

小さなかえるやでんでん虫、ザリガニ、そしてカメた
ちがみどりが池で仲良く暮らしていました。しかしマ
ンション建設のためにこの池が埋め立てられることに
なり、新しく住む場所を探さなくてはならなくなりま
した。新たな池を目指して小さなかえるたちはみんな
で力を合せて作った凧グライダーで飛び立ちました。
思いやりの心を育てる楽しいアニメ作品です。
（難視聴者用字幕・副音声収録）

d159 43分 DVD
なかよしおばけ
おばけの地下室
たんけん

アンリ、リュシー、ジョルジュ、エドワールの４人は
いつも一緒のなかよしおばけ。おばけなのにこわがり
の４人が繰り広げるワクワクドキドキのアニメーショ
ン作品です。
 １.おばけの地下室探検／２.いなくなったワンちゃん
／３.おばけのミステリー／４.おばけのハロウィン／
５.おばけと雪の日の朝／６.おばけの子ガモ騒動の６
話が収録されています。

d160 29分 VHS
「少年Ｈ」が
見た戦争

この作品は妹尾河童原作の『少年Ｈ』を題材に、小学
生から見た太平洋戦争の体験を当時の映像を交えてア
ニメーションで紹介しています。
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番号 時間 メディア タイトル 内容

d161 63分 DVD ダンボ

サーカス団の象に生まれた赤ちゃん象のダンボは、あ
まりに大きすぎる耳のため、踏んづけて転んだり、芸
をしても失敗ばかり。悲しむダンボをはげまし、力づ
けたのはネズミのティモシーで、ダンボに大きな耳を
羽にして飛んでみるように言い出します。カラスにも
らった魔法の羽を持って、ダンボは勇気をふりしぼ
り、飛んでみることにしました。

d162 25分 DVD
名探偵コナン
・防犯ガイド
クイズ形式で学べる！！

アニメでおなじみのコナンとその仲間たちが、子ども
たちを犯罪から守るために、クイズ形式で身近に潜む
“危険”を分かりやすく解説します。全部で7項目に
分かれていて、コナンがそれぞれの対策を検証しなが
ら、正解を教えてくれます。さらに普段からの心がけ
や対策についても説明してくれるので、学校や自治会
での防犯教育に最適です。

d163 18分 DVD アニメ・ハチ公物語

生まれてまもなく田舎から東京の上野先生の家にやっ
てきた犬のハチ公は、優しい先生とその家族に可愛が
られて毎日楽しく暮らしていました。そんなハチ公の
日課は、毎朝駅まで先生を送っていき、夕方再び駅ま
で先生を迎えに行くこと。どんな時でも送り迎えを欠
かさないハチ公でしたが、ある大雨の日、どんなに
待っても先生は帰ってこず…。心と心のふれあいを感
じる感動の物語。また、物語の中でハチ公が防火の大
切さを教えてくれます。

d164 91分 DVD 母をたずねて三千里

お母さんに会うまで僕はあきらめない――。
出かせぎに行ったまま、連絡の途絶えた母を訪ねよう
と、少年マルコはたった一人で故郷を旅立ちます。と
ころが、やっとの思いでたどり着いた先に母の姿はあ
りませんでした。マルコは、旅先で出会う人々の温か
い応援を受けながら、わずかな手がかりを頼りに母を
捜し続けます。マルコは母に会えるのでしょうか…。

d165 91分 DVD
母をたずねて三千里

バリアフリー版

出稼ぎに行ったまま連絡の途絶えた母を探して、少年
マルコは一人故郷を旅立ちます。はたして、マルコは
お母さんに会うことができるのでしょうか…。
あの感動の名作が、バリアフリー対応になりました。
副音声・字幕スーパーが入って、目の不自由な方、耳
の不自由な方もお楽しみいただけます。
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番号 時間 メディア タイトル 内容

d166 20分 DVD
いわたくんちの
おばあちゃん
ぼく、戦争せんけえね

運動会の日、みんなで記念写真を撮ろうと、お母さん
がシャッターを押そうとすると、いわたくんちのおば
あちゃんは「イヤーよ」と笑って断ります。なぜ？そ
の理由は、戦争の時の辛い体験にありました。主人公
の寛太はおばあちゃんの話を聞くうちに、原爆のこと
や戦争のことを自分の問題としてとらえ、平和への決
意をしていきます。「大人になっても戦争せんよ。ほ
んとよ」

ｄ167 72分 DVD
ムーミン谷の彗星

真っ黒な雲がムーミン谷をおおい黒い雨を降らせた
夜、哲学者ジャコウネズミがムーミンの家にやってき
て言いました。「この世はほろびる」ムーミンたちは
すっかりおびえてしまいました。そこでムーミンたち
は真実を確かめるために『おさびし山』の天文台に向
います。そこでムーミンたちが見たものとは･･･？
ムーミン童話の原点とも言えるアニメ作品です。

ｄ168 27分 VHS 十六地蔵物語

終戦の１年前の１９４４年９月、大阪市の南恩加島国
民学校の３，４年生が徳島県貞光町に集団疎開をしま
した。地元の人たちは温かく迎えてくれましたが、子
どもたちにとっては疎開の生活は過酷なものでした。
そしてついに悲劇が起こります･･･。

ｄ169 60分 DVD
トムとジェリー０１
上には上がある

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタ
アニメーションです。短編作品が８つ収録されていま
す。
１．上には上がある　２．恐怖の白ネズミ　３．お
しゃべり子ガモ　４．ジェリーとジャンボ　５．にわ
とり婆さん　６．ネズミ取り必勝法　７．パーティー
荒し　８．猫はやっぱり猫でした
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）

ｄ170 62分 DVD
ミッキーマウス
ミッキーの消防隊

子どもたちに人気のキャラクター、ミッキーマウスの
短編アニメーションが８つ収録されています。小さい
お子さんにも楽しんでいただける内容です。
１．ミッキーの消防隊　２．ミッキーのダンスパー
ティー　３．ミッキーのライバル大騒動　４．ミッ
キーとアザラシ　５．ミッキーの猟は楽しい　６．
ミッキーの移動住宅　７．ミッキーのポロゲーム
８．ミッキーのドキドキ汽車旅行
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）
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番号 時間 メディア タイトル 内容

ｄ171 43分 DVD
ボクとガク
あの夏のものがたり

“ボク”希望（のぞむ）と岳（がく）という小学５年
生のふたりの少年が、近所に住むおばあさんとの交流
を通して成長していく姿を描いた作品です。作品中で
は、「子どもの人権」と、地域で育む人権文化にも目
を向け、また次代に受け継ぐものとして「戦争と平
和」についても描いています。
（バリアフリー版・字幕表示機能あり）

ｄ172 12分 DVD

まめうしくんの
交通安全
～宝さがしの旅だっし

～

絵本やテレビなどでおなじみの「まめうしくん」が登
場する、楽しく学べる交通安全アニメーション。まめ
うしくんたちが宝さがしの道中で、安全な道路の歩き
方や、横断歩道の渡り方、信号についてなど交通ルー
ルの基本を学んでいきます。

ｄ173 58分 DVD
トムとジェリー０２
赤ちゃんはいいな

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタア
ニメーションです。楽しい短編作品が８つ収録されてい
ます。
１．赤ちゃんはいいな　２．母をたずねて　３．おかし
なアヒルの子　４．可愛い逃亡者　５．可愛い花嫁さん
６．計算違い　７．目茶苦茶ゴルフ　８．人造猫
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）

d175 64分 DVD ドナルド・ダック

おしゃべりでいたずら好きのキャラクター、ドナル
ド・ダックが主役の短編アニメーションが８つ収録さ
れています。小さいお子さんにも楽しんでいただける
内容です。１．ドナルドの駅長さん　２．ドナルドの
海水浴　３．ドナルドのダンス大好き　４．ドナルド
の消防隊長　５．ドナルドのカメラ大好き　６．ドナ
ルドの雪合戦　７．ドナルドの透明人間　８．ドナル
ドのパイロット
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）

d176 60分 DVD
トムとジェリー０３
天国と地獄

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタア
ニメーションです。楽しい短編作品が８つ収録されてい
ます。
１．天国と地獄　２．悪魔のささやき　３．復讐もほど
ほどに　４．透明ネズミ　５．変な魚釣り　６．やん
ちゃな生徒　７．ブルおじさん　８．夢と消えた百万ド
ル

d177 41分 DVD
からすのパンやさん
・どろぼうがっこう

かこさとし原作の人気絵本のアニメ化作品が２話収録
されています。
 「からすのパンやさん（約２０分）」　いずみが森に
あるからすのパン屋さんは家族ですてきなパンを焼い
て森の仲間に大評判！どんなパンがあるのか
な・・・。
 「どろぼうがっこう（約２１分）」　山の中にあるど
ろぼう学校では、毎晩よふけから悪いどろぼうになる
勉強をしています。ある夜、学校のみんなで大きな建
物に忍び込むのですが・・・。
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番号 時間 メディア タイトル 内容

d178 22分 DVD
はとよ
ひろしまの空を

太平洋戦争末期の広島、かわいがってくれた飼い主の少
年を原爆で亡くし 、焼け野原となった町で必死に生き抜
こうとした子鳩の姿を通して、命とは、平和とは何かを
問いかける作品です。大川悦生原作のアニメ化作品で
す。
 ※本編終了後の２１：４６から画像の乱れあり

d179 60分 DVD
トムとジェリー０４
星空の音楽会

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタア
ニメーションです。楽しい短編作品が８つ収録されてい
ます。
１．星空の音楽会　２．恋のとりこ　３．いたずらきつ
つき　４．お化け騒動　５．ショックで直せ　６．共同
作戦　７．ジェリーと金魚　８．玉つきゲームは楽しい
ね

d180 62分 DVD
トムとジェリー０５
恋ははかなく

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタ
アニメーションです。楽しい短編作品が８つ収録され
ています。
１．メリークリスマス　２．トラになったトム　３．
恋ははかなく　４．命の恩人　５．台所戦争　６．仲
良し同盟　７．なかよし　８．トムのガールフレンド
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）

d181 105分 DVD
虹色ほたる
～永遠の夏休み～

交通事故で父親をなくしたユウタは、夏休みに訪れた
父親との思い出の場所で、不思議な老人と出会う。老
人と別れ、突然の豪雨の中家路を急ぐユウタは、流れ
に足を滑らせて崖の下へ・・・。気が付いた時、ユウ
タはダムのなかった３０年前にタイムスリップしてい
た。
音楽は松任谷正隆、主題歌を松任谷由実が歌う。

d182 51分 DVD
おれたち、ともだ
ち！

1時間100円で『ともだちや』をはじめたキツネ。オオカ
ミと楽しく遊んだあと、お代を請求するキツネですが、
ともだちってお金で買うものなの！？キツネとオオカミ
のゆかいな友情物語です。内田麟太郎絵本シリーズ「お
れたち、ともだち！」が原作のアニメ化作品です。
☆全4話収録　第1話「ともだちや」第2話「ともだち
くるかな」第3話「あしたも　ともだち」第4話「ごめん
ね　ともだち」
（日本語字幕あり）

d183 59分 DVD
トムとジェリー０６
楽しいボーリング

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタ
アニメーションです。楽しい短編作品が８つ収録され
ています。
１．楽しいボーリング　２．ここまでおいで　３．ワ
ルツの王様　４．テニスなんて楽だね　５．ピアノ・
コンサート　６．インディアンごっこ　７．強敵あら
わる　８．土曜の夜は
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）
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d184 13分 DVD 一つの花

太平洋戦争の真只中、食べ物にも不自由な時代、まだ
２歳にもならないゆみ子が初めて覚えた言葉は「一つ
だけ、ちょうだい」。一つだけならなんでももらえる
と思っている。そんなゆみ子のお父さんにもついに赤
紙がきた……。小学校４年の教科書にも掲載の物語。

d185 13分 DVD
あさりちゃんと学ぶ
地震への備え

小学生のあさりちゃんが学校で地震と防災のプリント
をもらったことから、家族で地震対策について話し合
います。だれでもできる有効な防災対策をわかりやす
く説明しています。

d186 59分 DVD
トムとジェリー０７
ジェリー街へ行く

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタ
アニメーションです。楽しい短編作品が８つ収録され
ています。
１．ジェリー街へ行く　２．あべこべ物語　３．お掃
除はこうするの　４．西部の伊達ねずみ　５．ジェ
リーの日記　６．ごきげんないとこ　７．淋しがりや
８．怖いお手伝いさん
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）

d187 60分 DVD
トムとジェリー０８
バラ色の人生

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタ
アニメーションです。楽しい短編作品が８つ収録され
ています。
１．バラ色の人生　２．海の底はすばらしい　３．ト
ム君空を飛ぶ　４．トム氏の優雅な生活　５．南の島
６．かわいい子猫と思ったら　７．夜中のつまみ食い
８．春はいたずらもの
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）

d188 57分 DVD
トムとジェリー０９
夢と消えたバカンス

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタア
ニメーションです。短編作品が８つ収録されています。
１．夢と消えたバカンス　２．捨てネズミ　３．ウソを
ついたら　４．トムさんと悪友　５．仲間割れ　６．お
家はバラバラ　７．海のバカンス　８．ふんだりけった
り
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）
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d189 110分 DVD
アルプスの少女
ハイジ

小さな女の子がアルプスの山に近い村にやってきまし
た。女の子の名前はハイジ。ハイジは雄大な山々と動
物たち、おじいさんや、やぎ飼いのペーター、やさし
い人々に囲まれて、のびのびと暮らしていました。し
かし、突然やってきた叔母さんに都会へ連れていかれ
たハイジは、そこで病弱な少女クララと出会います。
クララと仲良くなりますが、都会になじめないハイジ
はホームシックになり、村へ帰ることになります。
ヨハンナ・スピリ原作。三重県出身のアニメーション
映画監督、高畑勲さんが演出に関わった作品です。

d190 85分 DVD ガラスのうさぎ

太平洋戦争末期、東京の下町に住む少女・敏子は物資が
欠乏した厳しい状況で、家族とともに一生懸命生きていまし
た。しかし、昭和20年3月10日の東京大空襲で、敏子は母
と二人の妹を失ってしまいます。焼け跡から空襲の猛火で変
形したガラスのうさぎを堀り出した敏子は、戦争の恐ろしさ
を目の当たりにします。更に疎開の途中、駅で米軍機の機
銃掃射を受け、父までも亡くなってしまいました。ひとりに
なった敏子は、絶望の果てに死を意識して深夜の海辺をさ
まよいますが、「私が死んだら、お父さん、お母さん、妹たちの
お墓参りは誰がするの。私は生きなければ……」と孤独と悲
しみの中で、再び一生懸命生きることを決意します。

d191 15分 DVD

ズッコケ三人組の
ぼうさい教室
地しんから身を守ろうの

巻

児童書やアニメ番組で人気の「ズッコケ三人組」の
キャラクター,わんぱくなハチベイ、理論派のハカセ、
のんびり屋のモーちゃんと共に、「地震が起きた時の
命を守る行動」、 「被害を未然に防ぐための工夫」な
ど、基本的な防災知識と防災行動を身につけていく内
容です。

ｄ192 50分 DVD
トムとジェリー１０
花火はすごいぞ

ねこのトムとねずみのジェリーが繰り広げるドタバタ
アニメーションです。楽しい短編作品が７つ収録され
ています。
１．花火はすごいぞ　２．逃げてきたライオン　３．
素敵なおさがり　４．勝利は我に　５．ただいまお昼
寝中　６．パパは強いな　７．パパの教育
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）

ｄ193 53分 DVD
チップとデール
リスのいたずら合戦

いたずら好きで好奇心旺盛なリスのチップとデールが
繰り広げるたのしいドタバタ短編アニメーション集。
【収録内容】
1．リスのあさごはん/2．リスの冬支度/3.リスのオモチャ合
戦/4．リスのいたずら合戦/5．リスの手袋騒動/6．リスの汽
車ごっこ/7．リス君は歌姫がお好き/8．リスのピーナツ
（日本語、英語の音声・字幕切替可能）
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ｄ194 27分 DVD
Paper　Cranes
Story
～ケンタとマイコ～

一羽、一羽、想いを込められておられる千羽鶴… その
折り鶴に、もし“命”があるとしたら…！？ ケンタと
マイコの冒険が今始まる！！ 希望や平和への願いを込
めて一羽一羽丁寧に折られていく千羽鶴。そんな“想
い”により命を授かった折り鶴少年 ケンタと少女マイ
コの物語。

ｄ195 50分 DVD
ざんねんないきもの
事典①

一生懸命だけどどこか“ざんねん”な進化を遂げた生き物
たちを紹介した、人気児童書が原作のショートアニメ。
いきもの監修を今泉忠明さんがつとめられています。
第1話：コアラ、テントウムシ、ウォンバット　第2話：アライグ
マ、サバクツノトカゲ、オカモノアラガイ　第3話：フクロウナ
ギ、コウテイペンギン、クシケアリ　第4話：バビルサ、バン、
ラッコ　第5話：クジャクグモ、アルマジロ、リュウグウノツカイ
第6話：キリン・ウマ、ガ、進化　第7話：ウミイグアナ、ハチド
リ、ゾウ　第8話：ワニ、オシドリ、バットフィッシュ　第9話：メガ
ネザル、トナカイ、ムシクソハムシ、クマサカガイ　第10話：カ
カポ、キツネ、マンボウ
【チャプター画面で全編（1話～10話）再生と各話再生を選
択できます。】

d196 14分 DVD
ハローキティと
まなぼう！
ぼうさいくんれん

ハローキティと仲間たちが登場する、幼児・小学生
（低学年）向けの防災アニメーション教材です。キ
ティとミミィが、学校の防災訓練や実際の地震を体験
するストーリーを通して、避難の仕方などをわかりや
すく描いていきます。学校、通学路、家の中、海の近
くで地震が起きたときに、どのように命を守る行動を
とればよいか、キティたちと一緒に学ぶことができる
教材です。

ｋ22 13分 DVD ねずみくんのきもち

公園で仲良しのねみちゃんを待っているねずみくん
は、後からやってきたねこくんに意地悪をされてしま
います。落ち込むねずみくんに、ふくろうさんは優し
く言います。「きっとねこくんは、一番大切なものを
忘れているんだよ」相手のことを大切に思う心、いじ
めやコンプレックスなどの大切なテーマをねずみくん
と一緒に学べる楽しいアニメーションです。
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