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千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリー利用案内 

 

１ 視聴覚ライブラリーについて 

・ 郵便番号 〒260-0045 

・ 所 在 地 千葉市中央区弁天3-7-7 千葉市生涯学習センター地下１階 

・ 名 称 千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリー 

・ 電 話 ０４３－２０７－５８２３（視聴覚ライブラリー担当） 

・ 休 館 日 毎月第４月曜日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

・ 利用時間 午前９：００～午後５：００ 

 

２ 機材・教材の貸出しについて 

【利用できる団体】：次の（１）または（２）に該当する団体です。 

（1） 千葉市内の市立小・中・特別支援学校及び公民館 

（2） 千葉市内の社会教育団体等（初回の利用に限り、団体登録手続きが必要です。） 

 

【貸出期間と本数および主な貸出機材】 

貸出期間 
１４日以内 

※多くの方に利用していただくため、必要な期間内でご利用ください。 

貸出本数 １回につき４本以内 

主な機材 
１６ミリ映写機（注）、ビデオプロジェクター、スクリーン、 

ビデオデッキ、ＤＶＤプレーヤー、ＯＨＣ等 

主な教材 １６ミリフィルム、VHSビデオ、ＤＶＤ 

（注1）16ミリフィルムについては劣化のためお貸しできない作品もございますので 

ご了承ください。 

（注2）16ミリ映写機を利用するには、千葉県内各所で開催された「１６ミリ映写機操作

講習会」を修了している必要があります。 

   なお、千葉市では「１６ミリ映写機操作講習会」を毎年夏頃に開講しています。 

 

【利用の申込み】 

● お電話で、次の①～④の事項をお伝えください。 

① 利用団体名（学校名、公民館名、社会教育団体名等） 

② 申込者氏名と連絡先電話番号 

③ 利用する機材、教材 



- 2 - 
 

※ 教材については次の（ア）～（エ）をあわせてお伝えください。 

（ア）16ミリフィルム、VHSまたはDVDの種別 

（イ）分野 

（ウ）映像資料番号（または旧番号） 

（エ）作品名 

④ 利用期間（１４日以内） 

 

【貸出し】  

（1） あらかじめ予約（来館・電話）することが必要です。貸出し当日、千葉市生涯学

習センターに直接来館してください。利用申込書に必要事項を記入していただいた

後、利用する機材・教材及び利用承諾書等を受領してください。 

（2） 予約の取消しをするときは、速やかにご連絡ください。 

 

【返却】 

（1） 次の①～②をお持ちになって、直接来館してご返却ください。 

① 利用した機材・教材 

② 返却届出書 

 

【市内の小・中・特別支援学校・公民館への教材の貸出し・返却】 

ご希望の学校(先生)には、郵送でDVD教材またはVHS教材の貸出し・返却をします。 

なお、郵送料はライブラリーが負担します。 

 

３ 利用上の注意 

● 貸出しおよび返却は、直接千葉市生涯学習センター地下１階までご来館ください。 

● 当ライブラリーの機材・教材は、私用利用及び営利目的利用はできません。 

● 当ライブラリーの機材・教材を利用して研修会や上映会等を開催する場合、入場料 

参加費等は無料で行ってください。違反した場合、法的責任を問われる恐れがあります。 

● 当ライブラリーの機材・教材の転貸及び複製はできません。 

● 利用者の責めに帰すべき事由により、当ライブラリーの機材・教材を滅失、棄損した 

ときは、利用者に損害賠償責任が生じます。機材・教材は、取扱いに慣れた方が、てい

ねいに取扱いくださいますようお願いします。 

 

視聴覚機材・教材の一覧については、千葉市生涯学習センターのホームページ 

より ご覧いただけます。 



①メディアの種類：16ミリフィルム、VHSビデオ、DVD 

② 分野：本目録は、分野ごとに分類されています。ホームページでは、 

  ＰＤＦの「しおり」機能を利用して、 

  希望の分野をさがすことができます。 

③ 映像資料番号：当ライブラリーでつけた、 

  映像資料固有の番号。 

  予約の際にわかると便利です。 

④ 映像資料の再生時間。 

⑤ 映像が、カラーかモノクロかを示しています。 

⑥ 当ライブラリーが映像資料を受け入れた年度。 

⑦ 映像資料のタイトルとヨミガナ。 

⑧ 制作会社、制作者、供給会社、寄贈者等。 

⑨ 映像資料の内容。 

⑩ キーワード：映像資料の主題やキーワード。 

⑪ 映像資料のおもな対象者。 

⑫ 本ライブラリーに寄贈された資料に表示。 

－３－ 

～目録の利用方法～ 

① 

② 

③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 
⑪ 

⑫ 

＜各映像資料の項目＞ ＜ページ全体＞ 

＜しおりをご活用ください＞ 



DVD
社会

千葉の駅・道路進化物語

小学生、中学生、一般

60分

千葉の道キーワード

対 象

チバノエキドウロシンカモノガタリ

道は、その時代の経済や政治を支えてきました。房総の道は、古くは「更級日記」に登場し、源頼朝が
鎌倉幕府開府前に通り、徳川家康が「鷹狩りの道（御成街道）」を作らせるなど、興味の尽きない歴史
街道が残っています。また、現在では京葉道路や数々の自動車専用道路、国道をはじめとする一般道路
などは現代生活を根底から支える重要な役割を担っています。ここでは、千葉県内の街道を六つの項目
（①海を渡る道．②内房の道．③徳川家にまつわる道．④遊山の道．⑤鮮魚街道．⑥千葉の発展への
道）にまとめて収録したものです。

カラー 平成15年度受入

制作会社等：千葉日報社

寄贈社会D1

食と農の未来を拓く研究開発

一般

58分

食と農の研究開発キーワード

対 象

ショクトノウノミライヲキズクケンキュウカイハツ

最近の農林水産開発を広く理解してもらうため簡潔に取りまとめたものです。内容「１、麦の高品質化
を目指して。２、イネゲノムの情報を読む。３、循環する資源としての家畜排泄物。４、機能性食品の
開発。５、バイオマスエネルギー利用技術の開発。６、新たな用途を目指した稲の研究開発。７、昆虫
テクノロジー研究。８、地球温暖化の防止に関わる森林の機能。」などです。

カラー 平成16年度受入

制作会社等：農林放送事業団

寄贈社会D2

獅子神楽

小学生、中学生、高校生

20分

千葉県の民俗芸能、総合的な学習の時間キーワード

対 象

シシカグラ

このDVDは、千葉県の無形民族文化財に指定されている民俗芸能を種類別にまとめたものの１つです。
第１巻は、「獅子神楽」「獅子舞い」などと呼ばれる、２人で１匹の獅子を演じる「二人立ちの獅子
舞」を取り上げ、「獅子神楽」としてまとめ、その概要を紹介しています。

カラー 平成17年度受入

制作会社等：プロダクション１３５

寄贈社会D3

理科

これからの理科授業のポイント　3年

小学生、教員

28分

新学習指導要領・理科の解説、理科学習・教材研究キーワード
対 象

コレカラノリカジュギョウノポイント３ネン

新学習指導要領の移行措置新規単元の解説、及び機材や実験方法を説明する映像教材です。新しい内容
として「生きもののようす」「風やゴムのはたらきをしらべよう」「ものの重さをしらべよう」を解説
しています。また、資料映像として「虫眼鏡の使い方」「生きもののようすー植物・動物」「風で動く
車のつくり方」「ゴムで動く車に改造する」等の実験の仕方・観察方法を紹介しています。先生方のレ
ベルアップを支援するＤＶＤ教材です。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：大日本図書

理科D1
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これからの理科授業のポイント　4年

小学生、教員

18分

新学習指導要領・理科の解説、理科学習・教材研究キーワード
対 象

コレカラノリカジュギョウノポイント４ネン

新学習指導要領の移行措置新規単元の解説、及び機材や実験方法を説明する映像教材です。新しい内容
として「天気と気温を調べよう」「わたしたちのからだを調べよう」「氷になったときのかさの変化」
を解説しています。また、資料映像として「温度計のおおいの作り方」「測定した気温のグラフの作り
方」「関節や筋肉の動きを手羽先で見せる」等の実験の仕方・観察方法を紹介しています。先生方のレ
ベルアップを支援するＤＶＤ教材です。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：大日本図書

理科D2

これからの理科授業のポイント　5年

小学生、教員

25分

新学習指導要領・理科の解説、理科学習・教材研究キーワード

対 象

コレカラノリカジュギョウノポイント５ネン

新学習指導要領の移行措置新規単元の解説、及び機材や実験方法を説明する映像教材です。新しい内容
として「メダカの食べ物」「電磁石の性質」を解説しています。また、資料映像として「顕微鏡の使い
方」「水中の小さな生物」「川の上流・下流と川原の石」「電流計の使い方」「電源装置の使い方」等
の実験の仕方・観察方法を紹介しています。先生方のレベルアップを支援するＤＶＤ教材です。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：大日本図書

理科D3

これからの理科授業のポイント　6年

小学生、教員

35分

新学習指導要領・理科の解説、理科学習・教材研究キーワード
対 象

コレカラノリカジュギョウノポイント６ネン

新学習指導要領の移行措置新規単元の解説、及び機材や実験方法を説明する映像教材です。新しい内容
として「植物の養分と水の通り道」「動物に食べられる植物」「からだのつくりとはたらき」「電流に
よる発熱」「月と太陽」「電気の性質とはたらき」を解説しています。また、資料映像として「てこを
利用した道具」「ちく電器の使い方」等の実験の仕方・観察方法を紹介しています。先生方のレベル
アップを支援するＤＶＤ教材です。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：大日本図書

理科D4

特別活動

はっきりことわろう　誘拐されないぞ

幼児、小学生

15分

安全、防犯、アニメ、安全教室キーワード

対 象

ハッキリコトワロウユウカイサレナイゾ

サッちゃん、ヨッちゃん、マーくんの3人が、危うく誘拐されそうになります。そこへ登場するコアラの
ワッツとノリジは3人を無事に助け出し、誘拐から身を守る方法を３人にわかりやすく教えてくれます。
エピソード１：知らない人には絶対ついていかない／エピソード２：甘い言葉には気をつけよう／エピ
ソード３：大きな声で助けを求めよう／

カラー 平成18年度受入

制作会社等：コアラブックス

特別活動D1

もうひとつのウサギとカメ

教員

73分

メディア、リテラシー、教職員研修キーワード
対 象

モウヒトツノウサギトカメ

高校生を対象としたメディア・リテラシ－（メディアをクリティカルに読み解き、主体的に使いこなす
能力）教育のために開発されたものです。本教材を活用した授業の目標は次の３点です。①映像を分析
する手法を学び、映像にはいろいろな技法が使われている事を理解する。②映像に込められた多様な
メッセ-ジが含まれている事を読み解く力を身につける。③生徒が制作した映像を放送する為には、放送
の公共性や放送倫理等を遵守する必要がある事を理解する。ー教師用ガイドブック付ー

カラー 平成19年度受入

制作会社等：総務省

寄贈特別活動D2
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私たちのメッセージを伝えよう

小学校高学年、教員

28分

公共広告を作る、総合学習キーワード

対 象

ワタシタチノメッセージヲツタエヨウ

小学生（高学年）を対象としたメディア・リテラシ－（メディアをクリティカルに読み解き、主体的に
使いこなす能力）教育のために開発されたものです。公共広告を「読み解く」「つくる」という体験を
通じて、子供たちが、社会の一員として、より良い社会を形成するために「何ができるか」を考え、そ
の考えを発信する事を目標としています。－教師用ガイドブック付－

カラー 平成19年度受入

制作会社等：総務省

寄贈特別活動D3

ネット社会の道しるべ

小学生、中学生、教員

25分

安全、被害防止、安全教育キーワード

対 象

ネットシャカイノミチシルベ

ケータイ・ネット社会と子供たちが上手につきあうための情報モラル教材です。このＤＶＤは新しいメ
ディアの問題の部分をドラマ形式でわかりやすく紹介しています。ドラマ１：架空請求と個人情報、ド
ラマ２：メール交換と友達関係、ドラマ３：掲示板となりすまし

カラー 平成19年度受入

制作会社等：ＮＨＫ

特別活動D4

ケータイ・ネット社会の落とし穴

小学生、中学生、教員

25分

安全、被害防止、安全教育キーワード

対 象

ケータイ・ネットシャカイノオトシアナ

ケータイ・ネット社会と子供たちが上手につきあうための情報モラル教材です。このＤＶＤは新しいメ
ディアの問題の部分をドラマ形式でわかりやすく紹介しています。ドラマ１：メールと依存症、ドラマ
２：ケータイサイトと不正請求

カラー 平成19年度受入

制作会社等：ＮＨＫ

特別活動D5

ブログ社会の落とし穴

小学生、中学生、教員

30分

安全、被害防止、安全教育キーワード

対 象

ブログシャカイノオトシアナ

ケータイ・ネット社会と子供たちが上手につきあうための情報モラル教材です。このＤＶＤは新しいメ
ディアの問題の部分をドラマ形式でわかりやすく紹介しています。ドラマ１：ブログと個人情報～「日
常」が「情報」に変わるとき～、ドラマ２：ブログと権利侵害～ランキング競争が招くトラブル～

カラー 平成19年度受入

制作会社等：ＮＨＫ

特別活動D6

名探偵コナン　防犯ガイド

小学生

26分

安全・防犯、安全教育、アニメキーワード

対 象

メイタンテイコナンボウハンガイド

子供たちを犯罪から守るために、コナンと仲間たちがＱ＆Ａのクイズ形式で身近に潜む危険（・あとを
つけられたら・友達がつかまったら・留守番中の来客はなど７項目）をわかりやすく解説しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：東宝ステラ

特別活動D7

知っておこう　小学生の携帯電話

小学生、保護者

18分

携帯電話との上手な付き合い方、学級活動キーワード

対 象

シッテオコウショウガクセイノケイタイデンワ

小学生が携帯電話を持つ上での注意すべき点や、使用効果などさまざまな角度からメリット、デメリッ
トを挙げて、小学生が安全に正しく携帯電話を使うために守らなければならない約束事を解説していま
す。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：東映

特別活動D8
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大地しんから命を守る

小学生

20分

安全・防災、避難訓練キーワード

対 象

オオジシンカライノチヲマモル

地震が起こったときの避難行動を「学校で」「街や家で」と場面に応じてまとめて紹介しています。ま
た「緊急地震速報が流れた時」を想定した避難訓練を実施している学校の取り組みや、避難行動例を紹
介しています。内容は「地震の被害」「学校にいるとき地震が起こったら」「街や家で地震が起こった
ら」「学校にいるとき緊急地震速報が流れたら」他です。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：東京書籍

特別活動D9

大地震に備える

中学生

25分

安全・防災、避難訓練キーワード

対 象

オオジシンニソナエル

地震の揺れを感じた時にどのような行動をしたら、自分や周りの人を守ることができるか、中学生リ
ポーターが専門家を訪ねて、地震防災のことを学びます。内容は「地震の被害」「地震観測と予知」
「学校にいるとき地震が起こったら」「街や家の中で地震が起こったら」「緊急地震速報が流れたら」
他です。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：東京書籍

特別活動D10

忘れないで５つのポイント　自転車の交通ルールとマナー

小学生

18分

安全、自転車、交通ルールキーワード

対 象

ワスレナイデ５ツノポイント　ジテンシャノコウツウルールトマナー

一時停止や安全確認が不十分なことから、出会い頭の事故が多い小学生の自転車事故。「なぜ一時停止
しなければならないのか」や「なぜ安全確認が必要なのか」を考えさせて、自転車安全利用五則を軸
に、自転車の正しい交通ルールやマナーを身につけさせる。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：映学社

特別活動Ｄ11

もったいないばあさんと考えよう世界のこと

小学生、中学生

61分

環境問題、命の大切さ、世界の子ども、もったいないキーワード

対 象

モッタイナイバアサントカンガエヨウセカイノコト

地球で起きているいろいろな問題について、私たちの暮らしとどのようにつながっているのか、なぜ問
題が起きているのかを、もったいないばあさんのメッセージと一緒に考えます。ＤＩＳＣ１「地球で起
きている１０の問題」（42分）：天気がおかしい　森が消える　土地があれる　生きものがきえる　食
べものがたりない　きれいな水が飲めない　戦争がおきる　難民がうまれる　子どもがはたらかされる
　お金持ちと貧しい人の差がひろがっている　ＤＩＳＣ２「世界の１０人の子どもたち」（19分）：い
ずれも９歳の子どもたちのお話。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：放送映画製作所

特別活動Ｄ12

こむぎいろの天使

小学生、親子

75分

児童劇映画、いのち、おもいやり、自然、動物愛護キーワード
対 象

コムギイロノテンシ

親をなくした5羽の子スズメとの出会い、数羽の死との直面。残った1羽を懸命に育てる二人の少年は友
情の絆で結ばれる。最後はスズメを大自然に返すことを決断する。生命を大切にする心、事実を自分の
目で確かめ自分で考え行動するという、科学的な判断力を身に付けてゆく。監督　後藤敏夫。出演　松
田洋治・中越司・中原早苗。第3回優秀動物愛護映画コンクール内閣総理大臣賞受賞。文科省特選。
（1978年　日）

カラー 平成26年度受入

制作会社等：北星

特別活動D13
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マララ　教育を求めて闘う少女

小中高校生、一般

30分

人権学習、いのち、女子教育キーワード

対 象

マララ　キョウイクヲモトメテタタカウショウジョ

2012年10月、パキスタンの少女マララ・ユスフザイはタリバンに銃撃された。イスラム社会における
女子教育の必要性を訴えて活動していた彼女は、タリバンの標的となったのだ。治療のため英国に緊急
輸送され、奇跡的に回復。現在は英国に住み、女子教育のための活動を続けている。日本語字幕。
2014年ノーベル平和賞受賞。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：丸善

特別活動D14

日本一短い「母」の手紙　一筆啓上

一般

32分

母への想いキーワード
対 象

ニホンイチミジカイ「ハハ」ノテガミ　イッピツケイジョウ

手紙文化の発信基地として、丸岡町がおこなった「母への想い」を綴る「日本一短い手紙」 。その中の
優秀作品が一冊の本にまとめられた。「普通の人々が綴ったこの短い手紙」には、誰もが共感できる
「母と子の真実の物語」がある。どんなに時代が変わっても忘れてはいけない「人生の糧」。ベストセ
ラーから11本の作品を映像化した。 詩情豊かな音楽とアニメファンタジーの組み合わせにより、幅広い
方々に鑑賞してもらえる作品。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：ジャパン　　　ホームビデオ　株式会社

特別活動D15

白い町ヒロシマ

一般

105分

平和、原爆キーワード
対 象

シロイマチヒロシマ

文部科学省選定　日本PTA全国協議会特選　学童疎開中に広島の原爆で母と姉、弟を失った木村靖子の
同名原作を、「原爆の子」の新藤兼人脚本、「はだしのゲン」の山田典吾監督、主題歌を小椋佳が担当
し、平和を願いヒロシマを描いた作品。戦時中、激しい空爆を避けるため学童疎開を強いられた子ども
たちが、原爆で廃墟と化した街の様子や親の死に直面しながらも、再びたくましく生きていこうとする
姿を描き、戦争の持つ悲惨さや平和の大切さを描く。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：北星　　　　株式会社

特別活動D16

ズッコケ三人組のぼうさい教室　地震から身を守ろうの巻　

幼児　小学生

14分

防災教育、地震キーワード

対 象

ズッコケサンニングミノボウサイキョウシツ　ジシンカラミヲマモロウノマキ　

大地震は、いつ、どこでおこるかわからない。子どもたちに「不安にさせる」のではなく「行動する」
ことの大切さを教えることが重要。「ズッコケ三人組」のキャラクターと共に「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る。

カラー 平成29年度受入

制作会社等：映学社

特別活動D17

社会教育

バイクノセカイヘヨーコソ

一般

25分

バイクの世界へようこそキーワード

対 象

バイクノセカイヘヨーコソ

バイク仲間の４人が、ツ－リングをしようと横浜に集まる。横浜を出発して、途中大観山で休憩しバイ
クの良さについて話がでる。町や海の道路を風を切って走ると共通の仲間ができ、自動車と違って山に
登れる。気持ちよい範囲で走り開放感を味わいながら緊張感を保ち安全に乗る意識の高い人がバイクを
愛用している。バイクの魅力は、自分を知らない町にワ－プさせ気がつかない新しい経験をさせてくれ
る。楽しくて童心に返らせてくれる。爽快感が味わえリラックスさせてくれる。人との出会いがあり人
を結びつけるきっかけをつくってくれる。

カラー 平成15年度受入

制作会社等：日本自動車工業会

寄贈社会教育D1
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食と農の未来を開く研究開発

一般

29分

農林水産開発レポートキーワード

対 象

ショクトノウノミライヲヒラクケンキュウカイハツ

内容は、海洋生態系と水産資源、食品の品質保障のための研究開発、食料・環境問題の解決を目指した
国際農林水産研究、化学農薬だけに依存しない病虫害予防などです。

カラー 平成17年度受入

制作会社等：農林放送事業団

寄贈社会教育D2

あなたは子どもをどうまもりますか？

一般

70分

情報社会の光と影キーワード

対 象

アナタハコドモヲドウマモリマスカ

知らないうちにトラブルや犯罪に巻き込まれたり、悪意なき加害者にならないよう情報社会に生きる子
どもたちを保護者がどう守ればよいのか？を中心に情報モラルとリテラシーをまなぶ教材です。

カラー 平成17年度受入

制作会社等：文部科学省

寄贈社会教育D3

食と農の未来を拓く研究開発　農林水産研究開発レポートVol.3

小学生高学年、中学生、高校生、一般

16分

農林水産開発レポート、新しい農林水産業に関する研修キーワード

対 象

ショクノミライヲヒラクケンキュウカイハツノウリンスイサンケンキュウカイハツレポート3

最近の農林水産研究開発を簡潔にとりまとめ紹介したものです。13：大豆の安定、多収を目指して（6
分21秒）／14：進化する施設栽培（4分36秒）／15：イネで牛を育てる（3分46秒）／16：魚と貝
のバイオテクノロジー（5分7秒）／

カラー 平成18年度受入

制作会社等：農林放送事業団

寄贈社会教育D4

評議　裁判員制度広報用映画

一般

62分

裁判員制度広報用映画、裁判員制度研修キーワード
対 象

ヒョウギサイバンインセイドコウホウヨウエイガ

被告人と朝倉とは学生時代からの親友です。ところが、朝倉が被告人の婚約者と関係を持ったことを
知った被告人は、ナイフで朝倉にけがを負わせてしまう。この事件で被告人は殺人未遂罪で起訴されま
した。裁判を担当することになったのは、町工場経営者、サラリーマンら6名の裁判員と3名の裁判官で
す。食い違う言い分と絡み合った人間関係に困惑する評議室。しかし、評議を重ねていくうちに次第に
真実のベールが剥がされていきます。そして、到達した結論とは・・・。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：最高裁判所

寄贈社会教育D5

平和への願いをこめて　－女性たちの戦争体験－

小学生高学年、中学生、高校生、一般

156分

戦争の悲惨さ、平和の大切さ、平和教育キーワード

対 象

ヘイワヘノネガイヲコメテジョセイタチノセンソウタイケン

終戦・被爆６０年目の節目に、第二次世界大戦の戦火をくぐりぬけてきた、名もない女性たちの体験
を、未来に残し、子どもたちに伝えたいという思いから制作された映像です。全国各地で、戦争を体験
された方を訪問取材し、約１８０名の貴重な証言の中から、３１人をテーマ別に収録しています。①被
爆・広島②被爆・長崎③沖縄戦④引き揚げ⑤戦火の中の看護婦たち⑥戦時下の女性と子どもたち⑦空襲

カラー 平成18年度受入

制作会社等：創価学会女性平和委員会

寄贈社会教育D6
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築こう!　安全・安心なまちを　－手をつなぎあう住民たち－

保護者

24分

安全、PTA研修会キーワード

対 象

キズコウアンゼンアンシンナマチヲテヲツナギアウジュウミンタチ

身近な場所で、子どもが犯罪に巻き込まれる事件が後を絶ちません。子どもたちを守り、安心して生活
できる環境を築くにはどうするればいいのかをテーマに、「パトロ－ル隊の結成」「地域安全マップ作
り」を通じて地域の大人たちがつながりあい、子どもたち自身も地域を知り、すべての住民が手をつな
ぎあうことで、誰もが安心して暮らせる町が築かれていくことを学びます。　

カラー 平成19年度受入

制作会社等：リュック

寄贈社会教育D7

裁判員

一般

69分

裁判員制度、裁判員研修キーワード

対 象

サイバンイン

これから始まる、裁判員制度の裁判員選任手続きで、多くの人たちの不安を取り除く為に作られた広報
用映画です。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：最高裁判所

寄贈社会教育D8

仕組まれたプレゼント

一般

17分

生きがい作り、高齢者研修キーワード

対 象

シクマレタプレゼント

定年退職したU氏は、これと言った趣味もなく、家でブラブラしている。心配した妻と娘は無理やりデジ
タルカメラを父に贈り、写真の趣味を薦める。機械物に弱いU氏は、友人のK氏に相談したところ、「生
涯学習センタ－」で習うのが上達の早道と教えられました。このようにして、U氏のデジタルカメラへの
チャレンジが始まりました。・・・・・・・・・・。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：千葉市生涯学習センター　映像記録ボランティア

寄贈社会教育D9

食育の話

一般

27分

食育、PTA研修会、家庭科キーワード
対 象

ショクイクノハナシ

今なぜ食育なのか？日々の忙しい生活を送る中、人々は毎日の“食”の大切さに対する意識が希薄に
なってきて、規則正しい食事、栄養面でのバランスの取れた食事、安全面へ配慮した食事、食べ残しや
食品の廃棄という状況を改善することへ配慮した食事、あるいは家族が食卓を囲んだ楽しい食事、等の
望ましい姿の「健全な食生活」が失われつつあります。このような“食”をめぐる現状の変化に伴う
様々な問題に対処し、その解決を目指した取り組みが“食育”です。食の大切さを紹介しています。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：内閣府

寄贈社会教育D10

食と農の未来を拓く研究開発

一般

34分

食と農業、新しい農林水産業に関する研修キーワード

対 象

ショクトノウノミライヲヒラクケンキュウカイハツ

最近の農林水産研究開発に関する研究成果を簡潔にとりまとめ紹介したものです。A：新しい性質を持つ
品種の育成、B：生産性の向上とコスト削減、C：安全・安心を確保する、D：環境問題への取り組み、
E：未来を切り拓く先端研究

カラー 平成19年度受入

制作会社等：農林放送事業団

寄贈社会教育D11
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人々の暮らしを支えて　日本の海運

一般

18分

海運の大切さ、一般教養講座キーワード

対 象

ヒトビトノクラシヲササエテニホンノカイウン

大量に、安全に、速く、環境にやさしく、必要な時に、必要な物資を運ぶ。海運は暮らしと産業を支え
るライフラインです。人々の営みそのものを支え、みんなを幸せに、豊かにすることを願って、今日
も、たくさんの船が、大海原を航行している様子を紹介しています。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：日本船主協会

寄贈社会教育D12

森に生きる

一般

32分

日本の林業と木工芸、一般教養講座キーワード

対 象

モリニイキル

古来、日本人は、森と深く関わり、その森から多くの恵みを受けてきました。森と共に生きる中で、木
を活用するための卓越した技術を育み、独自の木の文化を築き上げてきました。先人たちから受け継が
れた匠の技術によって、日本の木の文化は、今も全国各地で森と共に生きる・森の名手・名人たちに
よって支えられています。本作品は、日本人と森との深い関わりの歴史と、その中で培われてきた独自
の林業技術を見つめ、また、現代にその技術を受け継ぐ、森の名手・名人の姿を通じて、日本の木の文
化の重要性を訴求していくものです。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：国土緑化推進機構

寄贈社会教育D13

夢に向かって進むミツバチたち

一般

32分

障害児と共に、一般教養講座キーワード

対 象

ユメニムカッテススムミツバチタチ

様々な障害をもつ８人の子どもと家族が中心となって活動する、サークル名「Beeキッズ」の、涙と感動
の活動記録です。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：音楽サークル　　　     Beeキッズ

寄贈社会教育D14

ここが危ない　振り込め詐欺

一般

17分

振り込め詐欺の未然防止、一般教養講座キーワード

対 象

ココガアブナイフリコメサギ

今、社会で大きな問題になっている「おれおれ詐欺」改めて「振り込め詐欺」、その手口がとても巧妙
になっています。被害を未然に防ぐために、具体的な事例を通してその撃退法を紹介しています。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：アクタ－ズファクトリ－鹿児島

社会教育D15

アイム　ヒア　僕はここにいる

一般

54分

人権尊重、一般教養講座キーワード
対 象

アイムヒアボクハココニイル

バイク好きの竹内優希は知的には遅れはないものの、発達がアンバランスのために学校や社会の中で生
きにくさを感じていました。いろいろな問題にぶつかりやる気や自信をなくしてしまいます。そんな
中、障害者就業・生活支援センターで障害があっても生き生きと働く個性的な人たちと出会い、「他の
人と違ってもいいんだ」と実感する。・・・・・・すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に
ついて考えるきっかけになります。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：学習研究社

社会教育D16
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世界自然遺産第１巻　　北アメリカ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 1カンキタアメリカ

北アメリカの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．イエローストーン、２．グランド・
キャニオン国立公園、３．ヨセミテ国立公園、４．カールズバッド洞窟群国立公園、５．クルアーニー
／ランゲルーセント・イライアス/グレーシャー・ベイ/タッチェンシニーアルセク

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D17

世界自然遺産第２巻　　中央アメリカ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 2カンチュウオウアメリカ

中央アメリカの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．ベリーズのバリア・リーフ保護区、
２．アレハンドロ・デ・フンボルト保護区、３．エル・ビスカイノのクジラの保護区、４．モーン・ト
ロワ・ピトンズ国立公園、５．ダリエン国立公園

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D18

世界自然遺産第３巻　　南アメリカ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 3カンミナミアメリカ

南アメリカの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．カナイマ国立公園、２．ガラパゴス諸
島、３．パンタナル保全地域、４．イグアス国立公園、５．ロス・グラシアエス

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D19

世界自然遺産第４巻　　アジアⅠ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 4カンアジアⅠ

アジアの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．武陵源の自然景観と歴史地域、２．雲南三
江併流の保護地域群、３．シュンドルボン、４．アラビアオリックスの保護区、５．白神山地

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D20

世界自然遺産第５巻　　アジアⅡ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 5カンアジアⅡ

アジアの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．キナバル自然公園、２．フォンニャーケバ
ン国立公園、３．トゥバタハ岩礁海中公園、４．ウジュン・クロン国立公園、５．コモド国立公園　　

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D21

世界自然遺産第６巻　　オセアニア

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 6カンオセアニア

オセアニアの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．グレート・バリア・リーフ、２．クイ
ンズランドの湿潤熱帯地域、３．パーヌルル国立公園、４．西オーストラリアのシャーク湾、５．テ・
ワヒポウナムー南西ニュージーランド

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D22
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世界自然遺産第７巻　　ヨーロッパⅠ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 7カンヨーロッパⅠ

ヨーロッパの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．ユングフラウーアレッチュービーチホ
ルン、２．コルシカのジロラッタ岬、ポルト岬、スカンドラ自然保護区及びピアナ・カランケ、３．ド
ニャーナ国立公園、４．エオリア諸島、５．プリトヴィッチェ湖群国立公園

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D23

世界自然遺産第８巻　　ヨ-ロッパⅡ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 8カンヨ-ロッパⅡ

ヨーロッパの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．カムチャッカ火山群、２．バイカル
湖、３．ヴェラヴェシュスカヤ・プーシャ／ビャウォヴェイエジャの森、４．スレバルナ自然保護区、
５．アグテレック・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D24

世界自然遺産第９巻　　アフリカⅠ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ 9カンアフリカⅠ

アフリカの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．モシ・オ・トゥニャ／ヴィクトリアの
滝、２．キリマンジャロ国立公園、３．マラウイ湖国立公園、４．セルー・ゲーム・リザーブ、５．
ジュッジ国立鳥類保護区

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D25

世界自然遺産第１０巻　　アフリカⅡ

一般、中学生、高校生

60分

世界自然遺産、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンダイ10カンアフリカⅡ

アフリカの後世に残したい自然を映像で紹介しています。１．バンダルギン国立公園、２．メ渓谷自然
保護区、３．グレーター・セント・ルシア湿地公園、４．ノオコローコバ国立公園、５．チンギ・デ・
ベマラ厳正自然保護区

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D26

世界自然遺産スペシャル　知床

一般、中学生、高校生

21分

知床の自然、一般教養講座、社会科学習キーワード

対 象

セカイシゼンイサンスペシャルシレトコ

北海道の知床は２００７年に世界自然遺産に登録されました。アイヌ語で「地の果て」という意味を持
つ知床は、オホーツク海のかなたから流氷が訪れる最南端の地です。流氷がもたらす独自の生態系や自
然を紹介しています。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

社会教育D27

シルクロード絶景５０　中国編

社会人

197分

シルクロードの旅、社会科・一般教養講座キーワード

対 象

シルクロードゼッケイ50チュウゴクヘン

中国・長安からトルコ・イスタンブールまで、深い歴史や豊かな物語が秘められた絶景を紹介していま
す。　長安からカシュガルまでの「長安/兵馬俑/炳霊寺石窟/敦煌・莫高窟」などを紹介しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

社会教育D28
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シルクロード絶景５０　中央アジア・中東編

社会人

197分

シルクロードの旅、社会科・一般教養講座キーワード

対 象

シルクロードゼッケイ50チュウオウアジアチュウトウヘン

中国・長安からトルコ・イスタンブールまで、深い歴史や豊かな物語が秘められた絶景を紹介していま
す。パミール高原からイスタンブールまでの「パミール高原/イシク・クル湖/ガンダーラ」などを紹介
しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

社会教育D29

放課後、大好き!　～放課後子どもプランの実践～

社会人

24分

地域と子ども、一般教養講座キーワード

対 象

ホウカゴダイスキホウカゴコドモプランノジッセン

放課後の小学生への支援活動について、地域の教育力の活用、子どもたちの体験活動のサポート、学校
の余裕教室の活用、など４地区の取り組みを紹介しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：文部科学省

寄贈社会教育D30

ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？　～働くオトコたちの声～

社会人

25分

ワーク・ライフ・バランス、一般教養講座キーワード

対 象

ワークライフバランスヲシッテイマスカハタラクオトコタチノコエ

ワーク・ライフ・バランスとは「仕事」と「生活」を調和させるライフスタイルのことです。このＤＶ
Ｄでは、ワーク・ライフ・バランス社会の実現を目指す企業や、仕事と家庭の理想的なバランスを実践
する人々の姿を紹介しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：内閣府男女共同参画局

寄贈社会教育D31

世界遺産シリーズ　知床　～海・川・森の物語～

社会人

31分

世界遺産、一般教養講座キーワード

対 象

セカイイサンシリーズシレトコウミカワモリノモノガタリ

世界遺産の知床の美しさや、エゾシカやサケなどの動物の姿、知床特有な植物の姿などをきれいな映像
で紹介しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：国土緑化推進機構

寄贈社会教育D32

みんなでおどろう！レッツヒップホップ

社会人

55分

ヒップホップダンス、一般教養講座キーワード

対 象

ミンナデオドロウレッツヒップホップ

このＤＶＤでは子どもたちに人気のあるヒップホップダンスの踊り方をわかりやすく紹介しています。
ヒップホップダンスは形にとらわれない自由なダンスです。ステップ・ポーズ・ダンスについて初歩か
らステップアップコースと具体的に紹介しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：全国視聴覚教育連盟

寄贈社会教育D33

明日への道しるべ　～まちづくりにかける元気な女性たち～

社会人

60分

女性が輝く地域づくり、一般教養講座キーワード

対 象

アスヘノミチシルベマチヅクリニカケルゲンキナジョセイタチ

青森県八戸市に住む女性たちが学習の場として立ち上げた「はちのへ女性まちづくり塾生の会」が市民
へのヒアリングや独自の活動を展開し、「再発見、私たちのオリジナル観光マップ」に挑戦する活動
と、福島県安達郡大玉村の女性が郷土料理の提供とあわせて民話の語りを聞かせる「森の民話茶屋」の
活動を紹介しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：内閣府男女共同参画局

寄贈社会教育D34
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誰もがいずれは高齢者～高齢者の交通事故をなくすために～

一般

24分

交通安全、交通安全教室キーワード

対 象

ダレモガイズレハコウレイシャコウレイシャノコウツウジコヲナクスタメニ

交通事故で亡くなった方の半数は６５歳以上の高齢者です。本作品では「高齢化による心身機能と運動
能力の変化」「高齢運転者が安全運転のために気をつけること」などを事故映像・ＣＧ・実験・専門家
の説明・インタビューを使って解説し、高齢化が進んでいる今、高齢者の交通事故をなくすことを目指
しています。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：斉藤プロダクション

社会教育D35

火災！逃げ遅れを防げ！増加している高齢者住宅火災

一般

21分

安全・火災、火災訓練キーワード

対 象

カサイニゲオクレヲフセゲゾウカシテイルコウレイシャジュウタクカサイ

全国的に住宅火災による死者が急増しています。本作品では、最近火災が発生した６５歳以上の高齢者
宅の事例を取り上げ、何故、高齢者は逃げ遅れるのか、様々な火災実験を通して検証し、住宅火災警報
器の普及と、火災を未然に防ぐ方法を考えていくものです。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：映学社

社会教育D36

平成２０年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品集

一般

60分

メディアコンクール受賞作品、メディア研修キーワード

対 象

ヘイセイ20ネンドチバケンメディアコンクールトクベツショウジュショウサクヒンシュウ

平成２０年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。１．ワンちゃんブームの
その陰で　２．千葉の灯台めぐり　３．守りたい日本の原風景　４．育て若アユ　５．浦、安かれ
　６．茅葺屋根保存修理工事

カラー 平成21年度受入

制作会社等：千葉県教育委員会

寄贈社会教育D37

生命の宝庫亜熱帯の森　沖縄・奄美の島々

一般

33分

沖縄・奄美の島々、自然学習キーワード

対 象

セイメイノホウコアネッタイノモリオキナワアマミノシマジマ

西表島、沖縄本島北部のやんばる、そして、奄美大島を中心に、豊かな亜熱帯林の具体的な特徴を解説
しています。これらの地域でしか見られない多種多様な動植物たちを紹介しています。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：社団法人　国土緑化推進機構

寄贈社会教育D38

配偶者からの暴力の根絶をめざして～配偶者暴力防止法のしくみ～

一般

35分

配偶者暴力、DV、一般教養講座キーワード

対 象

ハイグウシャカラノボウリョクノコンゼツヲメザシテハイグウシャボウリョクボウシホウノシクミ

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。このＤＶＤでは、配偶者からの暴
力の根絶をめざして、「配偶者暴力防止法」のしくみ等についてわかりやすく紹介しています。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：内閣府男女共同参画局

寄贈社会教育D39

元気に遊ぼう！　リズムでゲーム

小中学生・一般

53分

リズムでゲーム、お楽しみ会キーワード

対 象

ゲンキニアソボウリズムデゲーム

子どもたちが実際に身体を動かし汗をかきながら、楽しくコミュニケーションができるアスレチック
ゲームをわかりやすく紹介しています。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：全国視聴覚教育連盟

寄贈社会教育D40
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ＮＰＯならきっとできる！

小中学生・一般

32分

ＮＰＯ、総合的な学習・一般教養講座キーワード

対 象

エヌピーオーナラキットデキル

近年、ＮＰＯ活動はますます活発になってきていますが、千葉県民にとってはまだ、ＮＰＯが十分身近
な存在になっているとは言えない状況です。そこで、「子ども編」では、活動への理解と大人への信頼
を深めることを目的に、地域や社会のために活動する大人たちを紹介し、「大人編」では、活動への参
加や支援を促すことを目的に作られています。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：千葉県ＮＰＯ活動推進ビデオ編集会議

寄贈社会教育D41

千葉市加曾利貝塚　縄文土器づくり

一般

23分

加曾利貝塚、土器作りキーワード

対 象

チバシカソリカイヅカ　ジョウモンドキヅクリ

2010年2月の「縄文土器作品展」の模様と加曾利貝塚博物館村田六郎太副館長のお話を交えて縄文人の
文化や生活そして土器づくりを紹介しています。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：千葉市生涯学習センター　映像記録ボランティア

寄贈社会教育D42

加曾利貝塚公園とその周辺　四季を訪ねて

一般

17分

加曾利貝塚、自然観察キーワード

対 象

カソリカイヅカコウエントソノシュウヘン　シキヲタズネテ

加曾利貝塚公園と坂月川ビオトープでの春のコブシの花、夏のホタル、冬の野鳥など四季の様子を紹介
しています。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：千葉市生涯学習センター　映像記録ボランティア

寄贈社会教育D43

暖温帯の森　生命をつなぐ知恵

一般

34分

日本の森キーワード

対 象

ダンオンタイノモリ　セイメイヲツナグチエ

森の自然環境や豊かな生態系を形成する多様な動植物の世界を描き、更に人間と自然の関わりを紹介し
ています。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：国土緑化推進機構

寄贈社会教育D45

忍者になって　ホップ！ステップ！ジャンプ！

一般

37分

楽しみながら体力作りキーワード

対 象

ニンジャニナッテ　ホップ！ステップ！ジャンプ！

子どもたちの運動能力を高めるために、「忍者の動き」を参考に、楽しみながら体力づくりができる教
材です。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：全日本社会教育連合会

寄贈社会教育D46

第１０回インターネット活用教育実践コンクール　入賞実践事例報告

一般

104分

インターネット活用教育キーワード
対 象

ダイ１０カイインターネットカツヨウキョウイクジッセンコンクール　ニュウショウジッセンジレイホウコク

第１０回インターネット活用教育実践コンクールの優秀入賞作品の実践事例映像報告です。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：文部科学省

寄贈社会教育D48
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七年祭り　九社が寄り合う安産子育て祈願の大祭り

一般

70分

七年祭りの歴史と様子キーワード

対 象

シチネンマツリ　キュウシャガヨリアウアンザンコソダテキガンノオオマツリ

船橋、習志野、八千代、千葉市にある二宮神社をはじめ九社の平成二十一年の歴史ある「七年祭り」の
貴重な映像資料です。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：千葉県地域文化芸術振興プラン推進実行委員会

寄贈社会教育D49

みんなに元気をあげよう！チアロビクス

小学生、中学生、高校生

58分

エアロビクス、チアリーディング、体力作りキーワード

対 象

ミンナニゲンキヲアゲヨウ！チアロビクス

あふれる笑顔と明るい掛け声で、世代を超えてみんなが楽しみながら、応援スタイルのコミュニケー
ション運動を体験でき、地域社会のお祭り、運動会、スポーツ大会、福祉施設や老人ホームへの慰問な
どにも活用できます。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：全国視聴覚教育連盟

寄贈社会教育D50

四季が育む生命の山々　東北・冷温帯の森

中学生、高校生、一般

31分

日本の森、自然、環境キーワード

対 象

シキヲハグクムセイメイノヤマヤマ　トウホク・レイオンタイノモリ

東北の山々を中心に、四季それぞれに豊かな表情を見せる冷温帯の森の具体的な特徴の解説。そこに生
きる多様な動植物たちを紹介し、自然の不思議とその魅力に迫ります。さらに、冷温帯の森と人々との
関わりを見つめ、様々な動植物が生息・生育しやすい環境を守っていくための試みを紹介しています。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：国土緑化推進機構

寄贈社会教育D51

防災の備えと意識１０カ条　東日本大震災が残した教訓

中学生、高校生、一般

22分

防災、大震災、地震、津波キーワード

対 象

ボウサイノソナエトイシキ１０カジョウ　ヒガシニホンダイシンサイガノコシタキョウクン

自分の命は自分で守る「自助」として、個人が身近なところで取り組むことのできる、地震や津波に対
して必要な備えを、10項目にまとめて紹介。なぜその備えが必要かを説明し、実際何をどうしたらよい
かを、わかりやすく紹介します。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：映画社

社会教育D52

平成２２年度千葉県メディアコンクール優秀作品

一般

76分

メディアコンクール、視聴覚キーワード

対 象

ヘイセイ２２ネンドチバケンメディアコンクールユウシュウサクヒン

平成２２年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。１．手作り絵本がつなぐ
絆。２．楽しいがいっぱい！みんなの遊ビバ！！　３．十枝雄三と両総用水。４．異文化とのフレア
イ。５．黒い水事件。６．よみがえれ印旛沼。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

寄贈社会教育D53

みんなが主役！人形劇で遊んじゃおう

小学生、中学生、高校生、一般

46分

人形劇、遊び、コミュニケーション、地域活動、世代間交流キーワード

対 象

ミンナガシュヤク！ニンギョウゲキデアソンジャオウ

身の回りの材料で人形を作り、物作りの楽しさを学び、人形劇を演ずることで、「表現力」を身につけ
るとともに、一つの目標を達成するための役割分担の重要性や協調性、そして今の子供たちに欠けてい
る「コミュニケーション能力」を大きく成長させるのに役立つ教材です。子供向けの地域活動・年中行
事のイベント等などでの発表などにも活用でき、子供たちを地域の人々との世代間交流へ導きます。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：全国視聴覚教育連盟

寄贈社会教育D54
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折って・切って・広げてびっくり！切り紙遊び

小学生、中学生、高校生、一般

40分

切り紙、遊び、コミュニケーション、地域活動、世代間交流キーワード

対 象

オッテ・キッテ・ヒロゲテビックリ！キリガミアソビ

子供と家族や地域の人々が、手軽にできる切り紙遊びを通して、心や脳・身体等の活性化を図るととも
に、楽しみながら心をかよわせ、お互いの理解を深めることを目的として制作された教材です。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：財団法人　全日本社会教育連合会

寄贈社会教育D55

平成２３年度千葉県メディアコンクール優秀作品

一般

78分

メディアコンクール、視聴覚キーワード

対 象

ヘイセイ２３ネンドチバケンメディアコンクールユウシュウサクヒン

平成２３年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。１．まちはいきている～
佐原・復興観光のおもい。２．いちかわ文学さんぽ。　３．城下町　佐倉の歴史に触れよう。４．十二
座神楽と浅間神社。５．牛飼い歌人　伊藤左千夫。６．郷土の発展に尽くした人　千葉天夢。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

寄贈社会教育D56

平成２４年度千葉県メディアコンクール優秀作品

中学生、高校生、一般

86分

メディアコンクール、視聴覚キーワード

対 象

ヘイセイ２４ネンドチバケンメディアコンクールユウシュウサクヒン

平成２４年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。１．斗満の風にのって～
幕末から明治を生きた関寛斎の物語～。２．わたしたちの茂原。　３．みんなで守ろう育てよう自然の
宝。４．ちばサイが行く！～科学する心をはぐくむ・ちばサイエンスの会～。５．鉄鋼団地ってどんな
ところ。６．千葉都市モノレール・アーバンフライヤー組立工程の記録。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

寄贈社会教育D57

竹から作ろう竹とんぼ　入門編・初級編(群馬方式)

小学生、中学生、一般

37分

工作、竹とんぼ、体験活動、上州キーワード

対 象

タケカラツクロウタケトンボ　ニュウモンヘン・ショキュウヘン（グンマホウシキ）

「上州竹とんぼの会」が、多くの人にもの作りの楽しさを伝えるため、竹材から竹とんぼができるまで
の作り方の工夫や、色々な遊び方ができる竹とんぼの様子を、映像にまとめてあります。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：上州竹とんぼの会

寄贈社会教育D58

房総のお浜降り習俗(記録編）

中学生、高校生、一般

61分

お浜降り、房総の祭り、民族文化財、上総十二社祭、馬だし祭、寒川神社、銚子大神幸祭キーワード

対 象

ボウソウノオハマオリシュウゾク(キロクヘン)

千葉県房総半島の「お浜降り」の習俗は長年、地元の氏子たちによって伝えられてきた。「お浜降り」
とは、神を乗せた神輿が海に入ったり、潮水を汲んで御神体を清めたりする神事をいう。五穀豊穣・海
上の安全・豊漁などを祈願する。20年に一度、三社の神輿が御神幸を行う「式年銚子大神幸祭」、「裸
祭り」の名前でも親しまれている勇壮な「上総十二社祭」、富津市の「馬だし祭」、氏子たちの努力に
よって40年ぶりに復活させ、以降10年続いている千葉市寒川神社の例大祭など、祭にかける人々の思
いと迫力ある祭りの様子を描く。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：桜映画社

社会教育D59
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元気に行進！レッツゴーパレード

小学生、中学生、高校生、一般

45分

ダンス、行進、パレード、地域活動、地域交流、イベントキーワード

対 象

ゲンキニコウシン！レッツゴーパレード

音楽に合わせて踊ったり、旗を振って元気に行進し、お互いに声を掛け合ったりアドバイスし合うなど
パレードの練習を通して、子ども同士の「思いやる心」「協力する心」を大きく成長させるのに役立ち
ます。子供向けの地域活動・年中行事のイベントなどで入場や集合時などに活用でき、子どもたちと地
域の人々との交流もできます。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：日本視聴覚教育協会

寄贈社会教育D60

北の大地に息づく命　亜寒帯・北海道の森

中学生、高校生、一般

35分

日本の森、自然、環境キーワード

対 象

キタノダイチニイキヅクイノチ　アカンタイ・ホッカイドウノモリ

四季ごとに豊かな表情を見せる森で、密接に関わり合いながら生きる多様な動植物たちの姿を紹介し、
自然の不思議とその魅力に迫ります。更に、北海道の森と人々との関わりを見つめ、貴重な森を守って
いくためのさまざまな試みを紹介します。

カラー 平成25年度受入

制作会社等：国土緑化推進機構

寄贈社会教育D61

放射性物質の光と影

中学生、高校生、一般

26分

放射性物質、放射能、理科、環境キーワード
対 象

ホウシャセイブッシツノヒカリトカゲ

放射性物質の放射能と放射線の違いや、その種類を理解し、さらに生活の中で役に立っている放射線
（医療や化学分析、非破壊検査など）についても広く紹介します。また、原発事故で放出された放射線
が体にどう影響するのかについても検証します。そして、放射線の被ばくから身を守る正しい方法など
も取り上げ、放射線や放射能に関する正しい知識をもって、うわさや風評に流されないよう的確な判断
力を持つ必要性を強く訴えていきます。

カラー 平成25年度受入

制作会社等：映学社

社会教育D62

平成２５年度千葉県メディアコンクール優秀作品

小学生、中学生、高校生、一般

65分

メディアコンクール、視聴覚キーワード

対 象

ヘイセイ２５ネンドチバケンメディアコンクールユウシュウサクヒン

平成２５年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。１．和良比はだか祭。
２．安井理民～総武本線開通の父～。　３．大塚家と宇田川家ってどんなところ。４．心肺蘇生とAED
の使い方。５．これ、何？稲にまつわる再発見！。６．千葉の城址めぐり。

カラー 平成25年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

寄贈社会教育D63

ボディスラップ　おもしろリズムをつくろう！

小学生、中学生、高校生、一般

40分

リズム、ダンス、地域活動、地域交流、イベントキーワード

対 象

ボディスラップ　オモシロリズムヲツクロウ

手拍子や足踏みでリズムを作り、そのリズムに合わせて身体表現をすることにより、子ども同士の「思
いやる心」「協力する心」を大きく成長させるのに役立ちます。子ども向けの地域活動・年中行事のイ
ベントなどで活用でき、子どもたちと地域の人々との交流もできます。

カラー 平成25年度受入

制作会社等：全国視聴覚教育連盟

寄贈社会教育D64
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上総十二社祭り

中学生、高校生、一般

60分

県指定無形民俗文化財、一宮町、岬町キーワード

対 象

カズサジュウニシャマツリ

旧上総の国一宮の玉前神社を中心とする寄合い祭り。現在では毎年9月8日から14日にかけて行われ
る。13日の例大祭では、神輿が釣ヶ崎の祭場に集結し、それぞれ神霊合わせの祭儀をいとなんでから、
次々と還御の途につく。上半身裸の男たちが神輿を担ぎ、シオフミといって波打ち際を駆け上がるさま
は勇壮で、俗に裸祭りとも称されている。

カラー 平成26年度受入

制作会社等：テレビ朝日映像

寄贈社会教育D65

平成２６年度千葉県メディアコンクール優秀作品

中学生、高校生、一般

85分

メディアコンクール、視聴覚キーワード

対 象

ヘイセイ２６ネンド　チバケンメディアコンクール　ユウシュウサクヒン

平成２６年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。　１．礎～成東駅・終戦
二日前の惨事～。２．山武杉（さんぶすぎ）。３．伝える。～房州うちわ職人の誇り～。４．二千年の
眠りから覚めた古代ハス。５．私たちの町（白子町・長生村・睦沢町）。６．知ってましたか　鉄道連
隊。

カラー 平成26年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

寄贈社会教育D66

グレート・ネイチャー１

小中高校生、一般

99分

教養、自然、動物キーワード

対 象

グレート・ネイチャー１

極北から南の果てまでに生息する生き物、41種の姿に迫る全6エビソードのドキュメンタリー。Vol1
は、夏の北極圏と温帯雨林で繰り広げられる生物たちの営みに焦点を当てた、2つのエピソードを収録。
日本語音声　日本語字幕。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：ソニー・ピクチャーズ

社会教育D67

グレート・ネイチャー２

小中高校生、一般

98分

教養、自然、動物キーワード

対 象

グレート・ネイチャー２

極北から南の果てまでに生息する生き物、41種の姿に迫る全6エピソ一ドのドキュメンタリー。Vol2
は、セレンゲテイ国立公園と南アフリカの東海岸で起こ る生き物たちの大移動に焦点を当てた、2つの
エピ ソードを収録。日本語音声　日本語字幕。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：ソニー・ピクチャーズ

社会教育D68

グレート・ネイチャー３

小中高校生、一般

99分

教養、自然、動物キーワード

対 象

グレート・ネイチャー３

極北から南の果てまでに生息する生き物、41種の姿に迫る全6エピソードのドキユメンタリー。Vol3
は、アフリカ南部オカバンゴの大湿原と北米の太平洋沿岸を舞台に生命の営みを追った、2つのエピソー
ドを収録。日本語音声　日本語字幕。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：ソニー・ピクチャーズ

社会教育D69

ウォーキングwithダイナソー１

小中高校生、一般

86分

教養、恐竜キーワード

対 象

ウォーキングwithダイナソー１

ＢＢＣ制作の恐竜ドキュメンタリー。Vol1は、三畳紀、ジュラ紀の恐竜たちの生態を描く「恐竜の出
現」「巨大になった恐竜たち」「海の支配者」の３エピソードを収録。日本語音声　日本語字幕。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：ＢＢＣワールドワイド丸善出版

社会教育D70
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ウォーキングwithダイナソー２

小中高校生、一般

87分

教養、恐竜キーワード

対 象

ウォーキングwithダイナソー２

ＢＢＣ制作の恐竜ドキュメンタリー。Vol2は、白亜紀の前期・中期・後記の恐竜たちの生態を描く「大
空の巨大生物」「氷の森に生きる恐竜たち」「運命の時」の３エピソードを収録。日本語音声　日本語
字幕。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：ＢＢＣワールドワイド丸善出版

社会教育D71

ウォーキングwithダイナソー３

小中高校生、一般

58分

教養、恐竜キーワード

対 象

ウォーキングwithダイナソー３

ＢＢＣ制作の恐竜ドキュメンタリー。Vol3は、動物学者・冒険家のナイジェル・マーヴェンが１億年か
ら７５００万年前へタイムスリップして、恐竜たちの謎を解き明かす。２エピソードを収録。日本語音
声　日本語字幕。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：ＢＢＣワールドワイド丸善出版

社会教育D72

ウォーキングwithダイナソー４

小中高校生、一般

87分

教養、恐竜キーワード

対 象

ウォーキングwithダイナソー４

ＢＢＣ制作の恐竜ドキュメンタリー。Vol4は、動物学者・冒険家のナイジェル・マーヴェンが７つの太
古の海へタイムスリップして、オルドビス紀、三畳紀などの危険な海の恐竜たちに挑む。３エピソード
を収録。日本語音声　日本語字幕。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：ＢＢＣワールドワイド丸善出版

社会教育D73

ウォーキングwithダイナソー５

小中高校生、一般

58分

教養、恐竜キーワード

対 象

ウォーキングwithダイナソー５

ＢＢＣ制作の恐竜ドキュメンタリー。Vol5は、完全な骨格の化石が発見されたアロサウルス、通称
‘ビッグ・アル‘の謎を解き明かす。「伝説の恐竜のビッグアル」「ビッグアルを調査せよ」の２エピ
ソードを収録。日本語音声　日本語字幕。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：ＢＢＣワールドワイド丸善出版

社会教育D74

平成２７年度千葉県メディアコンクール優秀作品

中学生、高校生、一般

85分

メディアコンクール、視聴覚キーワード

対 象

ヘイセイ２７ネンド　チバケンメディアコンクールユウシュウサクヒン

平成２７年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。　１．未来へ繋ぐ～日本
唯一の関東牛刀職人～。２．ことばずかん。３．関尻のつなつり。４．子育て善兵衛～大高善兵衛～。
５．だれか助けて。６．東金御成街道沿いの史跡伝説を辿る。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

寄贈社会教育D75

千葉県指定無形民俗文化財　「太田のエンヤーホー」

一般

59分

地域キーワード

対 象

チバケンシテイムケイミンゾクブンカザイ　「オオタノエンヤーホー」

千葉県旭市の八坂神社に伝わる「太田のエンヤーホー」は、千葉県では多古・龍ヶ崎・野田で行われて
いる祭りである。船頭が帆柱で行った曲芸が、農村劇と結びつき現在の様式となった。エンヤーホーと
は、陰陽法がなまったものという。７月27日の本祭りでは、神輿渡御から始まり、舞台でのつく舞と続
き、つく柱を登り獅子が登り安産守りの紙ふぶきを撒くところでクライマックスになる。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：千葉県無形民俗文化財連絡協議会

寄贈社会教育D76
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スマホの落とし穴－親子・地域で考えよう－

小中学生、一般

34分

スマホ、安全、著作権キーワード
対 象

スマホノオトシアナ－オヤコ・チイキデカンガエヨウ－

子どもたちがスマートホンを使うときにありがちな問題を６つのドラマで紹介している。各話は、話し
合いを促す画面で終了し、話し合いののちに安全に使うためのアドバイスを視聴するよう活用する。１
話：スマホの使用ルールは決めたけど・・・　２話：友人にメッセージを送ったが・・・　３話：子ど
もがフィルタリングを勝手に解除・・・　４話：ＳＮＳは便利に使おう　５話：気を付けて！投稿写真
　６話：無料ゲームの罠に注意

カラー 平成27年度受入

制作会社等：一般財団法人日本視聴覚教育協会

寄贈社会教育D77

災害時の食支援

一般

84分

震災、食支援キーワード

対 象

サイガイジノショクシエン

東日本大震災において、行政、病院、学校給食、管理 栄養士養成施設などが、どのような食支援を行
なったのか、被災者の生命と健康を支える食支援を効果的に進めるため、関係者がどのような機能と役

 割を担うべきかをまとめる。日本災害食学会優秀賞受賞。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：岩波映像　株式会社

社会教育D78

平成28年度千葉県メディアコンクール

一般

90分

メディアコンクール優秀作品キーワード

対 象

ヘイセイ２８ネンドチバケンメディアコンクール

平成28年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。　◇最優秀賞　千葉県教育
委員会教育長賞　「守り続ける武術と舞」　◇優秀賞　NHK千葉放送局長賞　「海辺の記憶が残る街
いなげ　今　むかし」　◇優秀賞　千葉日報社長賞　「山武の太巻きまつり寿司」　◇優秀賞　千葉
テレビ放送賞　「リスタート！」　◇優秀賞　千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会長賞　「わたした
ちの町一宮町・長柄町・長南町－」　◇優秀賞　千葉県視聴覚教育連絡協議会長賞　「染井野小１８
の宝を探せ！」

カラー 平成28年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

寄贈社会教育D79

子どもどうぶつ劇場　4巻　キツネ・カッコウ

小学生　親子

30分

野生動物　親子愛キーワード

対 象

コドモドウブツゲキジョウ　ダイ４カン　キツネ・カッコウ

第1話　カッコウの托卵～子育ては他人まかせ　カッコウはほかの小鳥の巣に卵を産みつけ後は知らんぷ
りという不思議な子育て。第2話　キツネ親子は河原暮らし～お宿はどこ⁉　住宅難で河原に住みついた
キツネの親子の物語。

カラー 平成29年度受入

制作会社等：群像舎

社会教育D80

子どもどうぶつ劇場　5巻　サンゴ礁・アオリイカ

小学生　親子

31分

野生動物　親子愛キーワード

対 象

コドモドウブツゲキジョウ　ダイ5カン　サンゴショウ　アオリイカ

第1話　海の楽園　サンゴ礁～生きものたちの助け合い　カラフルな魚からカモフラージュの名人タコや
サツマカサゴ。サンゴ礁の海はドラマがいっぱいだよ。　第2話　アオリイカ～がんばれ赤ちゃん　アオ
リイカの赤ちゃん誕生までを顕微鏡撮影で追う。　

カラー 平成29年度受入

制作会社等：群像舎

社会教育D81
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子どもどうぶつ劇場　6巻　イノシシ・ニホンジカ

小学生　親子

32分

野生動物　親子愛キーワード

対 象

コドモドウブツゲキジョウ　ダイ6カン　イノシシ　ニホンジカ

第1話　イノシシ～遊びとケンカで育つウリ坊たち　六甲山に暮らすイノシシ家族。“ウリ坊”と呼ばれ
る子どもたちの運命は…。第2話　ニホンジカ～隠れろ！バンビ　栃木県日光山系に住むニホンジカ。仔
ジカのバンビ！秋から冬、群れは大移動。　

カラー 平成29年度受入

制作会社等：群像舎

社会教育D82

海・青き大自然　第1巻　いのちの物語

一般

50分

海、大自然、シロナガスクジラキーワード

対 象

ウミ・アオキダイシゼン　ダイ１カン　イノチノモノガタリ

驚異の海のドキュメンタリー。絶え間なく回る海流の影響を受けながら、生の営みを繰り返す生きもの
たち。巨大なシロナガスクジラから微細なプランクトン、そして新種の深海生物まで。驚きと感動に満
ちた知られざる海の神秘を紹介します。日本語ナレーター：市毛良枝

カラー 平成29年度受入

制作会社等：丸善出帆

社会教育D83

海・青き大自然　第2巻　深海探検

一般

50分

海、大自然、深海生物キーワード

対 象

ウミ・アオキダイシゼン　ダイ2カン　シンカイタンケン

驚異の海のドキュメンタリー。太陽の光が届かぬ世界、深海に生きる多種多様な深海生物たちは独自の
進化を遂げた。口も消化器官も排泄器官のない生物の生命の源は？そしてなんと178種もの新種の深海
生物を発見。日本語ナレーター：市毛良枝

カラー 平成29年度受入

制作会社等：丸善出帆

社会教育D84

海・青き大自然　第3巻　外洋のハンターたち

一般

50分

海、大自然、外洋生物キーワード

対 象

ウミ・アオキダイシゼン　ダイ3カン　ガイヨウノハンタータチ

驚異の海のドキュメンタリー。陸地から数千キロ離れた地球上のどこよりも不毛の地、大海原。マグ
ロ、サメ、カジキ…外洋のハンターたちは、獲物を捕らえるため、あるいは捕食者から逃れるために休
むことなく泳ぎ続ける。まさに食うか食われるか。日本語ナレーター：市毛良枝

カラー 平成29年度受入

制作会社等：丸善出帆

社会教育D85

人生の達人！高齢者いきいき安全運転

一般

25分

高齢ドライバー、交通安全キーワード

対 象

ジンセイノタツジン！コウレイシャイキイキアンゼンウンテン

高齢ドライバーが起こしやすい事故事例を検証し、事故の要因とされる身体機能の低下をどのように
補ったらよいかを軽妙なドラマを通して描く。また、道路交通法による「運転経歴証明書」など、最近
設けられた制度についての解説がある。

カラー 平成29年度受入

制作会社等：新生映画㈱

社会教育D86

平成29年度千葉県メディアコンクール

一般

80分

ふるさと、房総キーワード

対 象

ヘイセイ29ネンドチバケンメディアコンクール

平成29年度千葉県メディアコンクール特別賞受賞作品を紹介したものです。1.「湖底のふるさと」　2.
「千葉神社　妙見大祭」　3.「房総三国の山城」　4.「おもしろい・楽しい・新しい発見　加曽利貝塚体
験フェア」　5.「のこしたいもの　つたえたいもの　ふるさとれきしたんけん」　6.「房総子どもかる
た」※①③⑤⑥については字幕あり

カラー 平成29年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

社会教育D87

千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリー　視聴覚教材　DVD　目録　令和3年３月版

－23－



自然の宝庫　大草谷津田　いきものの里

一般

24分

谷津田の自然キーワード

対 象

シゼンノホウコ　オオクサヤツダ　イキモノノサト

稲作を通して人と自然が共存する姿、また、谷津田に生育する動植物を紹介しています。※バリアフ
リー版（字幕）も所蔵しています。

カラー 平成29年度受入

制作会社等：千葉市生涯学習センター　映像記録ボランティア

社会教育D88

坂戸の念仏踊り—伝統を受け継ぐ—

40分

地域行事キーワード

対 象

サカドノネンブツオドリ

千葉県佐倉市坂戸にある浄土宗の寺院、金剛山願生院西福寺。応永年間（1368～1375）に良栄上人
によって開かれ、上人は念仏の教えを広めるために踊り念仏を始めたと伝えられています。地域の人々
が一体となって念仏踊りを復活させ、毎年の十夜行事で踊り続けることによって次の世代へと伝えてい
こうとする取り組みを紹介する。

カラー 平成30年度受入

制作会社等：株式会社シマワークス

社会教育D89

知ってましたか　鉄道連隊

10分

地域行事キーワード

対 象

シッテマシタカ　テツドウレンタイ

平成26年度千葉県メディアコンクール優秀賞　千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会長賞受賞作品　社
会教育Ｄ66に収録されている作品の一部　※バリアフリー版（字幕）も所蔵しています。

カラー 平成30年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

社会教育D90

 日本を変えた女性たち　津田梅子　

一般

18分

女性の可能性を世界へ広げた教育者キーワード

対 象

ニホンヲカエタジョセイタチ　ツダウメコ

女性の教育環境や活躍の場が極めて限られていた時代に、日本の社会を動かした女性たちがいた。６歳
の時に最年少の日本初の女子留学生として渡米。女子のための学校を作ることを夢見て帰国したが、当
時の日本女性の地位の低さに落胆する…。文部科学省選定作品

カラー 平成31年度受入

制作会社等：丸善出版株式会社

社会教育D91

平成30年度千葉県メディアコンクール特別賞作品集

一般

90分

千葉県内の歴史と文化キーワード

対 象

ヘイセイ３０ネンドチバケンメディアコンクールトクベツショウサクヒンシュウ

平成30年度千葉県メディアコンクール特別賞作品集　最優秀賞「養老川」、優秀賞「有秋の文化財マッ
プを作ろう」「千葉市埋蔵文化財調査センター　どんな仕事をしている所なの!!」「長南袖凧づくり」
「真間の手児奈」「わたしたちのくらしと物を作る仕事」

カラー 平成31年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

社会教育D92

千葉市シニアリーダー体操

一般

15分

シニア体操キーワード

対 象

チバシシニアリーダータイソウ

・筋力トレーニング　全身編・ピンポイント編・脳トレーニング　かかとトントン・カウント　パ
ンッ！・ナンバリング・床上版・ウォーキング・立位版　

カラー 令和2年度受入

制作会社等：千葉市保健福祉局健康福祉部健康推進課

社会教育D93
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R1年度千葉県メディアコンクール最優秀賞他

一般

90分

千葉県内の歴史と文化キーワード
対 象

レイワ1ネンドチバケンメディアコンクールサイユウシュウショウホカ

・最優秀賞　千葉県教育委員会教育長賞　「かしま様に願を込めて」・優秀賞　ＮＨＫ千葉放送局長賞
　「国府台の辻きり」・優秀賞　千葉日報社長賞　「長生郡市を流れる川の様子を見てみよう」　・優

 秀賞　千葉テレビ放送賞　「寒川神社大例祭」・優秀賞　千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会長賞　
「佐原の夏祭り」・優秀賞　千葉県視聴覚教育連絡協議会長賞　「古い道具と昔のくらし」※字幕付与
版あり

カラー 令和2年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

社会教育D94

R2年度千葉県メディアコンクール最優秀賞他

75分

千葉県内の歴史と文化キーワード

対 象

レイワ2ネンドチバケンメディアコンクールサイユウシュウショウホカ

・最優秀賞　千葉県教育委員会教育長賞　「わたしたちの市のようす」・優秀賞　ＮＨＫ千葉放送局長
賞　「ある梨農家の物語」・優秀賞　千葉日報社長賞　「里見公園の歴史」　・優秀賞　千葉テレビ放
送賞　「～33年に一度の御開帳大例祭～文化財や地域の行事と自然を思う」・優秀賞　千葉県視聴覚教
育連絡協議会長賞「館山まる見え」

カラー 令和2年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

社会教育D95

R3年度千葉県メディアコンクール最優秀賞他

一般

67分

千葉県内の歴史と文化キーワード

対 象

レイワ3ネンドチバケンメディアコンクールサイユウシュウショウホカ

・最優秀賞　千葉県教育委員会教育長賞「住みよいくらしをつくる」・優秀賞　ＮＨＫ千葉放送局長賞
「城下町に祭囃子が流れて～千葉県佐倉市秋祭り～」・優秀賞　千葉日報社長賞「三番瀬」・優秀賞　
チバテレ５０ｔｈぐんぐん賞「北条小笑ってこらえて」・優秀賞　千葉県視聴覚教育連絡協議会長賞
「みんながすごしやすい町へ～障害とともに生きる(視覚障害)～」

カラー 令和3年度受入

制作会社等：千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会

社会教育D96

科学・文化

サイエンスチャンネル　科学のオモチャ箱

小中学生・一般

200分

サイエンスチャンネル、総合的な学習・一般教養講座キーワード

対 象

サイエンスチャンネルカガクノオモチャバコ

青少年を中心とした多くの人に、科学技術により関心を持ち、身近なものとして親しんでもらうことを
ねらいとして作られています。　１．想像する箱編では　・怖いけど知りたい体の話・いっこく堂のエ
ネルギー劇場・時代を超える技～歴史的建造物を科学する～等。　２．刺激する箱編では　・極限のク
ルマ技術・開校！イルカの子育て教室・アスリート解体新書等で構成されています。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：独立行政法人　科学技術振興機構

寄贈科学・文化D1

環境

ごみから環境問題を考える

小学校高学年、中学生

60分

環境、総合学習キーワード

対 象

ゴミカラカンキョウモンダイヲカンガエル

身近な「ごみ」から環境問題を考える教材です。以下の１．「ごみ問題」ってなに？、２．「ごみ」は
どこへ行った？、３．「ごみはよみがえる」か？、４．「グリーン・コンシューマー」になろう！を通
して社会が直面しているごみ問題を明らかにし、またごみ減量のためのユニークな取り組み等を紹介し
ています。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：岩波映画社

環境D1
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映画

哀愁

一般

108分

映画、美しく悲しい恋、映画鑑賞会キーワード

対 象

アイシュウ

第一次世界大戦のロンドン。空襲警報が鳴り響く中出会った青年将校とバレエの踊り子マイラ。二人は
瞬く間に惹かれあい、その恋は燃え上がった。しかし、彼はふたたび戦場へ行ってしまう。健気に彼の
帰りを待つマイラに届いた報せは・・・。ハリウッドの代表的恋愛映画として、誰からも愛されている
作品です。出演：ヴィヴィアン・リー、ロバート・テイラー（1940年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D1

雨の朝パリに死す

一般

115分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

アメノアサパリニシス

作家フィッツジェラルドの短編『バビロン再訪』を映画化。終戦の日のパリを舞台に元従軍記者と奔放
な美しい娘とが出会い、劇的に結婚するが、やがて、二人の心は離れていく・・・。奔放に生きた女の
悲劇的な人生をエリザベス・テイラーが妖しく主演しています。（1954年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D2

嵐が丘

一般

105分

運命に翻弄される男女、映画鑑賞会キーワード

対 象

アラシガオカ

豪華スタッフによるE・ブロンテの名作。物語は荒野に立つ荒れ果てた館「嵐が丘」を舞台に、地主の名
家に引き取られた青年ヒースクリフと義妹のキャシーの運命に翻弄される男女の姿をウイリアム・ワイ
ラーが重厚な演出で描きあげた傑作です。アカデミー撮影賞　出演：ローレンス・オリヴィエ（1939
年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D3

アラバマ物語

一般

129分

社会派ドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

アラバマモノガタリ

不況の風吹く、南部のアラバマ州。暴行事件で訴えられた黒人トムの弁護をすることになった弁護士
フィンチ。だが偏見が根強い町の人々は冷たくあたるのだった・・・。子どもたちを通して、問題意識
を振りかざさず、しんみりと心に染み入らせる社会派ドラマです。アカデミー主演男優賞に輝いたグレ
ゴリー・ペック（1962年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D4

或る夜の出来事

一般

105分

古典的ラブコメディ、映画鑑賞会キーワード

対 象

アルヨルノデキゴト

アカデミー賞5部門を独占するという快挙を果たした古典的ラブコメディ。ニューヨーク行きのバスで知
り合った大金持ちの一人娘と新聞記者の恋の行方を二転三転するストーリーのおもしろさとロマン
ティックな雰囲気が楽しめるコメディー映画の傑作です。出演：クラーク・ゲーブル、クローデット・
コルベール（1934年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D5
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イヴの総て

一般

138分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

イブノスベテ

女優志望の田舎娘イヴ・ハリントン。彼女は批評家達に取り入り、恩人の女優をあざむいてまで舞台に
立った。着実に夢にまで見た大女優としての道を歩んでいく。やがて彼女は以前の自分と同じような演
劇少女が近づいてくるのを知る・・・。演劇界の内情を暴きだした人間ドラマです。アカデミー作品賞
ほか6部門受賞。出演：アン・バクスター、ジョージ・サンダース（1950年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D6

硫黄島の砂

一般

110分

戦争映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

イオウジマノスナ

硫黄島の山上に星条旗を立てるシーンが有名なジョン・ウェイン主演による戦争映画。アメリカ軍と日
本軍の硫黄島での激戦とそれに参加した兵士たちの日常を描いた作品です。（1949年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D7

失われた週末

一般

101分

不安と苦悩を描く、映画鑑賞会キーワード

対 象

ウシナワレタシュウマツ

売れない小説家ドンはアルコール中毒から抜け出せない。酒場をうろついて気絶。気がつけばアル中患
者の収容所に入れられていた。そこを逃げ出したドンは絶望からピストル自殺を図るが・・・。精神不
安定な主人公の苦悩を不安と緊迫感のなかに描いた傑作です。アカデミー作品賞ほか。出演：レイ・ミ
ランド　（1945年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D8

栄光何するものぞ

一般

111分

コメディミュージカル、映画鑑賞会キーワード

対 象

エイコウナニスルモノゾ

1910年代のフランス戦線。海兵隊に新任軍曹クワートがやってきた。ところが、彼は部隊のフラッグ
大尉と馬が合わず、事あるごとに喧嘩を繰り返していた。そして、この町の一人の娘をめぐっても争っ
ていたのです・・・。出演：ジェームズ・キャグニー（1952年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D9

オール・ザ・キングスメン

一般

109分

ギャング映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

オールザキングスメン

理想主義を掲げ、公務員から3度目の選挙で州知事に当選を果たします。しかし、やがて彼も汚職やわい
ろに手を染め始める事に。そんな彼を追及するジャーナリストとがおりなす政治ドラマ。アカデミー作
品賞ほか。出演：ブロデリック・クロフォード　（1949年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D10

カヴァルケード

一般

110分

歴史大河ドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

カヴァルケード

イギリス名門の流れを汲むマリヨット一家とマリヨット家の使用人一家が戦乱に翻弄される波乱万丈の
歴史を描いた大河ドラマ。アカデミー作品賞、監督賞。出演：ダイアナ・ウィンヤード、クライヴ・ブ
ルック　（1933年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D11
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カサブランカ

一般

102分

メロドラマの傑作、映画鑑賞会キーワード
対 象

カサブランカ

モロッコのカサブランカで酒場を経営するアメリカ人リック。ある夜、反ナチスのリーダーであるラズ
ロが妻イルザを伴って、リックの隠し持つパスポートを買い取るために店を訪れる。かつてリックとイ
ルザはパリで愛し合い、アメリカ亡命を誓った仲だった・・・。三角関係を名台詞と美しい音楽で彩っ
たメロドラマの最高傑作と言われる作品です。出演：ハンフリー・ボガート、イングリッド・バーグマ
ン。アカデミー作品賞、監督賞ほか（1940年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D12

ガス燈

一般

114分

心理的サスペンス、映画鑑賞会キーワード

対 象

ガストウ

19世紀末のロンドンを舞台に有名な女性歌手である叔母の遺産を相続したポーラは、夫グレゴリーと叔
母の屋敷で新婚生活を始めます。が、次第にポーラの周囲では奇妙な現象が起こります。アカデミー主
演女優賞にイングリッド・バーグマン（1944年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D13

風と共に去りぬ

一般

212分

ベストセラー小説の超大作、映画鑑賞会キーワード

対 象

カゼトトモニサリヌ

アメリカ南部アトランタで自由奔放に生きる女性スカーレット・オハラ。南北戦争の混乱の中、風来坊
の男レット・バトラーと出会い、彼の魅力に惹かれていくのです。ピューリッツァー賞に輝くマーガ
レット・ミッチェルのベストセラー小説の映画化。アカデミー賞10部門受賞の快挙。出演：クラーク・
ゲーブル、ヴィヴィアン・リー（1939年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D14

巨星ジーグフェルド

一般

177分

ミュージカル、映画鑑賞会キーワード

対 象

キョセイジーグフェルド

米国レビューの第一人者であるフローレンツ・ジーグフェルドの生涯を描いた伝記映画。その豪華絢爛
のセット、見事なミュージカルを楽しめる作品です。アカデミー作品賞ほか。出演：ウイリアム・バウ
エル　（1936年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D15

グランド・ホテル

一般

113分

5人の人生模様、映画鑑賞会キーワード
対 象

グランドホテル

当時の５大スターの競演が話題を呼んだ豪華作品。人気を落として無気力なロシアのバレリーナ、男爵
と称しているが実は賭博の借財を負って宝石強盗した男、生きるためなら何でもしようとする女性速記
者、事業が危機に瀕している実業家、この世の名残りに贅沢をしにきた男の5人がベルリンのグランド・
ホテルで一日半のうちに様々な人生模様を繰り広げます。アカデミー作品賞。出演：グレタ・ガルボ、
ジョーン・クロフォード（1933年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D16
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心の旅路

一般

125分

ラブロマンス、映画鑑賞会キーワード

対 象

ココロノタビジ

「哀愁」で涙を誘った名監督マービン・ルロイによるラブロマンス映画。第一次世界大戦下、二度も記
憶喪失に陥った男とその男を愛してしまうショーガールとの恋物語です。出演：ロナルド・コールマ
ン、グリア・ガーソン（1942年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D17

コレヒドール戦記

一般

135分

戦場の人間ドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

コレヒドールセンキ

敗色濃厚なフイリピン前線ではアメリカ兵が苦戦を強いられていたのだが・・・。戦場ゆえの強烈な戦
闘シーンと負傷兵と看護婦との心の交流などの人間ドラマが両立した作品です。出演：ロバート・モン
ゴメリー　（1945年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D18

砂漠の鬼将軍

一般

88分

波乱の生涯、映画鑑賞会キーワード

対 象

サバクノオニショウグン

第二次世界大戦の北アフリカ戦線を舞台に連合軍を恐れさせた“砂漠の狐”の異名をとった独軍ロンメ
ル将軍の孤独な波乱の生涯を描いた作品です。出演：ジェームス・メイスン、ルーサー・アドラー
（1951年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D19

サハラ戦車隊

一般

97分

戦争アクション、映画鑑賞会キーワード

対 象

サハラセンシャタイ

サハラ砂漠を舞台に、1942年、北アフリカ、激戦の中アメリカ軍ガン軍曹が指揮する戦車隊は退却命
令を受けたが・・・。ハンフリー・ボガートが活躍する戦争アクション。（1943年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D20

山河遥かなり

一般

105分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

サンガハルカナリ

大戦直後のドイツを舞台にした感動のドラマ。ナチスへの恐怖と悲惨な境遇から失語症になった少年と
心優しいアメリカ兵のふれあいを軸に、息子を必死に捜し求める母の姿を交錯させていく。戦争孤児が
明るく生まれ変わるさまを描いたヒューマンドラマです。出演：モンゴメリー・クリフト（1949年　
米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D21

三十四丁目の奇跡

一般

96分

クリスマスの定番映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

サンジュウヨンチョウメノキセキ

ニューヨークのメイシー百貨店が34丁目通りで催すクリスマスパレードは市民が毎年楽しみにしている
名イベント。そこに雇われたのが長い白ひげの老人。人気の出たこの老人はおもちゃ売り場の人寄せに
されましたが、子どもたちには大好評です・・・。サンタクロースを題材にして、信じることの大切さ
を描いた心温まる作品。出演モーリン・オハラ（1947年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D22
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サンセット大通り

一般

110分

ハリウッドの内幕もの、映画鑑賞会キーワード
対 象

サンセットオオドオリ

名匠ビリー・ワイルダー監督が、虚構と現実を巧みに交えて往年のハリウッド女優と売れない脚本家の
愛憎劇を描いたハリウッド内幕映画の傑作。大スターの邸宅が建ち並ぶハリウッドのサンセット大通
り。売れない脚本家が借金とりに追われて荒れた屋敷に逃げ込んだ。そこは、再起を夢見ているかつて
の大女優の屋敷だったのです。アカデミーオリジナル脚本賞ほか。出演：ウイリアム・ホールデン
（1950年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D23

桑港(サンフランシスコ）

一般

115分

パニック映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

サンフランシスコ

オペラ歌手を夢見るマリーはサンフランシスコでダンスホールの仕事に就く。その店のオーナーの愛情
を感じるようになるが、そこにオペラの団長が現れ彼女に契約を申し出る。二者択一を迫られていた
時、サンフランシスコ大地震が起こり、恋もダンスホールもすべてを呑み込んでしまったのです。出
演：クラーク・ゲーブル（1936年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D24

ジェーン・エア

一般

96分

不朽の名作の映画化、映画鑑賞会キーワード

対 象

ジェーンエア

S・ブロンテの不朽の名作、3度目の映画化。孤児のジェーン・エアはロチェスター卿邸の家庭教師とし
て住み込むことになり、そこではミステリアスな出来事と、幾多の試練が待ち受けていたのでした。
オーソン・ウェルズの個性が印象的。出演：ジョーン・フォンテーン（1940年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D25

シマロン

一般

124分

米国開拓史劇、映画鑑賞会キーワード

対 象

シマロン

原作エドナ・ファーバーの米国開拓史劇の映画化。無法者たちと闘い町の名士となったヤンシー。新聞
社を設立し軌道に乗せたのだったが、ある日、放浪癖が出て街から消えてしまう。残された妻
は・・・。出演：リチャード・ディックス。アカデミー作品賞・脚本賞（1931年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D26

市民ケーン

一般

119分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

シミンケーン

ウェルズ監督が25歳の若さで発表した作品。「ばらのつぼみ」という謎の言葉を残してこの世を去った
新聞王ケーン。この言葉の意味は？ケーンの人生と交錯した人々の話からその一生が浮き彫りにされて
いく。富と権力を欲しいままにしながらも、孤独で空虚な新聞王だったのかも知れません。アカデミー
オリジナル脚本賞。出演：オーソン・ウェルズ、ジョゼフ・コットン（1941年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D27
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ジャンヌ・ダーク

一般

145分

ジャンヌ・ダークの悲劇、映画鑑賞会キーワード

対 象

ジャンヌダーク

祖国フランスの危機を救ったにもかかわらず、国王や貴族から反感をかい、神への信仰を棄てなかった
ために教会から焚刑にされた聖女ジャンヌ・ダークの悲劇を映画化した史劇。制作費460万ドル。イン
グリッド・バーグマンが憧れの役に挑戦した大作でもあります。（1948年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D28

紳士協定

一般

118分

社会派ドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

シンシキョウテイ

アメリカの反ユダヤ主義を調査するため、自らユダヤ人と偽って取材をする。ユダヤ人の立場になって
初めてわかる様々な差別。果敢に正義を追求していく姿を感動的に描いた社会派ドラマです。アカデ
ミー作品賞ほか。出演：グレゴリー・ペック　（1947年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D29

頭上の敵機

一般

133分

戦争ドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ズジョウノテッキ

大量の犠牲者を出した部隊に赴任してきた鬼准将。彼の強引なやり方に不満を抱く・・・。が、ドイツ
本土爆撃という目的のもとに連帯感が生まれてくる。実話をもとに指揮する者の苦悩というテーマを描
いた戦争ドラマです。アカデミー助演男優賞ほか。出演：グレゴリー・ペック　（1949年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D30

西部戦線異状なし

一般

128分

反戦映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

セイブセンセンイジョウナシ

第一次世界大戦がはじまってまもない頃、ドイツのある村を戦場に向かう大部隊が進軍していく。学校
の教室では老教師が愛国心を説いていた。国のため出征を志願した若者たちには飢えと恐怖だけの毎日
だったのです・・・。出演：ルイス・エイヤース（1930年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D31

戦艦バウンティ号の叛乱

一般

132分

船員の復讐、映画鑑賞会キーワード

対 象

センカンバウンティゴウノハンラン

タヒチに向かい航海中の英国戦艦バウンティ号。やがて艦長による苛酷な重労働に憤った船員たちは、
艦長らを小舟に置き去りにしてしまう・・・。実際に起こった叛乱事件の最初の映画化作品です。アカ
デミー作品賞。出演：クラーク・ゲーブル　（1935年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D32

ゾラの生涯

一般

116分

伝記映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ゾラノショウガイ

エミール・ゾラは冤罪で捕まったドレフュス大尉の再審を天下に訴えたことにより禁固刑に処される。
しかし、友人達の助けで英国に亡命したゾラに再び転機が訪れます・・・。フランスの文豪エミール・
ゾラの生涯を描いた伝記映画。アカデミー作品賞ほか。出演：ポール・ムニ　（1937年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D33
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第三の男

一般

105分

サスペンス、映画鑑賞会キーワード

対 象

ダイサンノオトコ

第二次大戦直後、廃墟となったウィーンの町にアメリカ人作家ホリーは親友のハリーを訪ねてきた。し
かし、到着早々、ハリーの死を知らされる。ホリーは彼の死因に疑問を感じ、愛人のアンナや知人に聞
いてまわる。やがて、イギリス占領軍の少佐から、ハリーがペニシリンの闇取引の黒幕であることを聞
かされる。ハリーの死体を運んだ第三の男を見たと門番の証言もでた。第三の男とは誰なのか？謎が謎
を呼びラストの大追跡劇へと続きます。アカデミー撮影賞・カンヌ映画祭グランプリ。出演：ジョゼ
フ・コットン、オーソン・ウェルズ（1949年　英）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D34

太平洋作戦

一般

99分

戦争スペクタクル、映画鑑賞会キーワード

対 象

タイヘイヨウサクセン

ジョン・ウェイン演じる隊長が持ち前の強引さで日本軍へ反撃を繰りひろげる戦争スペクタクル。実写
フイルムを交えてガダルカナル島上空の対日戦を描いた作品です。出演：ジョン・ウェイン、ロバー
ト・ライアン（1951年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D35

誰がために鐘は鳴る

一般

170分

ラブロマンス、映画鑑賞会キーワード

対 象

タガタメニカネハナル

スペインで起きた内乱を題材にしたヘミングウェイの名作の映画化。ゲリラとして活躍する米国の大学
教授であるクーパーとスペインの娘バーグマンとの激しい恋を軸に政府の軍輸送を阻止するため鉄橋を
爆破しようとする主人公たちの壮烈な戦いを描いた作品です。出演：ゲイリー・クーパー、イングリッ
ド・バーグマン（1943年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D36

黄昏

一般

112分

悲恋ドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

タソガレ

19世紀末、田舎から姉を頼ってシカゴに働きに出た娘キャリーを、一流料理店の支配人が見そめた。そ
して、二人の気持ちは結婚にまで。しかし、彼には離婚もままならない強欲な妻がいた。そこで二人は
店の金を盗みニューヨークへと駆け落ちするが‥。坂道を転がるように堕ちていく男の人生を描く悲恋
ドラマの秀作です。出演：ローレンス・オリヴィエ（1951年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D37

地上最大のショウ

一般

152分

サーカス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

チジョウサイダイノショウ

地上最大のサーカス団、リング・リング・サーカスとバーナム・ベイリー・サーカスの協力の基に製作
されたサーカス映画の娯楽大作。そして、ショウの合い間に団員たちの生活や舞台裏などの人間ドラマ
も織り交ぜた作品です。アカデミー作品賞ほか。出演：ベティ・ハットン、チャールトン・へストン　
（1952年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D38
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椿姫

一般

108分

悲恋ドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ツバキヒメ

パリ社交界の高級娼婦マルグリッドと純情青年アルマンの悲恋物語。出演：グレタ・ガルボ、ロバー
ト・テイラー（1937年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D39

つばさ

一般

149分

戦争、友情、映画鑑賞会キーワード

対 象

ツバサ

第一次世界大戦下のフランス戦線で米空軍のパイロット達の勇ましい空中戦をを描いた作品。航空映画
の古典的名作で戦火に散った空の男の友情物語です。第一回アカデミー作品賞。出演：クララ・ボウ
（1927年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D40

肉弾鬼中隊

一般

75分

サスペンスドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ニクダンオニチュウタイ

第一次世界大戦中のメソポタミア砂漠、姿の見えない敵の狙撃により、一人また一人と倒れていく英国
軍の偵察隊。極限状態に追い込まれた兵士たちの姿を描いたサスペンス作品です。出演：ヴィクター・
マクラグレン（1934年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D41

バターンを奪回せよ

一般

95分

戦争アクション、映画鑑賞会キーワード

対 象

バターンヲダッカイセヨ

真珠湾の奇襲攻撃以来、日本軍の南洋諸島での戦況は破竹の勢いであった。日本軍の空襲によりバター
ンは陥落した。「バターンに帰れ」の合言葉に、ゲリラ隊の活躍を描いた作品です。出演：ジョン・
ウェイン（1944年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D42

ハムレット

一般

153分

シェクスピアの代表作、映画鑑賞会キーワード

対 象

ハムレット

シェイクスピアの代表作をローレンス・オリヴィエが全力で挑んだ代表的名作です。王である父の死に
疑問を抱く王子ハムレットは、ある夜、父の幽霊から自分を殺したのは叔父だと告げられる・・・。ア
カデミー作品賞ほか。出演：ローレンス・オリヴィエ、ジーン・シモンズ（1947年　英）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D43

巴里のアメリカ人

一般

113分

ミュージカル、映画鑑賞会キーワード

対 象

パリノアメリカジン

第二次世界大戦でパリに来て、画家としての修行を続けるアメリカ人のジェリー。立ち寄ったクラブで
美しいフランス人女性に一目ぼれ。彼女には婚約者がいることを知りあきらめようとする・・・。クラ
イマックスの17分に及ぶジーン・ケリーのダンスシーンは見逃せない所です。ミュージカル映画の傑
作。出演：ジーン・ケリー、レスリー・キャロン（1951年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D44
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陽のあたる場所

一般

122分

サスペンスドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ヒノアタルバショ

出世を夢見て愛と欲望の間で苦悩する男が陥った闇を描くサスペンスドラマ。貧しい家庭に育った青年
が苦労の末に昇進し、以前より憧れていた金持ちの令嬢との結婚が約束された。ところが、職場の身寄
りのない娘とも付き合うようになる。この二人の間で揺れ動く青年の心の動揺を描いた作品です。出
演：モンゴメリー・クリフト、エリザベス・テイラー（1951年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D45

フライング・タイガー

一般

101分

戦争アクション、映画鑑賞会キーワード

対 象

フライングタイガー

第二次世界大戦中の中国戦線を舞台にアメリカ戦闘部隊が日本軍を迎え撃ち、壮烈な空中戦の様を描い
た作品です。出演：ジョン・ウェイン（1942年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D46

ブロードウェイ・メロディー

一般

100分

ミュージカル、映画鑑賞会キーワード

対 象

ブロードウェイメロディー

2年ぶりにニューヨークに帰ってきた歌手エディは、レビュー「ブロードウェイ・メロディー」に新作の
歌を歌うことになった。そこに、彼のかつての恋人とその妹を招いた。エディは姉よりも妹のほうに惹
かれていった‥。アニタ・ペイジ主演のミュージカル作品です。アカデミー作品賞（1929年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D47

別離

一般

70分

ピアニストの悲恋物語、映画鑑賞会キーワード
対 象

ベツリ

スウェーデンの名バイオリニストと若い美貌のピアニストのつかの間の恋と別れを描いた悲恋物語。彼
女を自分の伴奏者に迎えたことから二人の関係はやがて愛情に発展していく。演奏旅行を終えて南フラ
ンスでバカンスを楽しむ二人。しかし、妻子がいる男は、次第に罪の意識にさいなまれるようになりま
す。バーグマンの美しさは格別。出演：レスリー・ハワード、イングリッド・バーグマン（1939年　
米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D48

ミニヴァー夫人

一般

134分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ミニヴァーフジン

第二次大戦中、ロンドン郊外の小さな町で夫と3人の子ども達と幸福な暮らしをしていたミニヴァー夫
人。戦争の渦中に巻き込まれながらも逞しく生き抜いていく様子を描くヒューマン・ドラマ。名匠ウィ
リアム・ワイラーが戦争の荒波に翻弄される一般市民の姿を力強く描いて戦意高揚を唄った良質の家庭
ドラマです。アカデミー作品賞ほか。出演：グリア・ガースン（1941年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D49
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モロッコ

一般

90分

ラブストーリー、映画鑑賞会キーワード

対 象

モロッコ

北アフリカのモロッコを舞台に兵士と酒場の女との熱烈な愛の行方を描いたラブストーリー。はじめて
日本語字幕をつけられた作品でもあります。ハイヒールを脱ぎ捨て砂漠を追いかけるシーンや鏡に口紅
で女への別れの言葉を書きなぐるシーンなど映画史上の名シーンも見ものです。出演：ゲイリー・クー
パー、マレーネ・ディートリッヒ（1930年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D50

郵便配達は二度ベルを鳴らす

一般

113分

ハードボイルド、映画鑑賞会キーワード

対 象

ユウビンハイタツハニドベルヲナラス

ハリウッド映画史ではハードボイルドものの先駆者的な作品。ハイウェイ沿いのレストランに流れ者が
やってきて働き始める。経営者の夫とは一回り歳下の妻と関係を持ち、二人は保険金目当てに、主人を
殺してしまうのです。出演：ジョン・ガーフィールド、ラナ・ターナー（1946年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D51

欲望という名の電車

一般

122分

舞台劇の映画化、映画鑑賞会キーワード

対 象

ヨクボウトイウナノデンシャ

暗い過去を持つアルコール中毒の女ブランチは妹を訪ねてニューオリンズにやってきた。しかし、彼女
を嫌う妹の暴力的な夫によってその過去を暴かれ、精神を病んでいきます・・・。ヴィヴィアン・リー
がアカデミー主演女優賞を。ほか3部門でも受賞（1951年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D52

緑園の天使

一般

128分

友情、動物との交流、映画鑑賞会キーワード

対 象

リョクエンノテンシ

エニド・バブ・ノルド原作の映画化。イギリスの片田舎に馬を愛する少女が、馬に詳しい少年の力を借
りて、暴れ馬を調教し、障害競馬グランド・ナショナルに出場し、優勝するまでの友情・家族・動物と
の交流を描いた作品です。出演：ミッキー・ルーニー（1945年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D53

レベッカ

一般

130分

ヒッチコック作品、映画鑑賞会キーワード
対 象

レベッカ

モンテカルロでイギリスの大金持ちと知り合ったアメリカ娘は、彼の２度目の妻となり大邸宅に行く決
意をします。しかし、家事いっさいを取り仕切る前妻レベッカの使用人に冷たくされて・・・。次第に
前妻レベッカの影に精神的に追いつめられていくという作品です。デュ・モーリアの小説をもとに作ら
れたヒッチコック監督作品　アカデミー作品賞・撮影賞　出演：ローレンス・オリヴィエ（1940年　
米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D54
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若草物語

一般

122分

家族愛、映画鑑賞会キーワード

対 象

ワカクサモノガタリ

南北戦争の時代、アメリカ北東部の小さな町で暮らす母親と４姉妹。作家を夢見る次女ジョーを中心に
様々な試練に立ち向かいながら力強く生きていく4姉妹の成長を描いた作品。オルコットの名作をマー
ヴィン・ルロイ監督が映画化したドラマ。出演：ジューン・アリソン、ピーター・ローフォード
（1949年　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D55

わが谷は緑なりき

一般

118分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード
対 象

ワガタニハミドリナリキ

19世紀末のウェールズ。炭鉱地帯にある村に住んでいた一家の運命を末っ子の回想形式で綴った物語。
家族は次々と死に、姉は不本意な結婚を強いられ、自分はいじめられ、不幸なことばかりの少年時代で
あった。アイルランドを舞台にしたベストセラー小説を、名匠ジョン・フォードが映画化した文芸映画
作品の傑作です。アカデミー賞6部門の受賞　出演：ウォルター・ピジョン、モーリン・オハラ（1941
年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D56

我が道を往く

一般

130分

ユーモア、映画鑑賞会キーワード

対 象

ワガミチヲユク

ニューヨークの下町にある小さな教会に赴任してきた若い牧師オリマー。希望を失った老牧師を励まし
ながら、ユーモアと型破りな行動で街の問題を次々と解決し、得意の歌で教会の再建にも乗り出してい
く。幸福を運ぶ風来坊といった役柄をビング・クロスビーが好演しています。アカデミー作品賞ほか
（1946年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D57

我が家の楽園

一般

127分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ワガヤノラクエン

大富豪カービーは奇妙な一家の反対によって工場用地の買収がうまくいかず悩んでいた。しかし、自分
の息子と一家の娘が恋人同士だということがわかり・・・。フランク・キャプラ監督の傑作。アカデ
ミー作品賞、監督賞。出演：ジーン・アーサー（1938年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D58

私を野球に連れてって

一般

93分

ミュージカル、コメディ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ワタシヲヤキュウニツレテッテ

フランク・シナトラとジーン・ケリーが見事なタップダンスを披露するミュージカル・コメディー。主
題歌は現在でもアメリカ国民の愛唱歌であり、今でも大リーグの試合中に歌われています。（1949年
　米）

カラー 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D59
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我等の生涯の最良の年

一般

170分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ワレラノショウガイノサイリョウノトシ

戦勝国アメリカが戦後に抱えた苦悩を、勇気と希望を謳歌して描いた作品です。同じ故郷に帰還した3人
の復員兵の家族や恋人といった人間模様を絡めて描いたヒューマンドラマ。ウィリアム・ワイラー監督
のアカデミー監督賞受賞ほか。出演：フレドリック・マーチ（1946年　米）

モノクロ 平成18年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D60

ローマの休日

一般

118分

不朽の名作、映画鑑賞会キーワード

対 象

ローマノキュウジツ

オードリー・ヘップバーンのアメリカ映画初主演作で、「永遠の妖精オードリー」が誕生した記念すべ
き作品です。アカデミー主演女優賞受賞。ヨーロッパ旅行中の某小国のお姫様アンはいつも侍従つきの
生活にうんざりです。たまには一人で自由に歩きまわりたい。そこでローマに着いた彼女は、スキを見
て大使館を脱出します。（１９５３年　米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D61

地上より永遠に

一般

118分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ココヨリトワニ

アカデミー作品賞他７部門を受賞した、アメリカの軍隊生活における過酷な現実を暴露した作品です。
ラッパ手のプルーが１９４１年の夏、ハワイの米軍基地へ転属されてくる。ここの中隊長はボクシング
狂でチームの強化を図っていた。プルーにも誘いがかかるが、かつて親友をボクシングの試合で失脚さ
せた過去のあるプルーは誘いを断る。これにより中隊長や小隊長にしごかれプルーは隊の中で孤立して
いく。そして運命の１２月７日、日本軍の奇襲の中、プルーの背中に味方の銃が向けられる・・・。
（１９５３年　米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D63

真昼の決闘

一般

84分

西部劇の傑作、映画鑑賞会キーワード

対 象

マヒルノケットウ

アカデミー主演男優賞他３部門受賞した西部劇の傑作です。西部の小さな町ハードレービルの日曜日、
教会で結婚したばかりのシェリフが任期を終え新妻ケリーと町を出ようとしていた。そこへ彼を仇とね
らう４人の無法者がお礼参りに来るという知らせが入る。町の人は勝ち目のないシェリフを助けようと
しない。決闘のときは刻々と迫ってきた・・・・・・・・。(１９５２年　米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D64

間諜最後の日

一般

87分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

カンチョウサイゴノヒ

サマセット・モームのスパイ小説「アシェンデン」を映画化したスパイ・サスペンス作品です。第一次
世界大戦中、イギリス諜報機関のアシェンデンは、敵のスパイの動静をさぐるためスイスへ。そこで彼
は敵と間違えて無実の旅行者を殺してしまうが・・・・・・・・・。（１９３６年　英）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D65
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救命艇

一般

96分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

キュウメイテイ

ヒチコックの監督作品。ヒチコックがアッと驚く登場を見せている。第二次世界大戦中、一隻の商船が
ドイツ軍の潜水艦に撃沈され生き残った７人の男女が救命艇に乗り込む。そこへ商船の爆発に巻き込ま
れて沈没した潜水艦のドイツ兵が泳ぎ着く。助けるべきか悩む７人だが、救命艇を操作できるのはその
ドイツ兵のみで、全員の運命が彼にゆだねられることになる・・・。（１９４４年　英・米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D66

白い恐怖

一般

111分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

シロイキョウフ

ヒチコック監督のラブ・サスペンス作品。アカデミー音楽賞受賞。精神科の女医と医学博士の恋に絡む
殺人事件。男の過去には恐るべき秘密があった・・・。（１９４５年　米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D67

見知らぬ乗客

一般

101分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ミシラヌジョウキャク

ヒチコック監督のサスペンス作品。ハードボイルの名匠レイモンド・チャンドラーが脚本を担当。妻と
別れたがっていた男が、列車に乗り合わせた見知らぬ乗客から「交換殺人」の話を持ちかけられ
る・・・。（１９５１年　米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D68

断崖

一般

99分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ダンガイ

ヒチコック監督の心理サスペンス・スリラー作品。アカデミー主演女優賞受賞（J・フォンテーン）富豪
の娘リーナは好男子ジョニーと熱烈な恋におち結婚をする。だがリーナは次第に夫の資産管理や友人関
係に不安を抱き始める・・・・・・。（１９４１年　米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D69

ロープ

一般

80分

スリラー映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ロープ

ヒチコック監督の始めてのカラー・スリラー作品。マンハッタンのアパートで二人の大学生が自分たち
の優秀さを証明するために同級生を絞殺する。二人はさらにスリルを味わうために殺人現場のアパート
でパーティーを開き被害者の父や恋人たちを招く。二人は一同を前に手の込んだ演出を見せるが、やが
て死体を見せたい衝動にかられていく・・・・・。（１９４８年　米）

カラー 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D70

山羊座のもとに

一般

117分

スリラー映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ヤギザノモトニ

ヒチコック監督のスリラー作品。１８３０年代のオーストラリアのシドニー。土地の名士サムとその妻
ヘンリエッタのもとへ、故国アイルランドから友人がやってくる。二人には暗い過去があっ
た・・・・・。（１９４９年　英）

カラー 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D71
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舞台恐怖症

一般

110分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ブタイキョウフショウ

ヒチコック監督のサスペンス作品。スターのシャーロットの夫が何者かに殺され、殺人の疑いが彼女に
かかっている。そこで演劇学校の学生のイブが父親や刑事の手助けにとメイドになってシャーロットの
もとへと乗り込み謎を解こうとする・・・・・・・・。（１９５０年　英）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D72

パラダイン夫人の恋

一般

115分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

パラダインフジンノコイ

ヒチコック監督の心理サスペンス作品。ロンドンの若手敏腕弁護士のアンソニーは名門パラダイン家の
当主が毒殺された事件の弁護を持ちかけられた。若く美貌の夫人が逮捕されたが、彼女は死んだ夫に献
身的に尽くしていたのではなかったか？次々と出てくる不利な証言。やがて意外な結末が・・・・・。
（１９４７年　米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D73

汚名

一般

101分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

オメイ

ヒチコックの監督作品。南米に逃れたナチの大物を追うFBI捜査官と、売国奴の汚名を着せられた父を持
つ娘アリシアの虚々実々の駆け引きが展開され・・・・・・。（１９４６年　米）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D74

三十九夜

一般

88分

サスペンス映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

サンジュウクヤ

ヒチコック監督のサスペンス作品。主人公の外交官が国際スパイ組織の暗殺事件に巻き込まれ、数々の
危機にあいながらも事件を解決していく。（１９３５年　英）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D75

自転車泥棒

一般

88分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ジテンシャドロボウ

アカデミー外国映画賞受賞。戦後混乱の都会で唯一の商売道具の自転車を盗まれた父子が、まる一日そ
の行方を捜し歩く。父子の眼を通して当時の困窮するイタリア庶民の姿をリアルに描いています。
（１９４８年　伊）

モノクロ 平成19年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D76

ホーム・スイートホーム　誰にも帰りたい家がある

一般

110分

家族愛、映画鑑賞会キーワード

対 象

ホームスイートホームダレニモカエリタイイエガアル

元オペラ歌手の祖父は認知症です。取り巻く家族の苦悩は限界に達しようとしていました。崩壊寸前の
家族がグループホームに活路を見出していく様子を描く心温まる家族愛の物語です。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：ア－クビジョン

映画D77
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山下清物語　裸の大将放浪記

一般

120分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード
対 象

ヤマシタキヨシモノガタリハダカノタイショウホウロウキ

放浪の天才画家山下清の生涯を限りない感動とあふれるユーモアで描く心温まる映画です。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：北星

映画D78

今日もよか天気たい

社会人

35分

人権啓発、社会教育研修　映画鑑賞会キーワード

対 象

キョウモヨカテンキタイ

視覚障害のある「京子」を通して、周りの人が人権の大切さに気づいていくストーリー展開になってい
ます。ある日、京子とたまたま同じバスに乗り合わせた乗客は、京子の存在や京子のとる行動によっ
て、自分の心の中にある偏見や差別に気づいていきます。さらに、多くの人から支えられてきた京子自
身もまた人の役に立つことで生きがいを見つけていきます。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：共和教育映画

映画D79

おくりびと

一般

131分

ヒューマンドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

オクリビト

人は誰でもいつか、おくりびとおくられびと・・・・・・・・・。すべての人に普遍的なテーマを通し
て、夫婦の愛、わが子への愛、家族への想い、友情や仕事への矜持などを描き出す、観る者に笑いと
涙、そして大きな感動を与えてくれる作品です。アカデミー賞外国語作品賞。（２００８年　日）

カラー 平成21年度受入

制作会社等：おくりびと製作委員会

映画D80

青い山脈

一般

183分

日本名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

アオイサンミャク

石坂洋二郎原作の小説を映画化した作品です。物語は、東北地方の港町を舞台に若者の男女交際をめぐ
る騒動をさわやかに描いた青春物語です。今井正監督。出演　池辺良・杉葉子・原節子。（１９４９年
　日）

モノクロ 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D81

晩春

一般

108分

日本名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

バンシュン

原作は広津和郎の小説「父と娘」です。結婚する娘と父の関係、娘を嫁にやる父親の悲哀を淡々とした
日常生活の中に描いた小津安二郎監督の代表的な作品です。出演　笠智衆・原節子。（１９４９年　
日）

モノクロ 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D82

お茶漬けの味

一般

115分

日本名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

オチャヅケノアジ

倦怠期を迎えた中年の夫婦。妻はお嬢様育ちが抜け切れず、旅行だ、野球観戦だと派手に飛び回る毎
日。性格の異なる夫婦の愛情を、ふと二人揃って食べたお茶漬けの味に見出す、夫婦の愛情の在り方を
描いた小津安二郎監督の野心作です。出演　佐分利信・小暮実千代。（１９５２年　日）

モノクロ 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D83
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東京物語

一般

136分

日本名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

トウキョウモノガタリ

地方から老いた夫婦が上京し、成長した子供たちの家を訪ねる。子供たちははじめは歓迎する
が・・・・・・・。戦後の日本の家族生活の崩壊を描き、人間の孤独感、死生観といったテーマまでも
取り込む、味わい深い作品です。監督　小津安二郎。出演　笠智衆・東山千栄子・山村聡。　
（１９５３年　日）

モノクロ 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D84

雨月物語

一般

97分

日本名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ウゲツモノガタリ

琵琶湖周辺に荒れくるう羽柴、柴田間の戦火をぬって北近江の陶工源十郎と義弟の藤兵衛は作りためた
焼物を捌きに旅に上った。その途中藤兵衛は通りかかった羽柴勢にまぎれ入った。合戦間近の城下で源
十郎はその陶器を数多く注文した上臈風の美女にひかれる・・・・・・・・・。ヴェネチア映画祭銀獅
子賞受賞。監督　溝口健二。出演　京マチ子・田中絹代・森雅之。（１９５３年　日）

モノクロ 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D85

地獄門

一般

89分

日本名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ジゴクモン

時は平清盛全盛の頃、清盛の留守を狙い反清盛派が都で乱を起こす。平康忠は上皇と西門院を救うため
身代わりの女袈裟を荷車に乗せ、その警護を盛遠に任せる。盛遠は任務を果たすが、袈裟に惚れ、彼女
の夫との間に確執が起こる・・・・・・。アカデミー特別賞（最優秀外国語映画）、カンヌ映画祭グラ
ンプリ受賞。監督　衣笠貞之助。出演　長谷川一夫・京マチ子。（１９５３年　日）

カラー 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D86

続・丹下左膳

一般

75分

日本名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ゾクタンゲサゼン

妖刀・乾雲、坤竜をめぐる江戸市内の混乱に心を悩ました南町奉行・大岡越前守は、将軍家を動かして
饗庭主水正を出府させる。類の及ぶのを恐れた主水正は、主君懐かしさに会いに来た左膳を追い払い、
月輪剣団に左膳暗殺を命ずるが・・・・・・・。監督　マキノ雅弘。出演　大河内伝次郎・水戸光子・
山本富士子。（１９５３年　日）

モノクロ 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D87

仔鹿物語

一般

128分

世界名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

コジカモノガタリ

フロリダ北部の森林地帯で農作を営むバクスター一家。幼い息子のジョディは、ある日森の中で小鹿を
見つけ、フラッグと名付けてかわいがる。だが、やがてフラッグとの悲しい別れがやってく
る。・・・・・・。アカデミー特別賞。出演　グレゴリー・ペック。（１９４７年　米）

カラー 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D88
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雨に唄えば

一般

102分

世界名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

アメニウタエバ

サイレントからトーキーへの転換期のハリウッドを舞台にした、ミュージカルの代表的な作品。ドンが
どしゃぶりの雨の中、キャッシーへの愛を歌い踊る名場面をはじめ、ミュージカルの醍醐味がぎっしり
詰め込まれた映画史上に残る傑作です。アカデミーミュージカル映画音楽賞。出演　ジーン・ケリー。
（１９５２年　米）

カラー 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D89

ショウ・ボート

一般

108分

世界名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

ショウボート

ミシシッピー沿岸を巡業する劇場船を舞台に、座長の娘と賭博師との恋、南部で労働に精を出す黒人の
姿などが名曲「オールマン・リバー」の調べにのって感動的に描かれた作品です。（１９５１年　米）

カラー 平成21年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D90

みすゞ

一般

105分

童謡詩人金子みすゞ、映画鑑賞会キーワード

対 象

ミスズ

夭折した幻の童謡詩人、金子みすゞの短くも波乱に満ちた生涯を端正な映像で描いています。田中美
里、中村嘉葎雄出演。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：紀伊國屋書店

映画D91

荒野の決闘

一般

97分

西部劇、映画鑑賞会キーワード

対 象

コウヤノケットウ

西部史で有名なワイアット・アープとクラントン一家のＯＫ牧場での対決に材をとったジョン・フォー
ド監督の名作。

モノクロ 平成22年度受入

制作会社等：ワールドピクチャー

映画D92

シャレード

一般

113分

ミステリー・コメディー、映画鑑賞会キーワード

対 象

シャレード

スキー場からパリの自宅に戻ったレジーナを待っていたのは、離婚予定だった夫の死。葬儀の会場には
見知らぬ三人の男が現れ・・・・。ケーリー・グラント、オードリー・ヘップバーン出演。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：ワールドピクチャー

映画D93

シェーン

一般

118分

西部劇、映画鑑賞会キーワード

対 象

シェーン

舞台は緑麗しいワイオミングの高原地帯。縁あって開拓移民のスターレット一家に厄介となる、旅人
シェーン。折しも、この地では開拓移民と牧畜業者の間で土地をめぐる諍いが起こっていた。やがて、
スターレット一家にもその騒動が飛び火してきた時、世話を受けていたシェーンは、彼らの間に割って
入っていく……。アラン・ラッド出演。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D94
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紳士は金髪がお好き

一般

92分

ミュージカル・コメディ、映画鑑賞会キーワード

対 象

シンシハキンパツガオスキ

ニューヨークからパリへと渡る二人のダンサー。金髪のローレライ（モンロー）は“金”、黒髪のドロ
シー（ラッセル）は“男”が目的だ。だがフランスへ向かう客船の中で紳士から貰った髪飾りが、パリ
についた二人を騒動に巻き込む事になった……。マリリン・モンロー、ジェーン・ラッセル出演。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D95

望郷

一般

94分

ラブロマンス、映画鑑賞会キーワード

対 象

ボウキョウ

舞台はアルジェリアのカスバ。パリを逃れ潜伏するペペ・ル・モコ（ギャバン）は、懐かしの町の匂い
を身に纏う女ギャビー（Ｍ・バラン）にぞっこんとなり、甘い逢瀬を重ねる。いよいよ女の去る日が来
て、慎重な男であったのに、軽率にも彼女を追って波止場に現れ、警察に捕まる。そして・・・。ジャ
ン・ギャバン出演。

モノクロ 平成23年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D96

バルカン超特急

一般

98分

ミステリー・サスペンス、映画鑑賞会キーワード

対 象

バルカンチョウトッキュウ

列車内で貴婦人が消えた。そして謎の事件に巻きこまれるヒロインを描いたサスペンス作品。出演は
マーガレット・ロックウッド、マイケル・レッドグレイブ。監督はアルフレッド・ヒッチコック。

モノクロ 平成24年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D97

黒水仙

一般

100分

世界名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

クロスイセン

ヒマラヤ山脈の麓の村に布教を目的にイギリスからやってきた修道女達。しかし、過酷な環境と現地の
住民達との関係から彼女達の信仰に揺らぎが生まれる・・・。デボラ・カー出演。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D98

キングソロモン

一般

80分

世界名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

キングソロモン

冒険小説『キング・ソロモンの宝窟』の映画化で、アフリカにロケを敢行したアドベンチャー・アク
ション。アランはアフリカ奥地で行方不明になった弟を探しに秘境にやってきた。彼は、弟がカルアナ
という前人未到の地で行方不明になったことを突き止めるが、そこにはソロモン王が隠した巨大なダイ
ヤが眠っているという伝説があった。監督：ロバート・スティーヴンソン、出演：ポール・ロブスン

モノクロ 平成25年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D99

アパッチ砦

一般

127分

世界名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

アパッチトリデ

ジョン・フォード監督とジョン・ウェインが組む“騎兵隊西部劇”3部作の第1作。辺境に左遷された頑
固な司令官と、鍛え上げた先任将校。騎兵隊は司令官のミスリードでインディアンと血みどろの決戦と
なり、壊滅していく。監督：ジョン・フォード、出演：ジョン・ウェイン

モノクロ 平成25年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D100
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第一七捕虜収容所

一般

119分

世界名作映画、映画鑑賞会キーワード
対 象

ダイジュウナナホリョシュウヨウジョ

ブロードウェイでヒットした舞台劇を基にした異色の戦争ドラマ。第二次大戦中のドイツの第17捕虜収
容所。その第4キャンプでは米空軍の軍曹ばかりが集められていたが、中でも曲者なのが悲観論者のセフ
トン。キャンプ内に独軍に通じるスパイがいると囁かれた時に、彼は真っ先に嫌疑をかけられ、仲間か
ら次第に除け者にされていった。孤立状態の中で、セフトンはひとり黙々とスパイ探しを続けるのだが
……。 監督：ビリー・ワイルダー、出演：ウィリアム・ホールデン

モノクロ 平成25年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D101

チャップリンの消防夫

一般

93分

世界名作映画、映画鑑賞会キーワード

対 象

チャップリンノショウボウフ

不世出の喜劇王チャーリーチャップリンの初期の傑作無声作品を収録。「チャップリンの消防夫」「午
前一時」「三つ巴事件」「チャップリンの移民」の４作品。

モノクロ 平成25年度受入

制作会社等：岩波映像

映画D102

ミラーを拭く男

一般

117分

映画鑑賞会キーワード
対 象

ミラーヲフクオトコ

これまで数多くの秀作を輩出してきたサンダンス・NHK国際映像作家賞の2002年受賞作を映画化。定
年間近に起こした交通事故をきっかけに、生活が一変してしまった男とその家族の崩壊と再生を描く。
声高なメッセージはないが夫婦の絆、家族のあり方を静かに問うのは、本作が劇場長編デビューとなる
梶田征則。出演にはベテラン緒形拳、12年ぶりに映画出演となる栗原小巻、DA PUMPの辺土名一茶、
「ちゅらさん」の国仲涼子ら多彩な面々が顔を揃えている。

カラー 平成25年度受入

制作会社等：パル企画

映画D103

ザ★チャンプ　伝説のファイター

一般

112分

世界名作映画、人間ドラマキーワード

対 象

ザチャンプ　デンセツノファイター

新聞社で働くスポーツ記者のエリックは、ある日少年たちに襲われているホームレスを助ける。彼は元
ボクサーでヘビー級世界ランク３位のサッターフィールドだと名乗る。大きなネタを探していたエリッ
クは取材を始めるが…。監督　ロッド・ルーリー。出演　サミュエル・L　ジャクソン、ジョシュ・ハー
トネット。（2007　米）

カラー 平成26年度受入

制作会社等：トランスフォーマー

映画D104

人生、いろどり

一般

112分

日本映画、人間ドラマキーワード

対 象

ジンセイイロドリ

徳島県、上勝町。活気を無くした町の農協職員　江田は、山で採れる葉っぱを料理の”つまもの”とし
て売ろうと思いつく。英恵と薫は、家族に内緒で葉っぱづくりに参加する。70、80代の女性達の活躍
と友情を描く、感動の実話。監督　御法川修。出演　吉行和子、富司純子。（2012年　日）

カラー 平成26年度受入

制作会社等：アミューズソフト

映画D105
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モンパルナスの灯

一般

108分

世界名作映画、人間ドラマキーワード

対 象

モンパルナスノヒ

第一次世界大戦後のモンパルナス。麻薬とアルコールに溺れ、病を患う若き画家モディリアー二は、才
能が世に認められず荒んだ生活を送っていた。ある日、美しき画学生ジャンヌと出逢い恋に落ち、彼は
創作に向かう意思を蘇らせるが・・・。監督　ジャック・ベッケル。出演　ジェラール・フィリップ、
リリー・パルマー。（1958年　仏）

モノクロ 平成26年度受入

制作会社等：ｱｲ･ｳﾞｨｰ･ｼｰ

映画D106

フレンチ・カンカン

一般

104分

世界名作映画、ミュージカルキーワード

対 象

フレンチカンカン

1888年、歓楽の都パリ。ダングラールの劇場は大繁盛とおもいきや、舞台裏は火の車。ある時、場末
のキャバレーで旧式カンカンを踊る洗濯娘と出会ったダングラールは、あるアイデアがひらめいた。フ
レンチ・ミュージカル。監督　ジャン・ルノワール。出演　ジャン・ギャバン、フランソワーズ・アル
ヌール。

カラー 平成26年度受入

制作会社等：ｱｲ･ｳﾞｨｰ･ｼｰ

映画D107

大決戦！超ウルトラ８兄弟

小学生、中学生、高校生、一般

97分

日本映画、SF、ファンタジーキーワード

対 象

ダイケッセン　チョウウルトラ　ハチキョウダイ

空想の中にしか存在しないはずの怪獣が現れ、横浜の町を破壊し始めた。駆けつけたウルトラマンメビ
ウスは、ダイゴのアドバイスのおかげで怪獣を倒すことができたが、世界に危機が迫っていた。監督　
八木　毅。出演　長野博、つるの剛。（2008年　日）

カラー 平成26年度受入

制作会社等：バンダイビジュアル

映画D108

殯の森

一般

97分

日本映画、人間ドラマキーワード

対 象

モガリノモリ

奈良の山間にあるグループホームで、亡き妻の思い出とともに静かに暮らすしげき。介護福祉士の真千
子も、子どもを亡くした喪失感を抱えていた。少しずつ打ち解け合う２人は、ある日、しげきの妻が眠
る森に墓参りに出かける。第60回カンヌ国際映画祭グランプリ受賞作品。監督　河瀬直美。出演　うだ
しげき、尾野真千子。（2007年　日仏）

カラー 平成26年度受入

制作会社等：トランスフォーマー

映画D109

王子と乞食

小学生、中学生、高校生、一般

116分

世界名作映画、人間ドラマキーワード

対 象

オウジトコジキ

1547年、ロンドン。少年トムは王子様になるという夢があるが、現実は、父親に盗みを強要され、荒
んだ毎日を送っていた。ある日、追われたトムは宮殿に迷い込み、驚くほど自分と容姿の似通ったエド
ワード王子と出会う。監督　リチャード・フライシャー。出演　オリヴァー・リード、ラクエル・ウェ
ルチ。（1977年　英米）

カラー 平成26年度受入

制作会社等：ｱｲ･ｳﾞｨｰ･ｼｰ

映画D110
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ミルドレッド　50歳からのスタートライン

一般

105分

世界名作映画、人間ドラマキーワード

対 象

ミルドレッド　50サイカラノスタートライン

ミルドレッドは娘のアンをいつまでも子ども扱いし、家出される。その矢先、向かいに住むモニカは夫
を追い出す。モニカは、自分の幼い息子を実の息子のように可愛がるミルドレッドに真の友情を感じ、
ある晩バーに連れ出す。監督　ニック・カサヴェテス。出演　ジーナ・ローランズ、マリサ・トメイ。
（1996年　米）

カラー 平成26年度受入

制作会社等：ｱｲ･ｳﾞｨｰ･ｼｰ

映画D111

フェイトレス　運命でなく

一般

140分

世界名作映画、人間ドラマキーワード

対 象

フェイトレス　ウンメイデナク

1944年、ハンガリー・ブタペスト。14歳のユダヤ少年ジュルカは、父親がナチスに召集されてしまっ
た為、工場で働き始めた。しかし、ジュルカはじめ多くの少年たちは、やがてアウシュビッツへ運ばれ
てしまう。原作はノーベル賞作家ケルテーズ・イムレ。音楽はエンリオ・モリコーネ。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：アイ・ヴィー・シー

映画D112

マダム・イン・ニューヨーク

一般

134分

人生の輝き、勇気、コンプレックスキーワード

対 象

マダム・イン・ニューヨーク

普通の主婦シャシの悩みは、家族の中で自分だけ英語ができないこと。そんな彼女が姪の結婚式でＮＹ
へ。広告で見た英会話学校で、仲間と英語を学ぶうちに、夫に頼るだけの主婦から、一人の人間として
の自信を取り戻していく。しかし、学校に行っている間に幼い息子がケガをしてしまう…。監督：ガウ
リ・シンデー　出演：シュリデヴィ（2012年　印）　　

カラー 平成28年度受入

制作会社等：マダム・イン・ニューヨーク委員会

映画D113

おじいさんと草原の小学校

一般

103分

学ぶことの大切さ、克己キーワード

対 象

オジイサントソウゲンノショウガッコウ

2003年、無償教育制度がスタートしたケニア。今まで教育を受ける機会がなかった84歳のマルゲ、
“文字が読みたい”一心で馬鹿にされながらも小学校に入学する。毎夜、独立戦争時代の壮絶な過去が
彼を苦しめるのだが、その情熱は、歴史を知らない子どもや政府までも動かしていく…。監督：ジャス
ティン・チャドウィック　出演：ナオミ・ハリス　（2010年　英）

カラー 平成28年度受入

制作会社等：アミューズメントソフト

映画D114

旅立ちの島唄　～十五の春～

一般

114分

離島、１５の春キーワード

対 象

タビダチノシマウタ　～ジュウゴノハル～

南大東島。那覇から船で13時間かかるこの島には高校がない。子どもたちは15歳の春に島を出て、家
族と離れて暮らさねばならない。中学3年生になった仲里優奈も卒業の春に島唄「アバヨーイ（さような
ら）」を家族へ精一杯の思いを込めて歌う…。実話をもとに生まれた感動ストーリー。監督：吉田康弘
　出演：三吉彩花　大竹しのぶ

カラー 平成28年度受入

制作会社等：アミューズメントソフト

映画D115
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植村直己物語

一般

140分

勇気、愛情キーワード
対 象

ウエムラナオミモノガタリ

1973年、植村直己は野崎公子に出会い心を惹かれ自分の著書を贈る。大学時代、山岳部の落ちこぼれ
であった彼は、友人の話から海外への憧れを抱き、グループでのヒマラヤ登頂に成功した。その後は単
独で の登山を続け、遂には五大陸の最高峰単独登頂に成功。読み終えた公子は、深く感動し植村のプロ
ポーズを承諾し結婚する。しかし、冒険への意欲は衰えること無く、南極大陸を犬ぞリで横断する計画
を立てるのだが…。出演：西田敏行　倍賞千恵子　（1986年　日）

カラー 平成28年度受入

制作会社等：アミューズメントソフト

映画D116

午後の遺言状

一般

112分

生きる、日本映画鑑賞会キーワード

対 象

ゴゴノユイゴンジョウ

避暑地でめぐり逢うかつての大親友三人の時にシニカルでユーモラスな人間模様。ともすれば深刻に
なってしまう“老い”というテーマを軽快なタッチで描き、感動を運んでくれます。監督　新藤兼人　
出演　杉村春子　音羽信子　朝霧鏡子　（1995年　日）

カラー 平成29年度受入

制作会社等：近代映画協会

映画D117

アンネの日記

一般

123分

戦争、迫害、映画鑑賞会キーワード

対 象

アンネノノニッキ

原作：アンネ・フランク　第二次世界大戦下のオランダ・アムステルダム。ユダヤ人への迫害が悪化
し、狭い隠れ家に身をひそめて暮らすアンネ・フランクの4人家族。物音ひとつ立てられない窮屈な部屋
の中でもアンネは持ち前のユーモアで日記を綴っていく…。監督　ガレス・ディヴィス　出演　キャサ
リン・スレシンジャー　（1987年　英）

カラー 平成29年度受入

制作会社等：アイ・ヴィー・シー

映画D118

ゆずり葉の頃

102分

想いを貫く、日本語の美しさキーワード

対 象

ユズリハノコロ

市子が少女の頃に想いを寄せていた人は、今では国際的な画家となっていた。彼の個展の記事を目にし
た市子は、秋深まる軽井沢へ思い出の1枚の絵を求めて旅立つ。人のぬくもりに触れてやさしくほどけて
ゆく市子の心を描く人生賛歌。監督・脚本：中みね子（故・岡本喜八監督夫人）出演：八千草薫　仲代
達矢（2014年　日）第３６回モスクワ国際映画祭特別招待作品

カラー 平成30年度受入

制作会社等：岡本みね子事務所

映画D119

麦秋

124分

父と娘の親子関係キーワード

対 象

バクシュウ

娘の結婚問題を心配する家族の姿を描いた小津安二郎監督によるホームドラマの秀作。間宮家では、
娘・紀子の婚期が遅れていることが悩みだった。そんな時、紀子は家族の反対を押し切り彼の転勤先へ
と嫁いでいくのだった…。出演：原節子、笠智衆、淡島千景ほか　（1951年　日）

モノクロ 平成30年度受入

制作会社等：文輝堂

映画D120
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風雲児信長

90分

時代劇、戦国時代キーワード

対 象

フウウンジノブナガ

斎藤道三の娘・濃姫の嫁取りから、幽閉中の松平竹千代（のちの徳川家康）との交流を経て、竹千代を
今川へ引き渡すまでの若き信長が描かれる。信長を演じる時代劇の大スター、片岡千恵蔵の縦横無尽な
暴れん坊ぶりもさることながら、脇役としていぶし銀の志村喬のとのやり取りが秀逸な作品である。出
演：片岡千恵蔵、高木永二、宮城千賀子ほか 　（1940年　日）

モノクロ 平成30年度受入

制作会社等：文輝堂

映画D121

伊賀の水月剣雲三十六騎

83分

痛快時代劇キーワード

対 象

イガノスイゲツ　 ケンウンサンジュウロッキ

池田富保監督作品。日本映画史上に輝く往年の名スター阪東妻三郎の豪快で男気のある気質を活かした
作品 。柳生流免許皆伝の荒木又右衛門は、師・但馬守の推挙を受け 大和郡山の本多家に仕官する。義弟
から敵討ちの助太刀を頼まれ、鍵屋の辻で敵 を待ち伏せするのだが…。出演：坂東妻三郎、高山広子ほ
か（1942年　日）

モノクロ 平成30年度受入

制作会社等：文輝堂

映画D122

愛妻物語

96分

夫婦愛キーワード

対 象

アイサイモノガタリ

新藤兼人の監督デビュー作。妻を音羽信子が演じ、実際のエピソードを数多く盛り込んだ駆け出しのシ
ナリオライターを描いた新藤兼人の自伝的作品。戦争の影が濃くなる時代に何とか映画を作り続けよう
とする映画人の気質や時代背景をバックに、人に対する思いやりや目的を達成するための努力、日本人
が失いかけているものがある映画である。出演：乙羽信子、宇野重吉ほか　（1951年　日）

モノクロ 平成30年度受入

制作会社等：文輝堂

映画D123

紙屋悦子の青春

一般

113分

人間ドラマ、映画鑑賞会キーワード

対 象

カミヤエツコノセイシュン

名匠　黒木和雄監督最後の作品。戦争の風化が叫ばれる今、戦時下を生き抜く庶民の日常と、戦争を生
き残った者の心情を鮮烈、かつ暖かく描き出した。監督：黒木和雄　出演：原田知世　（２００６年　
日）文部科学省特別選定作品

カラー 平成31年度受入

制作会社等：バンダイビジュアル・アドギア

映画D124

サクラサク 

一般

 107分

人間ドラマキーワード

対 象

サクラサク 

仕事一筋に生きてきた俊介。だが父親が認知症を発症したことで、家族と向き合わざるを得なくなる。
そこで見たものは、崩壊寸前の家族の姿だった。「春、満開の桜が美しかった」という父の言葉に、俊
介は家族旅行を決行する。原作:さだ まさし　監督:田中 光敏　出演:緒形 直人・南 果歩（c2014年　日
本）

カラー 令和3年度受入

制作会社等：東映ビデオ

映画D125
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バグダッドの盗賊 

一般

 106分

アクション/スペクタクルキーワード

対 象

バグダッドノトウゾク

夢の都バグダッドを荒らす盗賊が美しい王女にひとめ惚れ。そこへ花婿候補に各国の王子が乗り込んで
きた。7か月以内に一番珍しい宝物を持ってきた王子が花婿に選ばれることになる。スペクタクル・ファ
ンタジー。1940年米アカデミー賞カラー撮影賞・カラー美術監督賞・特撮賞　監督:ルドウィッヒ・ベ
ルガー　出演:サブー(1940年　英)※日・英吹替あり

カラー 令和3年度受入

 制作会社等：アイ・ヴィー・シー

映画D126

ベトナムの風に吹かれて 

一般

114分

人間ドラマキーワード

対 象

ベトナム ノ カゼ ニ フカレテ 

ベトナム・ハノイで日本語教師として働くみさおが、父の訃報を受けて故郷・新潟に戻ると、母は認知
症を煩い、父の死さえ理解していなかった。みさおは、兄たちの反対をおしきり、ベトナムに母を連れ

 ていく決意をする。　原作　小松みゆき　監督:大森 一樹　主演:松坂 慶子・草村 礼子(2015年　日本) 

カラー 令和3年度受入

制作会社等：ローランズ・フィルム

映画D127

アニメ

手塚治ワールド　鉄腕アトム

小学生、中学生、高校生、一般

23分

ＡＳＴＲＯ　ＢＯＹ鉄腕アトム、バリアフリー版ありキーワード

対 象

テヅカオサムワールドテツワンアトム

世界ではロボットが、人間の手足となって活躍しています。アトムは心を持つロボットとして誕生しま
した。心を持ったロボットの存在は、様々な人に波紋を広げますが、アトムは素晴らしい能力で活躍し
ます。

カラー 平成16年度受入

制作会社等：手塚プロダクション・電通・ソニ－・フジテレビ

アニメD1

シートン動物記　タラク山の熊王

小学生、中学生

23分

シートン動物記、バリアフリー版ありキーワード

対 象

シートンドウブツキタラクヤマノクマオウ

猟師のランは2匹のこぐまを育て、ジャックと名づけた頭の良いこぐまが大好きでした。しかし、ジャッ
クを手放すことになり、猟師をやめてしまいました。ある日、牛や羊を襲う「タラク山の熊王」をしと
めて欲しいという話が持ち上がり、ランは熊王を追って山に向かいました。

カラー 平成16年度受入

制作会社等：エイケン

アニメD2

長くつしたのピッピ

幼児、小学生、一般

76分

子ども達に優しさと夢と冒険を与える、バリアフリー版ありキーワード

対 象

ナガクツシタノピッピ

赤毛のお下げに左右色違いの長くつした。とっても元気なイタズラ好きの女の子ピッピが、次々に巻き
起こす奇想天外な大騒動。

カラー 平成16年度受入

制作会社等：教配

アニメD3
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アニメ名作シリーズ　第1巻　ファンタジア

幼児、小学生

117分

名曲、ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

アニメメイサクシリーズダイ1カンファンタジア

バッハやチャイコフスキー、ベートーヴェンなどの世界的に有名なクラッシック音楽とともに、ミッ
キーをはじめ、妖精・天使・ユニコーン・ケンタウロス・悪魔などが繰り広げる幻想的な世界が広がっ
ていきます。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD4

アニメ名作シリーズ　第2巻　バンビ

幼児、小学生

70分

ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

アニメメイサクシリーズダイ2カンバンビ

緑の豊かな森の奥で、1頭の雄の子鹿が生まれました。バンビと名付けられた王子、母の愛と森の仲間に
見守られながら、すくすくと育っていきます。フクロウさんや、ウサギのジャスパー、スカンクのフラ
ワーとの楽しい時間・・・。遠くから見守る、森の王である父。厳しい冬を耐えやっと春を迎えるこ
ろ、悲しいことに、狩にきたハンターの銃弾によって、母は命を落としてしまったのです・・・。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD5

アニメ名作シリーズ　第3巻　ダンボ

幼児、小学生

62分

ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

アニメメイサクシリーズダイ3カンダンボ

サーカスの象ジャンボの元にコウノトリが運んできた神様の贈り物。その子象の名前を“ダンボ”とい
いました。ところがあまりにも大きすぎる耳のため、芸をしてもからまったり、踏んづけて転んだり失
敗ばかり。笑いものにされるダンボを母は愛情いっぱいに抱きしめるのでした。しかしダンボをいじめ
た人間に怒り暴れた母は、檻の中に閉じこめられてしまいます。そんな悲しむダンボを力づけたのは、
ねずみのティモシーでした。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD6

アニメ名作シリーズ　第4巻　シンデレラ

幼児、小学生

72分

ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

アニメメイサクシリーズダイ4カンシンデレラ

継母や姉たちからいじめられ、召使いの様に働らかされても、いつかきっと幸せになれると信じるシン
デレラ・・・。ある時、国王は王子の結婚相手をみつけるために、お城で舞踏会を開くことにしまし
た。しかし、せっかくねずみのジャックたちが直してくれた母の形見のドレスを、姉たちに破かれてし
まいます。そんな嘆き悲しむシンデレラの前に現れた妖精が“ビビディ・バビディ・ブー”と唱える
と、カボチャは馬車になり、シンデレラは輝くばかりのドレス姿に変身するのでした。お城での夢のよ
うな時はまたたく間に過ぎて・・・。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD7

アニメ名作シリーズ　第5巻　白雪姫

幼児、小学生

81分

ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

アニメメイサクシリーズダイ5カンシラユキヒメ

雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。継母の女王は、自分より美しい者がいることを許すことがで
きません。そんな女王はいつも「この世で最高に美しい女は？」と“魔法の鏡”に問いかけていまし
た。しかしある日、ついに鏡は白雪姫の方が美しいと告げてしまいました。その嫉妬はすぐに憎しみと
なり、女王は白雪姫を殺してしまおうとするのでした。そのことを知らされ、森の奥へと逃げ込んだ白
雪姫は、一軒の小さな家に住む7人の小人に助けられます。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD8
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アニメ名作シリーズ　第6巻　ピノキオ

幼児、小学生

86分

ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

アニメメイサクシリーズダイ6カンピノキオ

心を込めて作り上げた木の人形“ピノキオ”が、人間の子どもになって欲しいと星に願うジェペットじ
いさん。妖精はピノキオを、自由に動き回り、話すことができるようにしました。でも本当の子どもに
なるためには、勇気をもち、正直で優しくなければなりません。そこでこおろぎのジミニーを、ピノキ
オが正しい道を歩めるように“監視役”にしたのです。しかし、ピノキオは、学校へ行く途中でネコと
キツネにサーカスに誘われ、ついに鳥かごに閉じ込められてしまいます。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD9

アニメ名作シリーズ　第7巻　ピーターパン

幼児、小学生

75分

ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

アニメメイサクシリーズダイ7カンピーターパン

いつも弟ジョンとマイケルにピーターパンの話を聞かせている姉のウエンディは、お父さんに子ども部
屋をでるようにと言われてしまいます。その夜、ピーターパンと妖精のティンカー・ベルが、なくした
影を探しにやってきました。目を覚ました子どもたちは、ピーターパンの住む、永遠に子どものままで
いられる夢と冒険の国・ネバーランドへと旅立っていきました。しかしそこでは事件が起こっていまし
た。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD10

アニメ名作シリーズ　第8巻　ふしぎの国のアリス

幼児、小学生

73分

ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

アニメメイサクシリーズダイダイ8カンフシギノクニノアリス

アリスは森の中で、懐中時計を持ち、チョッキを着た慌てて走るウサギを追いかけているうちに、木の
根に掘られた深い穴に落ちてしまいます。そこはまさにトンチンカンでミョウチキリンでアベコベ
で・・・奇妙な世界。船乗りのドードやおかしな双子のディーとダム、パンとバタフライや馬バエ、水
タバコを吸ういも虫やニヤニヤ笑いのチェシャ猫などで一杯です。しかも身体が縮んだり伸びたり、ス
ミレやユリたちが歌ったり、イカレ親父らと何でもない日を祝ったり・・・。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD11

アニメ名作シリーズ　第9巻　ガリバー旅行記

幼児、小学生

74分

スイフト原作、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

アニメメイサクシリーズダイ9カンガリバーリョコウキ

南の海で大きな嵐に襲われ、難破した水兵のラミュエル・ガリバーは、命からがらある島に流れ着きま
した。砂浜に横たわり、死んだように眠っていたガリバーを見つけたのは小人たちでした。ここは小人
の国・リリパットだったのです。初めてみる巨人を恐れる人々は、ガリバーを台車にくくりつけ町へと
運んでいきますが、すぐにその優しさに心を開いていきます。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD12

アニメ名作シリーズ　第10巻　三人の騎士

幼児、小学生

70分

ディズニー作品、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

アニメメイサクシリーズダイ10カンサンニンノキシ

ある日ドナルド・ダッグに届いた、ラテン・アメリカの友人からの誕生日プレゼント。大きな箱の中に
入っていたのは、映写機と8ミリフイルムでした。ドナルドは大喜びで、南極の寒がりペンギン「パブ
ロ」や少年ガウチョと空飛ぶロバの「ブリトー」の物語を楽しみました。次のプレゼントは、飛び出す
絵本です。その本から抜け出してきた「ホセ・キャリオカ」に誘われて、不思議な体験をすることにな
ります。バイーアの美女に出会ったり、早撃ち「パンチート」も加わった三人でメキシコへ旅をしたり
するのです。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アプロック

アニメD13
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絵からとびだしたねこ

幼児、小学生

15分

日本のおばけ話、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

エカラトビダシタネコ

むかしむかし、ねこの絵をかくことが、大好きな小坊主さんがおりました。おしょうさんが注意して
も、らくがきをやめないので、寺を追い出され、ねこの絵をいっぱい抱えて、森のはずれの荒れ寺に泊
まることにしました。何だか不気味な荒れ寺でしたが、大好きな絵があれば、気持ちの落ちつく小坊主
さんは、壁いっぱいにねこの絵をはりました。すると・・・。※ＶＨＳ版も所蔵しています。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：ユ－メックス・オ－プロダクション

アニメD14

くまのおいしゃさん　すてきなコンサート

幼児、小学生

23分

思いやりの心、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

クマノオイシャサンステキナコンサート

くまのお父さんは森のおいしゃさん。そのお父さんに、歌手のエリザベッツさんから、クリスマスコン
サートの招待状が届きました。くまのサベアとエベアの姉妹はお父さんとコンサート会場へ出かけるこ
とになり大喜びです。ところが出かける途中で、お父さんに「赤ん坊がタバコを食べて苦しんでいるの
で助けてください」と声がかかった。そこで・・・。※バリアフリー版（日本語字幕）も所蔵していま
す。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：北星

アニメD15

どんぐりと山猫

小学生

20分

宮沢賢治名作童話、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ドングリトヤマネコ

ある晩、一郎の家におかしなハガキが届いた。それは、山猫からの手紙で、明日ぜひ山猫に会いに山へ
来て欲しいというものだった。翌朝、山奥へ入ると、にわかに明るくなり、そこに美しい黄金色の草地
が広がっていた。突然、風が吹いて草は一面に波立ち、山猫が現れた。山猫は昨日から続く面倒な裁判
について、一郎の意見を聞きたいのだと言ってきた・・・。宮沢賢治名作童話アニメ。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：学習研究社

アニメD16

なかよしおばけ　1巻　おばけパーティ他　全6話

幼児、小学生

42分

なかよしおばけｼﾘ-ｽﾞ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

ナカヨシオバケダイイッカンオバケパーティホカゼンロクワ

１．おばけパーティ：食べたり飲んだりするたびに色がかわるおばけたち。今日はみんなで料理を作り
ましたが・・・／２．おばけとカミナリの夜：ジョルジュがカミナリに打たれて感電してしまいまし
た。ボボ先生は助けてくれるのでしょうか？／３．いたずらっこスタンリー：たいへん！わんぱくスタ
ンリーがやってくる！おばけたちは対策を練って、スタンリーと対決します。／４．おばけ砂漠へ行く 
／５．アンリとお風呂のアワ／６．.おばけの時間旅行

カラー 平成18年度受入

制作会社等：トライネットエンタテイメント

アニメD17

なかよしおばけ　2巻　おばけの地下室たんけん他　全6話

幼児、小学生

42分

なかよしおばけｼﾘ-ｽﾞ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

ナカヨシオバケダイニカンオバケノチカシツタンケンホカゼンロクワ

１．おばけの地下室たんけん：地下室から何か音がきこえます。こわがりのおばけたちがおそるおそる
地下室へ行くと・・・。／２．いなくなったワンちゃん：かくれんぼをしていたら、ワンちゃんがいな
くなってしまいました。何を勘違いしたのでしょう。／３．おばけのミステリー：最後の一つがなく
なってしまうという怪現象が起こりました。一体誰の仕業でしょうか？／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

カラー 平成18年度受入

制作会社等：トライネットエンタテイメント

アニメD18
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なかよしおばけ　3巻　おばけネス湖へ行く他　全6話

幼児、小学生

42分

なかよしおばけｼﾘ-ｽﾞ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

ナカヨシオバケダイサンカンオバケネスコヘイクホカゼンロクワ

１．おばけネス湖へ行く：ネス湖にネッシーを探しにいったおばけたち。見つからなかったけど、何と
写真を見ると・・・。／２．おばけとあたらしい友達：迷いこんだ赤ちゃんドラゴン。しゃっくりをす
るたびに火を吹くので大騒ぎです。／３．エドワールの腹話術：腹話術の練習をしすぎてエドワールの
声が出なくなってしまいました。またもやボボ先生の助けを求めます。／４．おばけと落っこちたお星
さま／５．おばけといやな天気／６．おばけの洗濯

カラー 平成18年度受入

制作会社等：トライネットエンタテイメント

アニメD19

なかよしおばけ　4巻　おばけ遊園地に行く他　全7話

幼児、小学生

49分

なかよしおばけｼﾘ-ｽﾞ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

ナカヨシオバケダイヨンカンオバケユウエンチニイクホカゼンナナワ

１．おばけ遊園地に行く：遊園地のマジックミラーに映った姿から戻れなくなってしまったエドワー
ル。解決策はあるのでしょうか？／２．おばけとけがをしたこうもり：けがをしたこうもりが飛べるよ
うになるように、みんなで頭をひねりました。さて結果は・・・？／３．おばけの水中たんけん：金魚
のキキの食欲がありません。金魚って本当はなにを食べさせればいいのでしょう？／４．おばけの山登
り／５．おばけの宝さがし／６．おばけのコンサート／７．スタンリーのペット

カラー 平成18年度受入

制作会社等：トライネットエンタテイメント

アニメD20

なかよしおばけ　5巻　おばけ空をとぶ他　全7話

幼児、小学生

49分

なかよしおばけｼﾘ-ｽﾞ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

ナカヨシオバケダイゴカンオバケソラヲトブホカゼンナナワ

１．おばけ空をとぶ：届いた白紙の手紙を紙飛行機にして飛ばしました。スリリングな飛行の果てに到
着したのはネス湖でした。／２．ジョルジュ　ヒーローになる：スーパーゴーストになりきっている
ジョルジュ。ところが自分から騒動を起こしてしまって・・・。／３．雲につかまったアンリ：アンリ
の上にはずっと雲がかかっていて雨が降り続いています。笑わすと治るそうですが・・・。／４．リュ
シーの温室／５．グリグリおばちゃんのバイク戦争／６．おばけの大きな虹／７．おばけ島へ行く

カラー 平成18年度受入

制作会社等：トライネットエンタテイメント

アニメD21

なかよしおばけ　6巻　おばけのキャンプ旅行他　全7話

幼児、小学生

49分

なかよしおばけｼﾘ-ｽﾞ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ナカヨシオバケダイロッカンオバケノキャンプリョコウホカゼンナナワ

１．おばけのキャンプ旅行：キャンプをしていたら大雨が降り出し、まるで島に取り残されているみた
いに。リュシーが考えた解決策とは？／２．リュシー星に願いを：大きな星の夢を見てから、願い事が
かなうようになったリュシー。それに気付かず、とんでもないお願いをしてしまい・・・。／３．おば
け氷の国へ行く：熱波がおばけたちを襲いました。水も涸れ困っていた時に見つけた不思議な鍵がみん
なを氷の国へ導いてくれました。／４．おばけと大きなあしあと／５．おばけの大捜査／６．おばけと
不思議な穴／７．ジョルジュ宇宙へ行く

カラー 平成18年度受入

制作会社等：トライネットエンタテイメント

アニメD22

ミミちゃんのてとてとて

幼児、小学生、保護者

18分

万引き防止、親子、アニメ、親子懇談会キーワード
対 象

ミミチャンノテトテトテ

うさぎのミミちゃんは、お母さんとよく来る、ショッピングセンターの前にきていました。「折り紙を
見て帰ろう」と文具コーナーに行きました。「これで鶴を折ってお父さんにプレゼントしたらきっと喜
んでくれる。こんなにいっぱいあるのだから、一つぐらい持って帰ってもいいよね」と思いました。万
引きは「犯罪」であることを子どもにしっかりと理解させなければなりません。また万引きをしてし
まった子どもの心から発する言葉を受け止めてあげなければなりません。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アニメーション画房　わ組

アニメD23
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ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ　もったいない

幼児、小学生

22分

環境、アニメ、子ども環境教室キーワード

対 象

モッタイナイモッタイナイ

一人一人の「もったいない」の心が世界中に大きな輪を広げる、不思議な生き物と動物たちの物語。木
の実も果物も野菜も水も空気もとってもおいしい緑豊かな森「まんぷく村」で多くの動物たちが平和に
暮らしていました。そして生活で出てくるゴミは森のはずれにある「ゴミ捨て谷」に何も考えずに捨て
ていました。ところがあるとき大雨が続き、村のあのきれいな川はゴミが浮き、野菜なども採れませ
ん。そこで元の「まんぷくの森」の「まんぷくの村」に戻すのにはどうしたものかと考えます。そして
みんなでゴミの出し方を考えたのでした。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アニメーション画房　わ組

アニメD24

山古志村のマリと三匹の子犬

小学生

45分

命の尊さ、思いやり、アニメ、命の大切さを考える映画教室キーワード

対 象

ヤマコシムラノマリトサンビキノコイヌ

新潟県旧山古志村で、マリという犬が幸せに暮らしていました。2004年10月23日中越地震が山古志
村を襲ったのです。三匹の子供を生んだばかりのマリの家では、寝ていたおじいさんが、倒れたタンス
の下敷きになってしまいました。そこへ鎖で繋がれていたはずのマリが、そばにやってきて顔をなめ続
けました。マリに勇気付けられたおじいさんは生きる希望を取り戻します。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：スカイアンドロ－ド

アニメD25

おかあさんのやさしい手

小学生、保護者

23分

家族愛、アニメ、親子映画会キーワード

対 象

オカアサンノヤサシイテ

お母さんの「やさしい手」に気づいたのは、おじいちゃんを家族で病院にお見舞いに行ったときのこと
でした。おじいちゃんは今年72歳、大手術をした後です。突然おじいちゃんが苦しく吐きそうになりま
した。「お父さん！だいじょうぶ？」口元にさっとお母さんの手がいきました。「お父さん。遠慮しん
でも吐いていいよ。手で受け止めてあげるから」おじいちゃんは下を向いたまま目に涙がたまっていま
した。思わず私も差し出していました・・・。私たちが忘れがちな家族愛について考えさせてくれま
す。

カラー 平成18年度受入

制作会社等：アニメーション画房　わ組

アニメD26

ジャングル大帝　旅立ち

小学生

24分

手塚治虫名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ジャングルタイテイタビダチ

レオはアフリカに送還されることになった。しかし、レオが送り込まれた場所は人の管理下に置かれた
サファリーパークでした。「本当のジャングルへ逃げろ」。サファリーパークに保護されているヌーの
言葉を胸にレオはケンイチと一緒にサファリーパークからの逃亡を図るのでした・・・。バリアフリー
版（字幕ス－パ－/副音声付）も所蔵しています。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：学研・日本経済社・テレビ東京・手塚プロ

アニメD27

楽しいムーミン一家　ムーミン谷の春

小学生

25分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

タノシイムーミンムーミンダニノハル

春が来て、ムーミン谷の住人が冬の眠りから目覚めました。ムーミンはみんなを誘って山に登り、帽子
を見つけました。その帽子はとても不思議な帽子でした。・・・・.・・・・。※バリアフリー版(字幕
スーパ－・副音声）も所蔵しています。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：テレビ東京・テレスクリ－ン

アニメD28

千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリー　視聴覚教材　DVD　目録　令和3年３月版

－54－



スプーンおばさん　第１巻　あらら小さくなっちゃった　他

小学生

100分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

スプーンオバサンダイ１カンアララチイサクナッチャッタホカ

無邪気なスプーンおばさんのお話です。●あらら小さくなっちゃった、●なくなったぼうし、●ドッキ
リいちご等１２話

カラー 平成19年度受入

制作会社等：学習研究社

アニメD29

鉢かづき姫

小学生

34分

日本昔話、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ハチカヅキヒメ

むかしむかし河内の国に藤原実高という人がいました。夫婦には子供がいないため、長谷寺の観音様に
おまいりに行ったおかげで女の子が生まれました。そして名前を「初瀬」となづけました。ところが
困ったことに初瀬が１４歳になったら頭に「鉢をかぶせよ」と観音様のおつげがあったのです。そして
初瀬は１４歳になり・・・・・・・・・・・。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：共和教育映画

アニメD30

あした元気になれ　－半分のさつまいも－

小学生

90分

平和教育、お楽しみ映画会キーワード

対 象

アシタゲンキニナレハンブンノサツマイモ

海老名香葉子さん原作の「半分のさつまいも」のアニメ化されたものです。空襲で家族を失ったかよ子
は世話になっている伯母の手伝いをしながら残された兄の行方を探し続けていました。しかし思い出の
詰まった生家の跡地が売り渡されると聞いて、たまらず家を飛び出してしまいました。翌日ついに浅草
で兄と再会を果たしたのですが・・・・・・・・・。

カラー 平成19年度受入

制作会社等：東映

アニメD31

日本の名作童話１　うらしま太郎　他

幼児、小学生

60分

日本昔話、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ニホンノメイサクドウワ1ウラシマタロウホカ

昔から語り継がれている子供向けのお話です。「うらしま太郎/つるのおんがえし/一休さん/かぐやひ
め」の４つのおはなしが収録されています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD32

日本の名作童話２　もも太郎　他

幼児、小学生

60分

日本昔話、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ニホンノメイサクドウワ2モモタロウホカ

昔から語り継がれている子供向けのお話です。「もも太郎/かさじぞう/ゆきおんな/はなさかじいさん」
の４つのおはなしが収録されています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD33

バイリンガル　世界の童話　ジャックと豆の木

幼児、小学生、中学生

20分

世界の童話、お楽しみ映画会キーワード

対 象

バイリンガルセカイノドウワジャックトマメノキ

ジャックが牛と交換に豆を手に入れます。一晩のうちに天まで伸びた豆の木を昇って、空の上の国にた
どり着き、巨人がジャックの父から奪った竪琴と金の卵を産むニワトリを奪い返して、巨人を退治する
のでした。日本語・英語の二カ国語で収録されています。小学生・中学生の英語教育教材としてもお勧
めのＤＶＤです。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD34

千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリー　視聴覚教材　DVD　目録　令和3年３月版

－55－



バイリンガル　世界の童話　青い鳥

幼児、小学生、中学生

20分

世界の童話、お楽しみ映画会キーワード
対 象

バイリンガルセカイノドウワアオイトリ

昔々、あるところに貧しい二人の子供がいました。兄の名前はチルチル、妹の名前はミチルといいまし
た。二人のところへ魔法使いのおばあさんが来て「わたしの孫が病気でな。しあわせの青い鳥を見つけ
れば病気が治るのだ。どうか青い鳥を見つけておくれ」と頼みました。二人は青い鳥を探す旅に出るの
でした。・・・・・・・・・。日本語・英語の二カ国語で収録されています。小学生・中学生の英語教
育教材としてもお勧めのＤＶＤです。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD35

バイリンガル　世界の童話　宝島

幼児、小学生、中学生

20分

世界の童話、お楽しみ映画会キーワード

対 象

バイリンガルセカイノドウワタカラジマ

ジム・ホーキンズの母が経営している宿屋にビリー・ボーンズという謎の人物が泊まっていました。喧
嘩の末にボーンズが死んでしまい、ホーキンズは彼の持ち物の中から宝島の地図を見つけました。そし
て宝島を探しに向かうことになり・・・・・。日本語・英語の二カ国語で収録されています。小学生・
中学生の英語教育教材としてもお勧めのＤＶＤです。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD36

バイリンガル　世界の童話　人魚姫

幼児、小学生、中学生

20分

世界の童話、お楽しみ映画会キーワード

対 象

バイリンガルセカイノドウワニンギョヒメ

海の底に人魚のお姫様がいました。ある日お父様から海の上に出てよいというお許しが出ました。海の
上に出た人魚のお姫様にどんなことがおこったのでしょうか。・・・・・・・。日本語・英語の二カ国
語で収録されています。小学生・中学生の英語教育教材としてもお勧めのＤＶＤです。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD37

バイリンガル　世界の童話　アリババのぼうけん

幼児、小学生、中学生

20分

世界の童話、お楽しみ映画会キーワード
対 象

バイリンガルセカイノドウワアリババノボウケン

昔ある国にアリババという少年がいました。ある時アリババは盗賊の集団を見かけあとをつけました。
その盗賊が岩の戸の前で「ひらけごま」と唱えると岩の戸が開き、盗賊は中に入っていきました。その
後出てきた盗賊が「とじよごま」と唱えると戸が閉まり、立ち去りました。そこでアリババが岩の戸の
前で「ひらけごま」と唱えると・・・・・・・・・。日本語・英語の二カ国語で収録されています。小
学生・中学生の英語教育教材としてもお勧めのＤＶＤです。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD38

バイリンガル　世界の童話　ねむりの森の姫

幼児、小学生、中学生

20分

世界の童話、お楽しみ映画会キーワード

対 象

バイリンガルセカイノドウワネムリノモリノヒメ

昔々美しい森に囲まれた国の王様とお妃様のあいだに女の子が生まれました。しかしこのお姫様は魔女
に呪いをかけられ１５歳のとき、１００年の眠りについたのです。１００年後、この森に若い王子様が
通りかかりました。そして・・・・・・・・。日本語・英語の二カ国語で収録されています。小学生・
中学生の英語教育教材としてもお勧めのＤＶＤです。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD39
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年中行事１ こどもの日　他

幼児、小学生

49分

楽しい行事、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ネンチュウギョウジコドモノヒホカ

私たちの生活の中には季節によって長く続いている行事や、楽しい行事がたくさんあります。それらの
行事の中の代表的なものについて、どんな意味があるのか、またどのように始まったのか分をかりやす
く紹介しています。紹介している行事　１．こどもの日　２．母の日　３．七夕　４．敬老の日　５．
お月見

カラー 平成20年度受入

制作会社等：東映

アニメD40

年中行事２　七五三　他

幼児、小学生

54分

楽しい行事、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ネンチュウギョウジシチゴサンホカ

私たちの生活の中には季節によって長く続いている行事や、楽しい行事がたくさんあります。それらの
行事の中の代表的なものについて、どんな意味があるのか、またどのように始まったのか分をかりやす
く紹介しています。紹介している行事　１．七五三　２．クリスマス　３．お正月　４．節分　５．桃
の節句

カラー 平成20年度受入

制作会社等：東映

アニメD41

ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　第１巻　風の章・炎の章

幼児、小学生

50分

冒険アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ファイナルファンタジーダイ1カンカゼノショウホノオノショウ

家庭用ＴＶゲームで絶大な人気を誇る「ファイナルファンタジー」をアニメ映像化した作品です。運命
に導かれた主人公の二人が力を合わせ助け合いながら、奪われたクリスタルをめぐって、世界を救うた
めに活躍する愛と勇気と友情の物語です。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：北星映像

アニメD42

ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　第２巻　竜の章・星の章

幼児、小学生

50分

冒険アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ファイナルファンタジーダイ2カンリュウノショウホシノショウ

家庭用ＴＶゲームで絶大な人気を誇る「ファイナルファンタジー」をアニメ映像化した作品です。運命
に導かれた主人公の二人が力を合わせ助け合いながら、奪われたクリスタルをめぐって、世界を救うた
めに活躍する愛と勇気と友情の物語です。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：北星映像

アニメD43

こぎつねコンとこだぬきポン

幼児、小学生

14分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

コギツネコントコダヌキポン

ひとりぼっちの、こぎつねコンとこだぬきポンは、友達を探しに出かけました。２匹はぱったり出会い
ました。しかしそこは高い高いがけの上。橋もかかっていません。一緒に遊ぶこともできません。２匹
はトボトボと帰っていきました。そして、ある日のこと、山に嵐がやってきたのです。杉の木が倒れて
行き来ができるようになったのです。２匹は早速一緒に遊びます。ところが元に戻ることができない状
況になって、２匹は入れ替わることに・・・・・・・・・・。、

カラー 平成20年度受入

制作会社等：東京書籍

アニメD44
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スプーンおばさん　第２巻

幼児、小学生

100分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

スプーンオバサンダイ2カン

無邪気で元気なスプーンおばさんのお話です。ふしぎオルガンの名演奏・もくげき者がいた等１２話。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD45

スプーンおばさん　第３巻

幼児、小学生

100分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード
対 象

スプーンオバサンダイ3カン

無邪気で元気なスプーンおばさんのお話です。いじわる亭主・やまねこピュータロー等１２話。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD46

楽しいムーミン一家　魔法の帽子

幼児、小学生

25分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

タノシイムーミンイッカマホウノボウシ

山で見つけた帽子は、中に何か入れると別の物に変えてしまう不思議な帽子です。ムーミンとスナフキ
ンはこの帽子を誰にも見つけられないようにムーミンの家の地下室に隠しました。ところが大変、誰か
が帽子に何かを入れてしまったようです。・・・・・・・・。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：東映

アニメD47

どろんこサブウ

幼児、小学生

15分

感動のアニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ドロンコサブウ

埋め立ての進む東京湾の一角に谷津干潟はあります。ゴミに埋もれて滅ぼされようとしていたこの干潟
を、たった一人で黙々とゴミを拾い続けて、ついに守り抜いたサブウこと森田三郎さんを描いた、愛と
感動のノンフィクションをアニメ化したものです。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：東京書籍

アニメD48

ヘレンと共に　～アニー・サリバン～

幼児、小学生

20分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

ヘレントトモニアニーサリバン

目と耳と口が不自由な身で、世界中の身体障害者のために活動したヘレンケラー。その彼女を支えた家
庭教師アニー・サリバンの生涯を、言葉を教えるために悪戦苦闘した家庭教師時代を中心に描いていま
す。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：Ｇａｋｋｅｎ

アニメD49

クリスマスキャロル

幼児、小学生

29分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

クリスマスキャロル

欲張りで、人に嫌われている金貸しのスクルージ爺さんは、クリスマスの日に幽霊から、自分の過去・
現在・未来の姿を見せられ、深く反省して、善良な心をとりもどします。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：Ｇａｋｋｅｎ

アニメD50
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スプーンおばさん　第4巻

幼児、小学生

100分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

スプーンオバサンダイ4カン

無邪気で元気なスプーンおばさんには、ご亭主と森のルウリィだけが知っている秘密がありました。そ
れは、体がスプーンほどに小さくなってしまう不思議な力のことです・・・・・・・。ハンバーグへ大
ジャンプ・船乗りアルフは見た・目ざまし大そうじ等１２話。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

アニメD51

こびととイモムシ

幼児、小学生

10分

名作アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

コビトトイモムシ

お祭りの夜、こびとに親切にしてもらっていたいもむしが、やがて成長し、美しい蝶となって、こびと
に恩返しをするという心温まる作品です。教育映画祭優秀作品賞受賞。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：東京書籍

アニメD52

トムとジェリー

幼児・小学生

60分

アニメ、お楽しみ会キーワード
対 象

トムトジェリー

トムとジェリーの楽しいお話。上には上がある他全８話。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：岩波映像

アニメD53

リトルモンスター１

幼児・小学生

33分

リトルモンスターシリーズ、アニメ、お楽しみ会キーワード

対 象

リトルモンスター１

お調子者、キマジメさん、わんぱく、くいしんぼう、遅刻魔、・・・・。大人たちを悩ます暴れん坊、
だけど憎めない。そんな魅力あふれるキャラクターが大暴れ。全７話。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：東京メディアエンタープライズ

アニメD54

リトルモンスター２

幼児・小学生

30分

リトルモンスターシリーズ、アニメ、お楽しみ会キーワード

対 象

リトルモンスター２

お調子者、キマジメさん、わんぱく、くいしんぼう、遅刻魔、・・・・。大人たちを悩ます暴れん坊、
だけど憎めない。そんな魅力あふれるキャラクターが大暴れ。全６話。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：東京メディアエンタープライズ

アニメD55

リトルモンスター３

幼児・小学生

33分

リトルモンスターシリーズ、アニメ、お楽しみ会キーワード

対 象

リトルモンスター３

お調子者、キマジメさん、わんぱく、くいしんぼう、遅刻魔、・・・・。大人たちを悩ます暴れん坊、
だけど憎めない。そんな魅力あふれるキャラクターが大暴れ。全７話。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：東京メディアエンタープライズ

アニメD56
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リトルモンスター４

幼児・小学生

30分

リトルモンスターシリーズ、アニメ、お楽しみ会キーワード

対 象

リトルモンスター４

お調子者、キマジメさん、わんぱく、くいしんぼう、遅刻魔、・・・・。大人たちを悩ます暴れん坊、
だけど憎めない。そんな魅力あふれるキャラクターが大暴れ。全６話。

カラー 平成22年度受入

制作会社等：東京メディアエンタープライズ

アニメD57

ミッキーの消防隊

幼児・小学生

62分

ミッキー、ディズニー、アニメ、お楽しみ会キーワード
対 象

ミッキーノショウボウタイ

ミッキーの楽しいお話。ミッキーの消防隊他全８話。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：放送映画製作所

アニメD58

トムとジェリー　Vol.1

幼児・小学生

69分

アニメ、お楽しみ会キーワード
対 象

トムトジェリー１　

トムトジェリーとゆかいな仲間たちが繰り広げるドタバタコメディー！トム氏の優雅な生活他全10話。

カラー 平成23年度受入

制作会社等：放送映画製作所

アニメD59

ミッキーのがんばれサーカス

幼児・小学生

66分

アニメ、お楽しみ会、ミッキーキーワード
対 象

ミッキーノガンバレサーカス

ミッキーの楽しいお話。ミッキーのがんばれサーカス他全８話。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：岩波映像

アニメD60

ドナルド・ダック

幼児・小学生

68分

アニメ、お楽しみ会、ドナルド・ダックキーワード
対 象

ドナルド・ダック

ドナルド・ダックの楽しいお話。ドナルドの駅長さん他全８話。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：岩波映像

アニメD61

ウッディ・ウッドペッカー

幼児・小学生

53分

アニメ、お楽しみ会、ウッディ・ウッドペッカーキーワード
対 象

ウッディ・ウッドペッカー

ウッディ・ウッドペッカーの楽しいお話。ハチャメチャドライブ他全８話。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：岩波映像

アニメD62

トムとジェリー　Vol.2

幼児・小学生

70分

アニメ、お楽しみ会、トムとジェリーキーワード
対 象

トムトジェリー　

トムとジェリーとゆかいな仲間たちが繰り広げるドタバタコメディー！可愛い逃亡者他全10話。

カラー 平成25年度受入

制作会社等：放送映画製作所

アニメD63
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ミッキーのお化け退治

幼児・小学生

69分

アニメ、お楽しみ会、ミッキーキーワード
対 象

ミッキーノオバケタイジ

ミッキーの楽しいお話。ミッキーのお化け退治他全８話。

カラー 平成25年度受入

制作会社等：岩波映像

アニメD64

一つの花

小学生

23分

アニメ、国語、道徳、特別活動、戦争キーワード

対 象

ヒトツノハナ

昭和１９年の夏、幼いゆみ子が最初に覚えた言葉は「一つだけちょうだい」でした。いつもおなかを空
かしていて「もっと、もっと」とねだるゆみ子に「じゃあね、一つだけ」といって分けてくれるお母さ
んの言葉でした。食糧難による飢餓感と戦争の悲しさを描きます。国語（小４）の教科書に掲載。原
作：今西祐行

カラー 平成25年度受入

制作会社等：岩波映像

アニメD65

負けるな！千太　さよならいじめ虫

小学生、中学生

24分

アニメ、いじめ、道徳、特別活動キーワード

対 象

マケルナ！センタ　サヨナライジメムシ

命とは？人間とは？いじめとは？素直な心でいじめを考える、ある夏の物語。教育映画最優秀作品賞、
文部省選定

カラー 平成25年度受入

制作会社等：ジャパンホームビデオ

アニメD66

アイヌのお話アニメ　オルシペ　スウオプﾟ

小学生、中学生、高校生、一般

24分

アニメ、アイヌ、文化、言語キーワード

対 象

アイヌノオハナシアニメ　オルシペ　スウオプﾟ

「６０にゆりかご」：お母さんがなかなか寝付かずに泣いている子どもをあやしながら歌う子守唄の幻
想的な世界。「ハツカネズミが酒をつくった」：お酒の席でカケスとカラスがけんかを始めてしまいま
す。困ったハツカネズミは誰かに仲介してもらおうと・・・。「ポイヤウンペとルロアイカムイの戦
い」の３作品。口承文芸（物語等）について、語り（アイヌ語と日本語訳）及び字幕（アイヌ語と日本
語訳）を付けたアニメーション映像。アイヌ語や口承文芸を学ぶ初心者をはじめアイヌ文化に関心を持
つ多くの方たちに活用されることを目的としています。

カラー 平成25年度受入

制作会社等：財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構

寄贈アニメD67

がんばれスイミー

幼児、小学校低学年

26分

児童映画、アニメキーワード

対 象

ガンバレスイミー

兄弟は赤いのに1匹だけ真黒の魚スイミー。美しいサンゴ礁の海での楽しいくらしをまもるため、知恵を
つかい仲間と力をあわせます。原作：レオ・レオニ。主題歌：子門真人。第34回教育映画祭優秀作品
賞。

カラー 平成26年度受入

制作会社等：北星

アニメD68

ごんぎつね

幼児、小学生

19分

児童文学、アニメキーワード

対 象

ゴンギツネ

いたずらばかりする子ぎつねのゴン。お母さんが亡くなって独りぼっちになった兵十に、こっそりくり
や松たけを届けてあげるのですが・・・。ごんの真心は死によってしか兵中の心に伝えられませんでし
た。兵中とごんの心の動きを大切に描きました。新美南吉の代表作。朗読：藤田淑子

カラー 平成26年度受入

制作会社等：サン・エデュケーショナル

アニメD69
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日本の昔ばなし　一足千里のわらじ他

幼児、小学生

69分

児童映画、アニメ、日本、昔話、ふるさとキーワード

対 象

ニホンノムカシバナシ　ヒトアシセンリノワラジホカ

子どもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私達の住む日本の昔ばなし。ふるさとの地域に根付
いた民話や昔話を描く「昔ばなし」セレクション。「一足千里のわらじ」[山伏と白い狼」「月日のたつ
のは早い」「七羽の白鳥」「謎の恋歌」「「お」は難しい」「尻鳴りべら」「涙を流した鬼の面」「星
の火」全9話。監督　鈴木卓夫。語り　柄本明、松金よね子。

カラー 平成26年度受入

制作会社等：日本コロムビア

アニメD70

キャスパー　ゆかいなオバケのおともだち！

幼児、小学生

50分

児童映画、アニメキーワード

対 象

キャスパー　ユカイナオバケノオトモダチ

オバケのキャスパーは人をおどかすのがキライな、心優しい人気者。今日は何人お友達が増えるかな？
「ジャングルの動物たち」[北の国のキャスパー」「しっぽの使い方」「羊さん救出大作戦」「食いしん
坊の七面鳥」「カウボーイとオバケ」「ゾウも風邪をひく？」「楽しいクリスマス」全8話。（米）音
声・字幕とも日本語・英語有り。

カラー 平成26年度受入

制作会社等：ＦＩＮＥ　ＤＩＳＫ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ　

アニメD71

ディズニー　赤ずきんちゃん

幼児、小学生

63分

児童映画、アニメキーワード

対 象

ディズニー　アカズキンチャン

ウォルト・ディズニー初期の名作アニメ集、シリーシンフォニーシリーズ。「赤ずきんちゃん」[サンタ
のオモチャ工房」「海の王ネプチューン」「魔法使いの森」「小鳥の冒険」「クッキーのカーニバル」
「子どもの夢」「３匹の親なし子ねこ」全8話。（米）音声・字幕とも日本語・英語有り。

カラー 平成26年度受入

制作会社等：ＦＩＮＥ　ＤＩＳＫ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ　

アニメD72

おおきなかぶ

幼児、小学生

21分

児童映画、アニメキーワード

対 象

オオキナカブ

おじいさんが、かぶを植えました。とても大きなかぶができました。大きすぎて抜けません。みんなで
「うんとこしょ、どっこいしょ」と力を合わせてやっと抜けました。A・トルストイ再話。内田莉莎子
訳。監督　西城隆司。（日）

カラー 平成26年度受入

制作会社等：北星

アニメD73

いのししうりっ子のぼうけん

幼児・小学生

22分

児童映画、アニメキーワード

対 象

イノシシウリッコノボウケン

うりっ子は、向う見ずな猪の兄弟。カミナリに震えている姿を友達のリスとカエルに笑われ、悔しくて
しょうがない。弱虫でないことを証明するために、虹の橋を渡ることにした。心配したウサギとモグラ
が止めるのも聞かずに・・・。教育映画祭優秀作品賞受賞

カラー 平成27年度受入

制作会社等：北星

アニメD74
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しあわせの王子

幼児・小学生

19分

児童映画、アニメキーワード

対 象

シアワセノオウジ

ある港町にしあわせの王子の銅像が立っていた。瞳にサファイヤ、剣にルビー、体中に金箔が貼られ、
金色に美しく輝いていた。ある日、南国に向かう一羽のツバメが足元で羽を休めていると、銅像の目か
ら大粒の涙が落ちてくる。文部大臣賞ほか受賞

カラー 平成27年度受入

制作会社等：北星

アニメD75

きもだめしのばん

幼児・小学生

15分

児童映画、アニメキーワード

対 象

キモダメシノバン

冬も近い夜、村の若者たちが藁仕事をしている時、弥助が「きもだめしをするべ」と言い出しました。 
みんな賛成しましたが、いざとなると誰も自分から行こうとしません…。面白くて、楽しくて、怖い お
ばけ話シリーズ。

カラー 平成27年度受入

制作会社等：北星

アニメD76

名作アニメーション　泣いた赤おに

小学生　　親子

15分

名作、友情キーワード

対 象

メイサクアニメーション　ナイタアカオニ

里の人達と仲良しになりたい赤おにから相談をされた青おには、名案を思いつきました。その結果、村
の人々と楽しい日々を過ごすことができた赤おにでしたが、だんだん青おにの事が心配になり家を訪ね
てみると…。やさしさとは何かを考えさせられる赤おにと青おにの友情物語。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：ジャパン　　　ホームビデオ　株式会社

アニメD77

名作アニメーション　くもの糸

小学生　　親子

15分

名作、救いキーワード

対 象

メイサクアニメーション　クモノイト

盗みを働き、地獄に落ちたカンダタ。もがき苦しむ彼の目の前に下りてきたくもの糸は、母の贈物。夢
中でくもの糸を昇る彼が見たものは、後から先を争って糸を昇ってくる大勢の亡者達。思わずカンダタ
は叫ぶ「手を放せ！これは俺の糸だ！ 」

カラー 平成28年度受入

制作会社等：ジャパン　　　ホームビデオ　株式会社

アニメD78

世界名作アニメーション　第３期　ポカホンタス

小学生　　親子

50分

名作、平和、先住民キーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ３キ　ポカホンタス

アメリカ先住民の娘ポカホンタスは自由と自然を愛するインディアンの娘。ある日、イギリスから一隊
が上陸し森を焼いてしまう…。金を求めて海を越えてきた冒険家のイギリス人青年が娘と恋に落ちる物
語。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョンコンテンツヤード

アニメD79

世界名作アニメーション　第３期　銀のスケート

小学生　　親子

50分

名作、親子愛キーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ３キ　ギンノスケート

ハンスとグレイテルの兄妹は、いつも木のスケート靴をはいて遊んでいた。父は事故で記憶をなくして
いたが、親子4人は貧しくも仲良く暮らしていた。ある日、兄妹は父の病気を治してくれる医者を紹介さ

 れた。父は少しずつ記憶が戻り、事故の前日にある少年から時計を預かっていたことを思い出した…。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョンコンテンツヤード

アニメD80
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世界名作アニメーション　第３期　ロビンフッドの冒険

小学生　　親子

50分

名作、勇気キーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ３キ　ロビンフッドノボウケン

長かった戦も終わり、リチャ一ド王は侍女のマリアンと英雄ロビンフッドの婚礼を楽しみにしていた。
しかし、悪代官ノッチンガム伯爵が逃げ出し、国王の座を狙う王の弟ジョン王子とともに策略を企てて
いた。まず、ロビンフッドの家を焼き、国王の財宝を盗み出した。その上で海賊と手を組み、財宝と引

 き換えに王国を攻めさせようとしていた…。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョンコンテンツヤード

アニメD81

世界名作アニメーション　第３期　岩窟王

小学生　　親子

50分

名作、復讐キーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ３キ　ガンクツオウ

エドモン・ダンテスという男が冤罪で絶海の孤島に幽閉されていたのが脱獄に成功し、同室にいた囚人
から莫大な宝の隠し場所を教わっていたのでそれを掘り当てた後、自分はモンテ・クリスト伯爵と名
乗って社交界にデビューし、無実の罪を着せた者に次々に復讐するという物語。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョンコンテンツヤード

アニメD82

世界名作アニメーション　第３期　ゴールディロックスと３匹のクマ

小学生　　親子

50分

名作、友情キーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ７キ　ゴールディロックストサンビキノクマ

少女ゴールディロックスは一人でキノコ採りに行き、道に迷ってしまい一軒の家を見つけ中に入って
眠ってしまう。そこはクマの親子が住んでいる家だった。親子が戻ってみると、見知らぬ少女が寝てい
るのでびっくりしたが、ゴールディロックスとクマの一家はすぐ仲良しになり彼女は無事家に帰ること
ができた。ある日町にサーカス団がやってきた・・・。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョンコンテンツヤード

アニメD83

ムーミン谷の彗星

小学生　　親子

62分

名作、出会いキーワード

対 象

ムーミンダニノスイセイ

トーベ・ヤンソン原作の永遠のロングセラー！「ムーミン童話全集」の一巻に収録されたもので、ムー
ミンと孤高の旅人スナフキンがはじめて出会う記念的作品。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やってきて、「この世はほろびる」と言いました。ムーミンたち

 はすっかりおびえてしまいました…。

カラー 平成28年度受入

制作会社等：アミューズメントソフト

アニメD84

わたしのワンピース

小学生　　親子

29分

ファンタジー、愛情キーワード

対 象

ワタシノワンピース

日本を代表するファンタジー絵本。にしまきかやこが描いた美しくやさしい絵本の世界。自然、家族、
動物、夢などのテーマに愛情あふれるストーリーの数々は豊かな想像力を育てます。「わたしのワン

 ピース」「みずいろのながぐつ」「きんぎょのトトとそらのくも」全3話　　声の主演：はな 

カラー 平成28年度受入

制作会社等：アミューズメントソフト

アニメD85
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だいじょうぶ　だいじょうぶ

小学生　　親子

30分

豊かな心、読み聞かせキーワード

対 象

ダイジョウブ　ダイジョウブ

「だいじょうぶ　だいじょうぶ」それは、おじいちゃんのやさしいおまじない。いとうひろしの作り出
す、穏やかで心やすらぐ世界を映像化。子どもの心を豊かに育てるとっておきの作品。「だいじょうぶ
　だいじょうぶ」「へびくんのおさんぽ」全2話　　声の主演：松田洋治

カラー 平成28年度受入

制作会社等：アミューズメントソフト

アニメD86

世界名作アニメーション　第４期　シンドバッドの冒険

幼児　小学生

50分

世界名作アニメ、冒険キーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ４キ　シンドバッドノボウケン

ハッサンは娘のシンダと暮していた。ある日シンダは悪いファズーマ王に連れ去られてしう。時が経
ち、ハッサンはシンドバッドの妻がシンダという名であることを聞き、彼の館を訪ねた…。 

カラー 平成29年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョン

アニメD87

世界名作アニメーション　第４期　男装の騎士ムーラン

幼児　小学生

50分

世界名作アニメ、友情キーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ４キ　ダンソウノキシムーラン

ハン王国のホア将軍の娘ムーランは、知恵と勇気を持った少女だった。彼女が１６歳になった時、体が
弱かった父に代わり国を守るため、髪を切り父の鎧を身に纏い勇敢な青年隊長として、軍を率いて出陣
した。

カラー 平成29年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョン

アニメD88

世界名作アニメーション　第４期　長靴をはいた猫

幼児　小学生

50分

世界名作アニメキーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ４キ　ナガグツヲハイタネコ

ある城に食べることと贈り物が大好きな王様がいた。そして、王様には領民をいじめるヨーク伯爵がつ
いていた。城下に住む粉屋の親父は、３人の息子に家と、雌牛と、しゃべるネコを残して死んだ。末っ
子のカラバはネコを連れて旅に出た…。

カラー 平成29年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョン

アニメD89

世界名作アニメーション　第４期　３匹の子ぶた

幼児　小学生

50分

世界名作アニメキーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ４キ　サンビキノコブタ

貧しくとも幸せに暮らしていたお母さんぶたと３匹の子ぶたたちは、家賃が払えなくなり、一家は別れ
別れになってしまった。子ぶたたちは、お母さんからもらったお金で土地を買い家を建てることにし
た。でも、そこは悪いオオカミがクマをだまして売りつけた土地だった…。

カラー 平成29年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョン

アニメD90

世界名作アニメーション　第４期　おやゆび姫

幼児　小学生

50分

世界名作アニメキーワード

対 象

セカイメイサクアニメーション　ダイ４キ　オヤユビヒメ

１人暮らしのホップスおばさんは、誕生日に１人寂しくケーキを前にしていると「お腹がペコペコで
す。お恵みを」と貧しい旅人に化けた魔法使いがやってきた。快くケーキを分けてくれたおばさんに魔
法使いは種を置いて行った。種はみるみる芽を出し、花を咲かせると中から可愛い女の子が…。

カラー 平成29年度受入

制作会社等：トーキョーヴィジョン

アニメD91
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日本の昔ばなし　ヤマタノオロチ他

幼児　小学生

46分

ふるさと再生、民話、昔ばなしキーワード

対 象

ニホンノムカシバナシ　ヤマタノオロチホカ

こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私達の住む日本の昔ばなし。ふるさとの地域に根付
いた民話や昔話を描く「昔ばなし」セレクション。「ヤマタノオロチ」「サトリ女と桶屋」「匂いのお
返し」「闇を裂く雄叫び」「タコほねなし」「元犬」全6話。語り：柄本明、松金よね子

カラー 平成29年度受入

制作会社等：放送映画製作所

アニメD92

日本の昔ばなし　笠地蔵他

幼児　小学生

69分

ふるさと再生、民話、昔ばなしキーワード

対 象

ニホンノムカシバナシ　カサジゾウホカ

こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私達の住む日本の昔ばなし。ふるさとの地域に根付
いた民話や昔話を描く「昔ばなし」セレクション。「笠地蔵」「塩ふき臼」「大年の客」「風の神と子
供たち」「漆の兄弟」「天の邪鬼とわらし」「あとかくしの雪」「三つの謎かけ」「こおった声」全9
話。語り：柄本明、松金よね子

カラー 平成29年度受入

制作会社等：放送映画製作所

アニメD93

日本の昔ばなし　町のねずみと田舎のねずみ他

幼児　小学生

69分

ふるさと再生、民話、昔ばなしキーワード

対 象

ニホンノムカシバナシ　マチノネズミトイナカノネズミホカ

こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私達の住む日本の昔ばなし。ふるさとの地域に根付
いた民話や昔話を描く「昔ばなし」セレクション。「町のねずみと田舎のねずみ「おしらさま」「うさ
ぎとカメ」「蛇息子」「カッパとわらぞうり」「そら豆とわらと炭」「味噌買い橋」「猫檀家」「鳥呑
み爺さん」全9話。語り：柄本明、松金よね子

カラー 平成29年度受入

制作会社等：放送映画製作所

アニメD94

日本の昔ばなし　桃太郎他

幼児　小学生

69分

ふるさと再生、民話、昔ばなしキーワード

対 象

ニホンノムカシバナシ　モモタロウホカ

こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私達の住む日本の昔ばなし。ふるさとの地域に根付
いた民話や昔話を描く「昔ばなし」セレクション。「桃太郎」「はちかつぎ姫」「十二支のはなし」
「いくさはやめた」「大蛇と狩人」「尻尾の釣り」「天福地福」「菜飯八兵衛」「茗荷女房」全9話。語
り：柄本明、松金よね子

カラー 平成29年度受入

制作会社等：放送映画製作所

アニメD95

日本の昔ばなし　大江山の鬼退治他

幼児　小学生

69分

ふるさと再生、民話、昔ばなしキーワード

対 象

ニホンノムカシバナシ　オオエヤマノオニタイジホカ

こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私達の住む日本の昔ばなし。ふるさとの地域に根付
いた民話や昔話を描く「昔ばなし」セレクション。「大江山の鬼退治」「小僧とネコの絵」「貧乏神」
「馬方山姥」「えびのお伊勢参り」「なんの病」「山梨とり」「一軒家の婆さん」「ムカデの医者むか
え」全9話。語り：柄本明、松金よね子

カラー 平成29年度受入

制作会社等：放送映画製作所

アニメD96
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リトルモンスター　シーズン２　①

幼児　小学生

30分

リトルモンスターズ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

リトルモンスター　シーズン２　①

リトルモンスターは“お調子者”、“食いしん坊”等と、個性豊かな子供達が主人公の1話完結型５分間
アニメーション。各話で主人公は異なり、その性格を活かした話が展開され、子供達が日常で巻き起こ
す大騒動をテンポ良く、またコミカルに描いている。「アミーゴ・アミーゴ」他7話 　

カラー 平成30年度受入

制作会社等：東京メディアエンタープライズ

アニメD97

リトルモンスター　シーズン２　②

幼児　小学生

30分

リトルモンスターズ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

リトルモンスター　シーズン２　②

リトルモンスターは“お調子者”、“食いしん坊”等と、個性豊かな子供達が主人公の1話完結型５分間
アニメーション。各話で主人公は異なり、その性格を活かした話が展開され、子供達が日常で巻き起こ
す大騒動をテンポ良く、またコミカルに描いている。「伝言ゲーム」他6話 　

カラー 平成30年度受入

制作会社等：東京メディアエンタープライズ

アニメD98

リトルモンスター　シーズン２　③

幼児　小学生

30分

リトルモンスターズ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

リトルモンスター　シーズン２　③

リトルモンスターは“お調子者”、“食いしん坊”等と、個性豊かな子供達が主人公の1話完結型５分間
アニメーション。各話で主人公は異なり、その性格を活かした話が展開され、子供達が日常で巻き起こ
す大騒動をテンポ良く、またコミカルに描いている。「大人になっても同じこと」他7話 　

カラー 平成30年度受入

制作会社等：東京メディアエンタープライズ

アニメD99

リトルモンスター　シーズン２　④

幼児　小学生

30分

リトルモンスターズ、アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

リトルモンスター　シーズン２　④

リトルモンスターは“お調子者”、“食いしん坊”等と、個性豊かな子供達が主人公の1話完結型５分間
アニメーション。各話で主人公は異なり、その性格を活かした話が展開され、子供達が日常で巻き起こ
す大騒動をテンポ良く、またコミカルに描いている。「鼻がとんがっちゃうよ」他6話 　

カラー 平成30年度受入

制作会社等：東京メディアエンタープライズ

アニメD100

わらぐつの中の神様

幼児　小学生

24分

思いやり、価値観キーワード

対 象

ワラグツノナカノカミサマ

児童文学作品の中から子どもたちにぜひ読んでほしい作品、教科書に取り上げられた作品を映像化。わ
らぐつ、雪げた、がんぎ、朝市。わらぐつを通して通い合うおみつさんと大工さんの愛情。そして、作
品全体を流れる人間としての生き方やまごころ。原作に沿って美しく映像化し、子どもたちを素朴で健
康な愛の世界に導いてくれる。文部科学省選定作品。

カラー 平成30年度受入

制作会社等：光村サン・エデュケーショナル

アニメD101

チャーリーとこぐまのミモ　シーズン　①　バイリンガル

幼児

35分

海外人気アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

チャーリートコグマノミモシーズン①バイリンガル

チャーリーはペンギンの男の子。親友はテディベアのミモ。チャーリーとミモは一緒に遊んだりいたず
らをしたりしながら大人の世界を探検します。子猫がやって来た・雨の日・お絵描き・雪遊び・市場
へ・海水浴・魚釣り　全7話

カラー 平成31年度受入

制作会社等：コアラブックス/東京メディアエンタープライス

アニメD104
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 チャーリーとこぐまのミモ　シーズン　②　バイリンガル

幼児

30分

海外人気アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

チャーリートコグマノミモシーズン②バイリンガル

チャーリーはペンギンの男の子。親友はテディベアのミモ。チャーリーとミモは一緒に遊んだりいたず
らをしたりしながら大人の世界を探検します。農場で・ミモの誕生日・庭仕事・緑の森・クリスマス・
嵐の夜　全６話

カラー 平成31年度受入

制作会社等：コアラブックス/東京メディアエンタープライス

アニメD105

リボンの騎士

幼児小学生

63分

アニメ、お楽しみ映画会キーワード

対 象

リボンノキシ

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。名作童話や伝承の要素をふん
だんに盛り込んだファンタジー空間を舞台に、主人公サファイヤの冒険を描いた少女漫画のアニメ化作
品。　日本ＰＴＡ全国協議会推薦。

カラー 平成31年度受入

制作会社等：北星株式会社

アニメD106

雪渡り

小学生親子

23分

宮沢賢治アニメキーワード
対 象

ユキワタリ

宮沢賢治の創作童話デビュー作。雪の降り積もった日、四郎とかん子は森で狐をからかう歌を歌ってい
ると本当に狐の紺三郎が現れて、二人は幻燈会に招待された。入場券には「月夜の晩の幻燈会、12才以
上の入場お断り申し候」 と書かれていた。月の凍った夜、お土産の鏡餅を持って 二人が森の奥に進んで
ゆく。さて、どんな会になるのでしょうか…。（文部省選定作品）※バリアフリー版（字幕）も所蔵し
ています。

カラー 令和2年度受入

制作会社等：㈱ティアンドケイフィルム

アニメD107

 

注文の多い料理店

小学生親子

23分

宮沢賢治アニメキーワード

対 象

チュウモンノオオイリョウリテン

猟に出かけた二人の紳士が山で道に迷い「西洋料理店 山猫軒」と書かれた一軒家を発見する。「当軒は
注文の多い料理店ですからどうかそこはご承知ください」という注意書きがあるのに気付く。扉を開け
るごとに注意書きが現れ、少し首をかしげる注意書きもあったが二人は扉を開けて進んでいく。さて、
どんな料理がでてくるのでしょうか…。 （文部省選定作品）※バリアフリー版（字幕）も所蔵していま
す。

カラー 令和2年度受入

制作会社等：㈱ティアンドケイフィルム

アニメD108

双子の星

小学生親子

27分

宮沢賢治アニメキーワード
対 象

フタゴノホシ

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。二人は毎晩笛
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、双子の星は
大ガラスとサソリのけんかに巻き込まれてしまいます。夜は、刻一刻とせまってきています。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…。文部省選定作品）※バリアフリー版（字
幕）も所蔵しています。

カラー 令和2年度受入

制作会社等：㈱ティアンドケイフィルム

アニメD109
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いたいのとんでけ〜★ げんきげんきノンタン　　

幼児　親子

32分

げんきげんきノンタンキーワード
対 象

イタイノ トンデケー ゲンキゲンキノンタン

元気いっぱいノンタンが、絵本から飛び出してみんなのお家にやってきた! 「 いたいのとんでけ〜☆ 」
「 えいごで1・2・3 」「ボールまてまてまて 」「ぱっぱらぱなし－おかたづけ－ 」「 じゅんばんじゅ
んばん 」全5話と5つの「やってみよう」を収録。「のってみよう いろんなのりもの」「やってみよう 
えいごではんたいことば 」「 やってみよう いろんなボール 」「やってみよう かみひこうき」「やって

       みよう ぶらんこのせて」  

カラー 令和3年度受入

制作会社等：げんきげんきノンタン製作委員会　

アニメD110

サンタ・カンパニー　真夏のメリークリスマス　

小学生　中学生　親子

 27分

 

 SDG,s環境
キーワード

対 象

サンタ・ カンパニー マナツノメリークリスマス

「サンタ・カンパニー」は子どもたちにプレゼントを届ける大手企業。サンタクロースを手伝うトン
トゥたちが南の島で訓練を受けていると、たくさんの海のごみを目にします。海に暮らす人々や海の生
物はどうなるのでしょうか…。特典映像「クイズで学ぶ海洋ゴミ」

カラー 令和3年度受入

制作会社等：KENJI STUDIO

アニメD111

リトルマーメイド 

小学生　親子

77分

人魚姫キーワード

対 象

リトル マーメイド 

ある嵐の日、船は波にさらわれ、ウィリアム船長の幼い娘・ソフィーが海に投げ出されてしまう。人魚
姫のアニーは、海のおきてに背いてソフィーを助け、人間の姿となり、一緒にウィリアム船長を捜すこ
とに。新しい人魚姫の物語。

カラー 令和3年度受入

 制作会社等：プルーク

アニメD112

児童映画

ジャングルの少女タイナ

小学生　　親子

91分

環境保全、大自然の豊かさキーワード

対 象

ジャングルノショウジョ　タイナ

アマゾンのジャングルに暮らす８歳の少女タイナは、祖父から森の伝説と歴史を学び、森の見張り番と
して成長していった。密猟者の罠にかかったサルを助けたことで彼らに追われる身となった。環境問題
も提起した大自然の豊かさを実感できる作品。ウィーン国際映画祭最優秀作品賞受賞（2001年　ブラ
ジル）

カラー 平成30年度受入

制作会社等：株式会社オンリー・ハーツ

アニメD102

ジャングルの少女タイナ２　みんなで守る森

一般

76分

環境保全、大自然の豊かさキーワード

対 象

ジャングルノショウジョ　タイナ2　ミンナデマモルモリ

美しい娘に成長したタイナが、ジャングルに生息する動物たちを捕まえては売りさばく密猟者たちに、
敢然と立ち向かう冒険映画。今回は、タイナと行動するかわいい仲間たちにも注目！シカゴ国際子供映
画祭子供審査員賞受賞（2004年　ブラジル）

カラー 平成30年度受入

制作会社等：株式会社オンリー・ハーツ

アニメD103
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人形劇

ＮＨＫこどもにんぎょう劇場　日本編１　かさじぞう・じゅげむじゅげむ
　他

幼児、小学生

45分

名作人形劇、お楽しみ映画会キーワード
対 象

エヌエイチケーコドモニンギョウゲキジョウニホンヘン1カサジゾウジュゲムジュゲムホカ

ＮＨＫ教育テレビ番組の作品です。日本の人形劇界で一流の操演・人形美術による人気のある作品で
す。名作「かさじぞう・金の斧・じゅげむじゅげむ」の三話が収録されています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

人形劇D1

ＮＨＫこどもにんぎょう劇場　日本編２　ごんぎつね・わらしべちょう
じゃ　他

幼児、小学生

45分

名作人形劇、お楽しみ映画会キーワード
対 象

エヌエイチケーコドモニンギョウゲキジョウニホンヘン2ゴンギツネワラシベチョウジャホカ

ＮＨＫ教育テレビ番組の作品です。日本の人形劇界で一流の操演・人形美術による人気のある作品で
す。名作「ごんぎつね・わらしべちょうじゃ・三まいのお札」の三話が収録されています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

人形劇D2

ＮＨＫこどもにんぎょう劇場　日本編３　つるのおんがえし・かぐやひめ
　他

幼児、小学生

45分

名作人形劇、お楽しみ映画会キーワード
対 象

エヌエイチケーコドモニンギョウゲキジョウニホンヘン3ツルノオンガエシカグヤヒメホカ

ＮＨＫ教育テレビ番組の作品です。日本の人形劇界で一流の操演・人形美術による人気のある作品で
す。名作「つるのおんがえし・かぐやひめ・てぶくろをかいに」の三話が収録されています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

人形劇D3

ＮＨＫこどもにんぎょう劇場　世界編１　ブレーメンの音楽隊　他

幼児、小学生

45分

名作人形劇、お楽しみ映画会キーワード

対 象

エヌエイチケーコドモニンギョウゲキジョウセカイヘン1ブレーメンノオンガクタイホカ

ＮＨＫ教育テレビ番組の作品です。日本の人形劇界で一流の操演・人形美術による人気のある作品で
す。名作「三びきのやぎのがらがらどん・ハーメルンのふえふき男・ブレーメンの音楽隊」の三話が収
録されています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

人形劇D4

ＮＨＫこどもにんぎょう劇場　世界編２　マッチうりの少女　他

幼児、小学生

45分

名作人形劇、お楽しみ映画会キーワード

対 象

エヌエイチケーコドモニンギョウゲキジョウセカイヘン2マッチウリノショウジョホカ

ＮＨＫ教育テレビ番組の作品です。日本の人形劇界で一流の操演・人形美術による人気のある作品で
す。名作「マッチうりの少女・みにくいあひるの子・けものの城（美女と野獣）」の三話が収録されて
います。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

人形劇D5
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ＮＨＫこどもにんぎょう劇場　世界編３　おおかみと七ひきのこやぎ　他

幼児、小学生

45分

名作人形劇、お楽しみ映画会キーワード

対 象

エヌエイチケーコドモニンギョウゲキジョウセカイヘン3オオカミトシチヒキノコヤギホカ

ＮＨＫ教育テレビ番組の作品です。日本の人形劇界で一流の操演・人形美術による人気のある作品で
す。名作「王さまの耳はロバの耳・おおかみと七ひきのこやぎ・バラモンとトラとジャッカル」の三話
が収録されています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

人形劇D6

演芸・芸能

新国劇　極付　国定忠治

社会人

85分

新国劇、お楽しみ映画会キーワード

対 象

シンコクゲキキワメツケクニサダチュウジ

「赤城の山も今宵限り・・・」で有名な、劇団「新国劇」の代表作「国定忠治」の舞台を収録した作品
です。辰巳柳太郎・島田省吾・緒形拳などが出演しています。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：ＮＨＫエンタープライズ

演芸・芸能D1

綾小路きみまろ　爆笑エキサイトライブビデオ

社会人

31分

爆笑トーク、お楽しみ映画会キーワード
対 象

アヤノコウジキミマロバクショウエキサイトライブビデオ

爆発的ヒットを続けている中高年のアイドル、綾小路きみまろの爆笑ライブです。

カラー 平成20年度受入

制作会社等：毎日ＥＶＲ

演芸・芸能D2

綾小路きみまろ　爆笑エキサイトライブビデオ第２集

一般

50分

爆笑トーク、お楽しみ映画会キーワード

対 象

アヤノコウジキミマロバクショウエキサイトライブビデオダイ2シュウ

この綾小路きみまろのライブビデオ第２弾はどこを切っても金太郎飴のように笑いが飛び出し、速射砲
のようにこれでもかこれでもかと襲ってきます。

カラー 平成21年度受入

制作会社等：テイチクエンタティメント

演芸・芸能D3

綾小路きみまろ　爆笑！エキサイトライブ第４集

一般

63分

爆笑トーク、お楽しみ映画会キーワード

対 象

アヤノコウジキミマロ　バクショウ　エキサイトライブダイ４シュウ

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！＜きみまろ＞ワールド、
ノンストップ！ライブステージの開演です。

カラー 平成24年度受入

制作会社等：テイチクエンタテイメント

演芸・芸能Ｄ４
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