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時間

（分）
請求番号 備考 制作年 内　　　　　容

1
農林水産研究開発レポート　
VOL.1
食と農の未来を拓く研究開発

47 D06-1 一般

１麦の高品質化を目指して　２イノゲノム情報
を読む　３循環する資源としての家畜排せつ物　
他５話

2
農林水産研究開発レポート　
VOL.2
食と農の未来を拓く研究開発

28 D06-2 〃

９海洋生態系と水産資源　10食品の品質保証の
ための研究開発　他２話

3
昭和49年（1974年）多摩川狛
江市猪方地先　災害復旧記録

32 D06-3 〃 2005年

昭和49年9月1日多摩川の堤防が決壊し押しよ
せる濁流が19棟の家々を飲み込んだ。国・都
県・市・人々の対処の記録。

4
裁判員制度　－もしもあなたが
選ばれたら－

58 D06-4 〃

なぜ刑事裁判に国民が参加するのか…篠原裁判
長の言葉は一つの答えである。

5
知っておきたい　子どものぜん
息ケア

65 D06-5 〃

ダニ除去などの環境整備，薬の正しい使い方な
どの知識編，実践編を収録。

6 日本のまつり　九州・沖縄編 35 D06-6 〃

博多祇園山笠　浜崎祇園祭　那覇ハーリー　博
多どんたく港まつりなどを紹介。

7
伝統空間選集①　上三原田の歌
舞伎舞台（群馬県赤城村）

23 D06-7 〃

その昔，上州に手先は器用だが，生き方に不器
用な男がいた。裏方に徹した，男の心意気はい
までは，その土地に受け継がれている。

8
伝統空間選集②　五所川原の立
佞武多（青森県五所川原市）

26 D06-8 〃

８０余年の時を越えて，市民の熱い想いがよみ
がえらせた五所川原の夏の華。

9
伝統空間選集③　越後二十村郷
牛の角突き（新潟県山古志村／
小千谷市）

30 D06-9 〃

江戸時代の読本「南総理里見八犬伝」にも記さ
れた越後の山村に伝わる闘牛（うしあわせ）の
神事。今も息づく昔ながらの行事に人々の笑顔
が華やぐ。

10
伝統空間選集④　信濃大町の子
供流鏑馬（長野県大町市）

26 D06-10 〃 2007年

遠く鎌倉時代に始まるという品濃大町の流鏑馬
は，時に磨かれて姿を変えながら，人々の心に
息づく。

11
伝統空間選集⑤　信濃姨捨の棚
田（長野県千曲市）

28 D06-11 〃

棚田に浮かぶ，美しい月の姿「田毎の月」。後
世へ遺したい，日本人の原風景。

12
伝統空間選集⑥　烏山の山あげ
（栃木県那須烏山市）

30 D06-12 〃

路上に広がる奥行１００ｍもの舞台…。若衆が
舞台装置を操り，背景の山がさまざまに変化す
る豪壮な野外歌舞伎。

13
遊んで覚えるDVD　ジャックと
まめの木

20 D06-13
小学校
低学年

日本語音声，英語音声，英語セリフのみ音声
（BGMなし）の3種類の字幕モードを組み合わ
せて再生することができます。

14
遊んで覚えるDVD　アリババの
ぼうけん

20 D06-14 〃

日本語音声，英語音声，英語セリフのみ音声
（BGMなし）の3種類の字幕モードを組み合わ
せて再生することができます。

15 遊んで覚えるDVD　たからじま 20 D06-15 〃

日本語音声，英語音声，英語セリフのみ音声
（BGMなし）の3種類の字幕モードを組み合わ
せて再生することができます。

16
遊んで覚えるDVD　にんぎょひ
め

20 D06-16 〃

日本語音声，英語音声，英語セリフのみ音声
（BGMなし）の3種類の字幕モードを組み合わ
せて再生することができます。

17 遊んで覚えるDVD　青いとり 20 D06-17 〃

日本語音声，英語音声，英語セリフのみ音声
（BGMなし）の3種類の字幕モードを組み合わ
せて再生することができます。

18
遊んで覚えるDVD　ねむりの森
のひめ

20 D06-18 〃

日本語音声，英語音声，英語セリフのみ音声
（BGMなし）の3種類の字幕モードを組み合わ
せて再生することができます。
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19
'05 第1回常陸大宮市中学生海
外派遣

60 D06-19 中学生 2005年

第1回常陸大宮市中学生海外派遣の記録。研修先
での交流学習，自然・異文化学習を収録。

20 日本の国際平和協力 25 D06-20 一般

東京ティモール国際平和協力業務の記録。

21
農林水産研究開発レポート　
VOL.3
食と農の未来を拓く研究開発

20 D06-21 〃

13大豆の安定・他収を目指して　14進化する
施設栽培　他２話

22 里海と生きる～有明海・鹿島～ 31 D06-22 〃 2005年

干潟と干潮　伝統漁法　次世代へ　民俗と文化

23 ダンボ 62 D06-23
幼児
から

サーカスの像ジャンボの元にコウノトリが運ん
できた神様の贈り物。その小象の名前はダン
ボ。ところがあまりに大きな耳のために芸をし
てもからまったり…。

24 ピノキオ 86 D06-24 〃

人間の子どもになって欲しいと，心を込めて作
り上げた木の人形ピノキオ。妖精が自由に動き
回り話せるようにしてくれたが，本当の子ども
になるためには…。

25 ピーターパン 75 D06-25 〃

子どもたちは，ピーターパンの住む永遠に子ど
ものままででいられる夢と冒険の国・ネバーラ
ンドへ旅立っていく。そこで事件が起きる。

26 ふしぎの国のアリス 73 D06-26 〃

アリスは森の中で深い穴に落ちてしまった。そ
こはまさにトンチンカンでアベコベ…奇妙な世
界。アリスは家に帰ることができるのだろう
か。

27 淡海と生きる　～琵琶湖～ 30 D06-27 一般 2006年

母なる淡海　琵琶湖　太古から続く生命の営み
は今も人々の生活とともにある。

28
'06　第2回　常陸大宮市中学生
海外研修

60 D06-28 中学生 2006年

第２回常陸大宮市中学生海外派遣の記録。研修
先での交流学習，自然・異文化学習を収録。

29
'07　第3回　常陸大宮市中学生
海外研修

60 D06-29 中学生 2006年

第３回常陸大宮市中学生海外派遣の記録。研修
先での交流学習，自然・異文化学習を収録。

30 日本のまつり　東海編 27 D06-30 一般

岐阜　静岡　愛知　三重　のお祭りを紹介。

31 ５等になりたい 76 D06-31
中学生
まで

2003年

小さい頃の病気がもとで4歳まで立つことすらで
きなかった律子。小学校に入っても皆と同じよ
うに歩くことができない。3年生の運動会が近づ
いてきた。律子達の班はどうなるのだろうか。

32 やってみよう　さかあがり 15 D07-1
小学校
中学年

2007年

元オリンピック日本代表の田中光先生と一緒に
さかあがりをマスター。

33 やってみよう　とび箱 15 D07-2 〃

元オリンピック日本代表の田中光先生と一緒に
とび箱をマスター。

34 やってみよう　かべさか立ち 15 D07-3 〃

元オリンピック日本代表の田中光先生と一緒に
かべさか立ちをマスター。

35
道路には危険がいっぱい　ワッ
ツとノリジの交通安全

15 D07-4
小学校
低学年

コアラのCGキャラクターワッツとノリジンが交
通ルールや事故から身を守るためのポイントを
わかりやすく説明。

36
ケータイ・ネット社会の落とし
穴－１　ネット社会の道しるべ

25 D07-5 中学生

新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で
子どもたちにわかりやすく紹介しケータイ・
ネット社会を健全に生きていくための，基本を
学ぶ。
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37
ケータイ・ネット社会の落とし
穴－２　ケータイ社会の落とし
穴

25 D07-6 中学生

新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で
子どもたちにわかりやすく紹介しケータイ・
ネット社会を健全に生きていくための，基本を
学ぶ。

38
ケータイ・ネット社会の落とし
穴－３　ブログ社会の落とし穴

25 D07-7 〃

新しいメディアの「影」の部分をドラマ形式で
子どもたちにわかりやすく紹介しケータイ・
ネット社会を健全に生きていくための，基本を
学ぶ。

39
綾小路きみまろ　爆笑エキサイ
トライブビデオ　第２集

50 D07-8 一般

平成16年の河口湖ステラシアターでの公演を収
録。

40
宮沢賢治　銀河鉄道の夜（解説
付き）

48 D07-9
小学生
から

2007年

80年前の宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」で描かれ
た風景をデジタル映像で再現。

41 スプーンおばさん１　（12話） 100 D07-10 幼児 2006年

あららっ，ちっちゃくなっちゃったー！から始
まる大冒険！！　全12話

42
なかよしおばけ　おばけパー
ティーほか5話

42 D07-11
幼児
から

2005年

ジャック・デュケノワが描くオシャレな絵本か
ら生まれた愉快なおばけたちが大さわぎ！

43 （劇場版）ムーミン谷の彗星 62 D07-12 〃 1992年

ムーミン谷をおおいかぶさった真っ黒な雲。
「この世がほろびる」という事実を確かめに，
おさびし山へ向かった。

44
あきやまただし作品　まめうし
くん　（３話，読み聞かせモー
ド付き）

30 D07-13 幼児 2006年

まめつぶくらいのちいさいこうしのお話。

45
情報セキュリティ対策ビデオ　
サイバー犯罪事件「ネットスパ
イ」

30 D07-14 2007年

何気ない行動で知らぬ間に大切な情報が流れ出
してしまう。情報セキュリティ対策に関する内
容。

46 那須楮と西ノ内紙 60 D07-15
一般

（郷土）
2007年

那須楮編（栽培から出荷まで）西ノ内紙編（そ
の歴史と紙漉きの技術）

47
森に生きる　－森の名手・名人
－

32 D07-16 一般 2007年

日本人と森との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，現代に技術を
受け継ぐ森の名手・名人の姿を通じて木の文化
の重要性を訴求していく。

48
ものづくりの未来を担う　茨城
の若き挑戦者たち

D07-17 〃

夢の実現に向けて，ものづくりに取り組み，技
を極めることに情報をそそぐ，若者たちのド
キュメント。

49
築こう安全・安心なまちを　－
手をつなぎあう住民たち－

24 D07-18 〃

身近な場所で子どもが犯罪に巻き込まれる事件
が跡を絶たない。子どもたちを守り，安心して
生活できる環境をつくるために活動している地
域グループを紹介。

50
日本の国際平和協力　－国連Ｐ
ＫＯ10年－

92 D07-19 〃

国連PKO１０年の歩みを収録。

51 ぼくらの裁判員物語（アニメ） 22 D07-20 高校生

高校生の恋愛を軸にした親しみやすいストー
リーをベースに，刑事裁判及び裁判員制度のポ
イントを分かりやすく説明。

52
大館市・大宮町小学生友好交流
事業（平成16年）

D07-21
小学生

（郷土）

平成16年秋田県大館市の城南小と大宮小との交
流事業の様子を収録。

53 光を浴びる村　旧嶐郷村 120 D07-22
一般

（郷土）

54
夏服の少女たち －ヒロシマ・昭
和20年8月6日－

34 D07-23

小学校
中学年～
高校生

2005年

戦争の暗い影におびえながらも明るく生きた少
女たちの日々をアニメーションで，ボロボロに
焼けた夏服を形見として守り続ける遺族の悲し
みをドキュメンタリーで描く。
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55
ねこざかな 2話　（読み聞かせ
モード付き）

23 D07-24 幼児 2005年

大好評の絵本シリーズをDVD化。躍動感あふれ
る色や構図をそのままに，にぎやかなキャラク
ターたちが自由自在に画面を動き回る。「ねこ
ざかな」「おどるねこざかな」収録。

56
あきやまただし作品　たまごに
いちゃん　（３話，読み聞かせ
モード付き）

26 D07-25 〃 2006年

「ずーっとたまごのままでいたい。だっておか
あさんにあたためてもらえるから」あきやまた
だし原作。甘えん坊のたまごにいちゃんの成長
を描く。

57
にじいろのさかな　－ゆうじょ
う編ー

40 D08-１ 〃 2005年

名作ベストセラー絵本が作者監修によりデジタ
ル絵本化。「にじいろの さかな」「にじいろの 
さかな しましまを たすける！」収録。

58
にじいろのさかな　－ぼうけん
編ー

40 D08-2 〃 2005年

名作ベストセラー絵本が作者監修によりデジタ
ル絵本化。「にじいろの さかなと おおくじら」
「こわく ないよ にじいろの さかな」収録。

59
いたずら子ネコ（６つのおはな
し）

45 D08-3 〃 1993年

アメリカで製作された動物を主人公にしたアニ
メーションを6編収録。「子リスのお手紙」「に
ぎやかなおひっこし」ほか。

60 ポパイ（７つのおはなし） 43 D08-4 〃 2007年

みんなのヒーロー''ポパイ''のアニメを7編収録。
「ポパイがシンデレラ‼」「どっちのお客？」
「ポパイは乱暴者」ほか。

61
「食に関する個別指導」-運動部
活動などでスポーツをする児童
生徒のためにー

38 D08-5 中学生 2003年

平成19年度　食に関する指導支援資料

62
生活習慣病予防教材VOL1
生活習慣病の診療・糖尿病編

44 D08-6 一般 2008年

生活習慣病予防ビデオ教材　医師向け

63
生活習慣病予防教材VOL2
生活習慣病にならないために

36 D08-7 〃 2008年

生活習慣病予防ビデオ教材　一般県民向け

64
生活習慣病予防教材VOL3
生活習慣病と病気

31 D08-8
小学校
高学年

2008年

生活習慣病予防ビデオ教材　小学5,6年生向け

65
日本のまつり信越・北陸編（長
野,新潟,富山,石川,福井）

24 D08-9 一般
（郷土）

2009年

長野，新潟，富山，石川，福井　のお祭りを紹
介

66
「伝統空間選集」下中座の相模
人形芝居（小田原市）

60 D08-10 〃 2008年

地域の人々に支えられ，江戸の人形芝居の面影
を今に伝える下中座の相模人形芝居。国の重要
無形民俗文化財に指定されている。

67
「世界遺産シリーズ」知床
（海，川，森の物語）

31 D08-11 〃 2008年

2005年，日本で3番目の世界自然遺産に登録さ
れた知床。大自然の不思議と魅力に迫る。

68
「水の旅路」坂東太郎物語～第
一章～（利根川）

106 D08-12 〃 2008年

川として日本一の広さを持つ「利根川」は，敬
意と親しみとそして暴れん坊であったことから
「坂東太郎」と呼ばれていた。

69
「内原紀行」（内原町閉町記
念）

21 D08-13 〃 2005年

昭和30年の3村合併から今日まで着実に発展を
遂げてきた内原の歴史的変遷や，人々の生活の
移り変わりを音と映像で表現した。

70
'08 第４回常陸大宮市　中学校
海外研修

60 D08-14 中学生 2008年

第4回常陸大宮市中学生海外派遣の記録。

71 鉢かづき姫 34 D09-1 幼児

いじめと差別の中で，苦境にもめげず，力強く
生きた日本民話「鉢かづき姫」。親子で人権問
題を語り合える作品。

72 日本昔ばなし　三ねん寝太郎 40 D09-2 〃

三年も寝てばかりいた若者が，水の乏しい村に
幾山も越えた湖から水を引くその寝太郎の一生
懸命な姿に，心を打たれ人々が総出で水路を切
り開く。
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73
平和への願いをこめて-女性たち
の戦争体験-

156 D09-3 一般 2006年

終戦・被爆から60年の節目にあたり，日本各地
の女性たちの戦争体験を若い世代へ語り継ぐ。

74
未来への約束　―高レベル放射
性廃棄物の地層処分―

29 D09-4 〃

原子力発電によって発生する「高レベル放射性
廃棄物」を地下深くに埋めて安全に処分する
「地層処分」をわかりやすく解説。

75
私たちのくらしと野生生物　ワ
シントン条約ってなに？

25 D09-5 〃 2007年

海外旅行に出かける際に，ぜひ知っておいてほ
しい注意点とワシントン条約について，短くま
とめたDVD。

76
地球にやさしいエネルギー　原
子力って何？

18 D09-6 〃

環境と電気，エネルギー，原子力，放射線，原
子力発電所などについて解説。

77
ながくら　―長倉小学校閉校記
念―

60 D09-7
一般

（郷土）

我が母校は幾千もの思い出と共に…。

78
常陸大宮市のまつりと行事　―
小田野の火伏外―

112 D09-8 〃 2009年

小田野の火伏せ，妙蓮寺のお会式，入本郷のゴ
ダチ，野口館の念仏講，十二所神社の九頭祭，
六字様，西金砂小祭礼～諸沢地区の対応～

79
幸せ運ぼう　―阪神・淡路大震
災から学ぶ―

60 D09-9 〃

阪神・淡路大震災の記憶と記録を伝えるととも
に，防災意識を高め，命の大切さや助け合うこ
との尊さを学ぶ。

80
「伝統空間撰集」鹿沼今宮神社
祭りの屋台行事（鹿沼市）

60 D09-10 〃 2009年

粋を凝らした彫刻屋台の華麗なる行列。お囃子
の競演「ブッツケ」にも心が沸き立つ。

81
さとうきび畑の詩-清ら島沖縄-
摩文仁からのメッセージ

32 D09-11 〃 2007年

清ら島沖縄～摩文仁からのメッセージ

82
生命の宝庫亜熱帯の森　―沖
縄・奄美の島々―

33 D09-12 〃

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。

83
「水の旅路」坂東太郎物語～第
二章～（小野川・園原ダム）

169 D09-13 〃 2009年

川として日本一の広さを持つ「利根川」。「坂
東太郎」とも呼ばれる川の物語～第二章～

84
天皇皇后両陛下（ご結婚五十年
をお迎えになって）

104 D09-14 一般 2009年

ご結婚五十年という記念すべき年にあたり，今
日の天皇皇后両陛下の元気なお姿とともに，五
十年間の主な出来事を描く。

85
いわたくんちのおばあちゃん～
ぼく，戦争せんけえね～

20 Ｄ１０－１
小学生
アニメ

小学生の寛太は，友達のおばあちゃんの話を聞
くうちに，原爆や戦争のことを自分の問題とし
てとらえ，平和への決意をしていく。

86 日常の人権Ⅰ 23 Ｄ１０－２ 一般

女性の人権，子どもの人権，高齢者の人権

87 日常の人権Ⅱ 23 Ｄ１０－３ 〃

外国人の人権・障がい者の人権・部落差別・イ
ンターネットでの人権侵害

88 日立の自然 19 Ｄ１０－４
一般

（郷土）
2008年

日立市の四季折々の植物などを紹介。

89 日立の二十四景 30 Ｄ１０－５ 〃 2008年

日立市二十四景　「御岩神社」「伊師浜海岸」
など。

90
日立の文化財めぐり第一部北部
編

21 Ｄ１０－６ 〃 2008年

日立市の「歴史」「民俗」「美術」などの貴重
な文化財を紹介。
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91 日本のまつり近畿編 24 Ｄ１０－７ 一般 2010年

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山　のお
祭りを紹介。

92 日本のまつり四国編 21 Ｄ１０－８ 〃 2010年

徳島・香川・愛媛・高知　のお祭りを紹介。

93
伝統空間選集１０　野沢温泉村
の灯籠祭り

30 Ｄ１０－９
一般

（郷土）

出湯の里に江戸時代から伝わる「燈籠祭り」そ
の様子を収録。

94 ちょっと待って，ケータイ２ ３２×２枚 Ｄ１０－１０ 一般

子ども向けには携帯電話のルールを守るお話，
保護所向けには子どもから携帯電話か守るお話
が収録。

95
親子で学ぶ人間の基本　第一章
「立派な人間とは」

113 Ｄ１０－１１

小学校
高学年
から

中国古典で人間の本質を読み解く。「時代の背
景について」他３編。

96
親子で学ぶ人間の基本　第二章
「人間とは何か」

87 Ｄ１０－１２ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「人間とは
何か」他５編。

97
親子で学ぶ人間の基本　第三章
「規範の重要性（その１）」

58 Ｄ１０－１３ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「生きる準
備とは何か」他３編。

98
親子で学ぶ人間の基本　第四章
「規範の重要性（その２）」

54 Ｄ１０－１４ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「仁とは何
か①」他５編。

99
親子で学ぶ人間の基本　第五章
「人間としての基本」

116 Ｄ１０－１５ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「大切な三
人の人」他８編。

100
親子で学ぶ人間の基本　第六章
「幼年教育とは（その１）」

95 Ｄ１０－１６ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「三つの大
切なこと」他３編。

101
親子で学ぶ人間の基本　第七章
「幼年教育とは（その２）」

51 Ｄ１０－１７ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「磨くべき
こと，守るべきこと」他３編。

102
親子で学ぶ人間の基本　第八章
「学ぶとは何か」

134 Ｄ１０－１８ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「最も大切
なこと」他８編。

103
親子で学ぶ人間の基本　第九章
「人として学ぶべきこと」

89 Ｄ１０－１９ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「父母との
関係」他５編。

104
親子で学ぶ人間の基本　第十章
「家庭の教育」

121 Ｄ１０－２０ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「胎教の重
要性」他１０編。

105
親子で学ぶ人間の基本　第十一
章「欲とは何か」

91 Ｄ１０－２１ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「欲望に対
する」他３編。

106
親子で学ぶ人間の基本　第十二
章「社会で生きる要点」

95 Ｄ１０－２２ 〃

中国古典で人間の本質を読み解く。「職業に就
くとは何か」他５編。

107
２０１０第５回常陸大宮市中学
生海外研修

49 Ｄ１０－２３ 中学生 2010年

第5回常陸大宮市中学生海外派遣の記録。研修先
での交流学習，自然・異文化学習を収録。

108

楽しく街に出ましょう高齢者だ
からこそ知っておきたい交通
ルール

23 Ｄ１１－１ 一般

明るく愉快に交通ルールを覚えたくなるDVD。
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109 もし今，地震が起きたら 19 Ｄ１１－２ 一般 2011年

いま求められる地震時の心得，地震への備えを
考えるDVD。

110

サッカーレジェンド　伝説の
スーパースターのテクニックを
学ぶ

53 Ｄ１１－３

小学校
高学年
～一般

1995年

サー・スタンリー・マシューズが「世界でナン
バーワンのサッカーテクニック指導法」と評す
るDVD。

111
テニス　天才プレーヤーを育て
るスポーツサプリ

62 Ｄ１１－４ 〃 2007年

レベル，年齢を問わず楽しくできるユニークな
練習方法を映像で分かりやすく紹介。

112
運脳神経のつくり方かけっこで
１等賞をとる

60 Ｄ１１－５

小学校
低学年
～一般

からだのバランスを調整し，運「脳」神経を伸
ばす10のワークを分かりやすく紹介。

113

ジュニアアスリートが最初に行
いたい筋力＆パワートレーニン
グ

60 Ｄ１１－６

中学生
～

高校生

ジュニアの時だからこそしっかりと身につけた
い筋力トレーニングを映像で分かりやすく紹
介。

114
やればできる！下野六太先生の
スゴい体育

75 Ｄ１１－７ 一般

「やればできる！」を合言葉に，下野六太先生
考案の学習サイクルで生徒たちが大変身。

115 えっ！これも人権？ 30 Ｄ１１－８

小学校
中学年
～一般

人権の大切さに気づく４コママンガと実写でわ
かりやすく構成。

116 いのち輝くとき 30 Ｄ１１－９ 〃

深刻な社会問題となっている子供への虐待。そ
んな親子を救うには近隣の人々の温かい心・地
域社会の支えが必要ではないだろうか。

117 老いを生きる 35 Ｄ１１－１０
中学生
～一般

老いの問題を自分のこととして捉え，高齢者へ
のやさしさや思いやりの心が，態度や行動に表
れるような人権感覚を身につける作品。

118 おはようの声が響く街に！ 35 Ｄ１１－１１ 〃

人権尊重の社会を目指す人権問題学習用ドラ
マ。

119 生活の中の人権 22 Ｄ１１－１２ 〃

日常の中にある人権問題を母と娘の行動の中か
ら考えていく人権啓発ドラマ。

120 一人ひとりの心は今！ 34 Ｄ１１－１３ 〃

差別のない街づくりに頑張る若者の姿を描く感
動の人権啓発学習教材用ビデオ。

121 風かよう道 35 Ｄ１１－１４ 〃

人権・同和問題において学習すべき問題点を
しっかりと提起する教材用ドラマ。

122 ベランダの野生の鳩 29 Ｄ１１－１５

小学校
中学年

～中学生

親鳩の限りない愛情がひしひしと伝わってくる
感動の鳩の子育てのドキュメント映像。

123 たばこは体になぜ悪いの？ 20 Ｄ１１－１６

小学校
高学年

～中学生

たばこに含まれる有害物質やその悪影響につい
て学び，「たばこは絶対に吸わない」という強
い意思を育てる教材映画。

124
竹から作ろう竹とんぼ　入門
編・初級編（群馬方式）

36 Ｄ１１－１７

小学校
中学年

～中学生

羽根材・竹とんぼの作り方・竹とんぼでのまと
入れゲームについて収録。

125
まめうしくんの交通安全～宝さ
がしの旅だっし～

12 Ｄ１２－１ 小学生

「まめうしくん」が登場する，楽しく学べる交
通安全アニメーション。

126
地域で守る子どもの安全　地域
でできる防犯活動

17 Ｄ１２－２ 一般

子どもの安心，安全を守るために，地域とし
て，大人として何ができるかを考える。
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127
知っておきたい　子どもの安全
と応急処置

33 Ｄ１２－３ 一般

年齢によって起きやすい事故，とっさの事故の
応急処置，家庭内の事故予防について学ぶ。

128 子どもの一次救命処置 33 Ｄ１２－４ 〃

心肺蘇生法，AEDの使い方，気道異物の除去法
について学ぶ。

129 ドナルドダック① 67 Ｄ１２－５
小学生　
アニメ

みんなの人気者，ドナルドダックのとってもゆ
かいなドタバタコメディ。「ドナルドの磁石騒
動」他7編。

130 ドナルドダック② 62 Ｄ１２－６ 〃

みんなの人気者，ドナルドダックのとってもゆ
かいなドタバタコメディ。「ドナルドの少年団
長」他7編。

131 ドナルドダック③ 62 Ｄ１２－７ 〃

みんなの人気者，ドナルドダックのとってもゆ
かいなドタバタコメディ。「ドナルドのペンギ
ン」他7編。

132 ミッキーマウス① 55 Ｄ１２－８ 〃

みんなの人気者，ミッキーマウスのワクワクド
キドキのおはなし。「プルートの誕生祝い」他
７編。

133 ミッキーマウス② 64 Ｄ１２－９ 〃

みんなの人気者，ミッキーマウスのワクワクド
キドキのおはなし。「ミッキーの芝居見物」他
７編。

134 ミッキーマウス③ 70 Ｄ１２－１０ 〃

みんなの人気者，ミッキーマウスのワクワクド
キドキのおはなし。「ミッキーの夢物語」他７
編。

135
綾小路きみまろ　爆笑！エキサ
イトライブビデオ第４集

63 Ｄ１２－１１ 一般 2011年

「中高年よ！人生はこれからだ！」の「きみま
ろ」ワールドが展開される，愉快・痛快・大爆
笑のDVD。

136 起こる前に考える　子ども虐待 39 Ｄ１２－１２
高校生
～一般

孤独な群集がうごめく今，「虐待」をどのよう
に理解したらよいのか。子供たちを守るあらゆ
る立場の人のための６つの断章。

137 パパ，ママをぶたないで 20 Ｄ１２－１３ 〃 2009年

２児の母である女性監督が完成させた作品。
「同じ問題を抱える大人に見てもらいたい」と
監督は語る。

138
はなかっぱの交通安全　ケーキ
を求めて右左右

13 Ｄ１3－1 幼児 2013年

「はなかっぱ」が仲間たちと交通ルールを学ん
でいくアニメーション。

139 虹色ほたる 105 Ｄ１3－2
小学生　
アニメ

2012年

タイムスリップしたユウタがかけがえのない仲
間と過ごすかけがえのない夏休みを描いた作
品。

140
ねらわれています！あなたも　
多発する振り込め詐欺

22 Ｄ１3－3 一般

進化する振り込め詐欺の手口について収めた，
文部科学省選定のDVD。

141
林家たい平の高齢ドライバーの
交通安全

21 Ｄ１3－4 〃 2011年

高齢ドライバーの交通ルールと加齢に伴う身体
的・精神的特性を林家たい平が軽妙な語り口で
解説。

142
めぐみ　北朝鮮による日本人拉
致問題啓発アニメ

25 Ｄ１3－5
小学生
～一般

2008年

「拉致という，自由を奪う行為を忘れないでく
ださい。」というメッセージが込められた啓発
アニメーション。

143
西塩子の回り舞台　第五回定期
公演（2枚組）

135 Ｄ１3－6 〃 2014年

現存する日本最古の「組立式農村歌舞伎舞
台」。茨城県の有形民俗文化財に指定された
「西塩子の回り舞台」の公演の模様を収録。

144
西塩子の回り舞台　第五回定期
公演ダイジェスト版

64 Ｄ１3－7 〃 2014年

現存する日本最古の「組立式農村歌舞伎舞
台」。茨城県の有形民俗文化財に指定された
「西塩子の回り舞台」の公演の模様をダイジェ
スト版で収録。
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145
'12　第7回　常陸大宮市中学生
海外研修

72 Ｄ１3－8 中学生

第7回常陸大宮市中学生海外派遣の記録。研修先
での交流学習，自然・異文化学習を収録。

146 まんが日本史①　古代の日本 96 Ｄ１4－1
小学生　
アニメ

2014年

日本の歴史をまんがで綴った作品。「1　日本の
誕生」他３編。

147 まんが日本史②　飛鳥と奈良 96 Ｄ１4－2 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴った作品。「5　大化の
改新」他3編。

148 まんが日本史③　平安前期 96 Ｄ１4－3 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴った作品。「９道鏡の
野心」他3編。

149 まんが日本史④　平安後期 96 Ｄ１4－4 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴った作品。「13　立ち
上がる地方の豪族」他3編。

150
マララ　-教育を求めて闘う少女
-

30 Ｄ１4－5
小学生
～一般

2014年

女子教育の必要性を，世界に訴える，パキスタ
ンの少女マララの話。

151
からすのパンやさん/どろぼう
がっこう

40 Ｄ１4－6
小学生　
アニメ

2007年

おもしろくてステキなパンは町中の子どもに大
評判で大騒ぎ・・・　ほか１話収録。

152 くらしの中の選挙 55 Ｄ１4－7
小学生
～一般

2012年

日本の選挙制度の仕組み，投票・開票など，有
権者だけでなく子どもまで，選挙について知る
ことができる。

153
自分らしい明日のために　早見
優が案内する成年後見制度

30 Ｄ１4－8
高校生
～一般

2009年

自分らしく生き生きとしたシニアライフを手に
入れるために，「任意後見制度」を活用しては
どうだろうか。

154 審理　裁判員制度広報用映画 60 Ｄ１4－9 〃

身近に住む町で事件が発生。その事件の裁判に
裁判員として参加することに。議論から判決ま
で流れを紹介。

155
食料の未来を確かなものにする
ために

10 Ｄ１4－10 〃 2008年

食糧問題が深刻化する中，確かな食を残してい
くために，私たちは何をすればいいのか。

156
木を使って森を生かす　森林の
保全と利用の両立をめざして

28 Ｄ１4－11
中学生
～一般

2008年

パックンマックンと一緒に，森林の現状問題点
と保全について考える。

157
みんな歩き出している。　ふく
しするひと　めざすひと

28 Ｄ１4－12 〃 2010年

福祉の仕事について，実際に現場で働いている
方の話や，解説でわかりやすく紹介。

158
「絆」は永遠に　平成23年防衛
省記録ビデオ

19 Ｄ１4－13 〃 2012年

・東日本大震災への対応　・日米安保体制の強
化などを収録。

159
知ってなっとく！地層処分　放
射性廃棄物の地層処分について

48 Ｄ１4－14 〃

放射性廃棄物の地層処分について，理解を深め
てられる内容。

160
地球にやさしいエネルギー　原
子力って何？

19 Ｄ１4－15

小学校
高学年
～一般

・環境と電気 ・エネルギーについて ・原子力っ
て，なんだろう？　ほか4話収録。

161
地球の未来を拓く　原子力って
何？

27 Ｄ１4－16 〃

原子力と放射線の基本知識や，エネルギーと環
境について収録。

162
ようこそ！エネルギー図書館へ　
社会・理科・総合映像教材

43 Ｄ１4－17 〃 2009年

エネルギーと環境への関心を高めるＤＶＤ。3科
目から学べる。
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163

おじいちゃんが残してくれたも
の　～燃えても 燃えない?燃え
にくい！～

10 Ｄ１4－18

小学校
高学年
～一般

・防火物品　・防火製品についてのアニメー
ションＤＶＤ。

164 人権の物語 10 Ｄ１4－19 〃 2009年

「人権」という世界で最も誤解されている言葉
を，印象的な映像を通してわかりやすくまとめ
たDVD。

165
地球からのメッセージ　～地球
温暖化をどう防ぐ～

30 Ｄ１4－20 〃

40年後の自分たちの未来。豊かな地球を守るた
めに，今私たちは何をすればよいのだろうか。

166
ボディスラップ　おもしろリズ
ムを作ろう！

40 Ｄ１4－21
小学生
～一般

2013年

身体を叩いてリズムを作り，体力向上！地域で
のイベントの一環として活用できる。

167
シルバーリハビリ体操指導士　
養成事業の概要

24 Ｄ１4－22 一般

シルバーリハビリ体操指導士向け。

168
技能五輪・アビリンピックいば
らき大会2009　

70 Ｄ１4－23 〃 2009年

技能五輪とアビリンピックのドキュメント。職
種別競技の様子や，大会の模様を紹介。

169
'14　第9回　常陸大宮市中学生
海外研修

70 Ｄ１4－24 中学生 2014年

第9回常陸大宮市中学生海外派遣の記録。研修先
での交流学習，自然・異文化学習を収録。

170
H24ステキな自分☆魅せちゃい
まショー　午前の部

100 Ｄ１4－25
小学生
～一般

2012年

171
H24ステキな自分☆魅せちゃい
まショー　午後の部

160 Ｄ１4－26 〃 2012年

172
H25ステキな自分☆魅せちゃい
まショー　午前の部

100 Ｄ１4－27 〃 2013年

173
H25ステキな自分☆魅せちゃい
まショー　午後の部

160 Ｄ１4－28 〃 2013年

174
'13　第8回　常陸大宮市中学生
海外研修

65 Ｄ１4－29 中学生 2013年

第８回常陸大宮市中学生海外派遣の記録。研修
先での交流学習，自然・異文化学習を収録。

175 おれたち，ともだち！ 52 Ｄ１4－30
小学生　
アニメ

2006年

キツネとオオカミのゆかいでかわいい友情物語
を４話収録。

176 日本のまつり　北海道編 15 Ｄ15－1 一般 2015年

北海道の祭り「こたんまつり」・「YOSAKOI
ソーラン祭り」など８つの祭りを紹介。

177

東松島市からのメッセージ　～
震災を語り継ぎ未来を創造する
ために～

45 Ｄ15－2 〃 2014年

東日本大震災直後から，東松島市が自然災害の
記録として市民の体験談や，写真などを記録集
としてまとめたDVD。

178
第38回全国高等学校総合文化祭　
記録映像集

135 Ｄ15－3 高校生

全国の高校生が芸術・文化活動の研鑽を発表す
る総合文化祭。茨城県で開催された映像記録
集。

179 天心 122 Ｄ15－4 一般 2013年

明治時代。新しい美を生み出そうと苦闘する天
心と，その弟子の物語。

平  成  二  十  七  年  度  購  入  ・  寄  贈

常陸大宮市文化センターで行われた催し物。一
般の方のステキなショーを収録。　【2012年
版】

常陸大宮市文化センターで行われた催し物。一
般の方のステキなショーを収録。　【2013年
版】
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180 まんが日本史⑤　源氏と平家 96 Ｄ15－5
小学生　
アニメ

2014年

日本の歴史をまんがで綴る。栄える平氏 -立ち上
がる地方の豪族-ほか３話

181 まんが日本史⑥　鎌倉時代 96 Ｄ15－6 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴る。源氏の滅亡 -北条政
子と承久の乱-　ほか3話

182 まんが日本史⑦　室町時代 96 Ｄ15－7 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴る。南朝と北朝の対立 -
足利尊氏幕府を開く-ほか3話

183 生き抜く　南三陸町 人々の一年 99 Ｄ15－8 一般

役場の職員だった夫を探す妻。仮設住宅の抽
選。南三陸町の人々の一年間を記録。

184 真剣に考えよう自転車のこと 16 Ｄ15－9

小学校
中学年
～一般

自転車事故の被害者だけでなく，加害者になら
ないためにも，交通ルールを真剣に考えよう。

185 ネットいじめから子供を守る 27 Ｄ15－10
一般

（指導者・
保護者）

インターネット特有の陰謀ないじめが，子供た
ちの間で拡がっている今，ネットいじめから守
るにはよいのか，指導者，保護者向けのDVD。

186
スマホの落とし穴　親子・地域
で考えよう

34 Ｄ15－11
小学生
～一般

スマホの請求書を見るとビックリ！子どもがス
マホでゲームのアイテムを購入し高額請求に！
課金について，話し合う内容。

187 パンドラの約束 87 Ｄ15－12 一般 2013年

環境保護活動家達が原発問題を考えるドキュメ
ンタリー映画。

188
平成二十七年　鷲子山上神社夏
例大祭

49 Ｄ15－13 〃 2015年

四年に一度だけ執り行われる鷲子山神社の夏例
大祭。豪華な山車や屋台が練り歩く風情ある祭
りの様子を収録。

189

平成27年度 薬物乱用防止講習
会用DVD　薬物はすべてを壊す 
―規制薬物と棄権ドラッグ―

40 Ｄ15－14
中学生
～一般

危険ドラッグ・・・「薬物」は人を破滅に導
く。薬物に手を出せばどんな悲惨が待っている
のか？

190

平成27年度 情報セキュリティ
対策用DVD　転落へのクリック　
―え？まさか犯罪者に―

48 Ｄ15－15

小学校
高学年
～一般

様々な危険が潜むインターネット。クリック一
つで，犯罪者へと転落させない防犯ＤＶＤ。

191 まんが日本史⑧　戦国の幕開け 96 Ｄ16－1
小学生　
アニメ

2014年

日本の歴史をまんがで綴る。応仁の乱 -内乱と下
剋上-ほか３話

192 まんが日本史⑨　戦国時代 96 Ｄ16－2 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴る。戦国の群雄 -武田信
玄と上杉謙信-ほか3話

193 まんが日本史⑩　天下統一 96 Ｄ16－3 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴る。栄える平氏 -豊臣秀
吉と徳川家康-ほか3話

194
のぶながくんの自転車のルール
を守るのじゃ

12 D16－4
幼児～
小学生

ひでよし君といえやす君は何かあっては一大事
と，自転車の交通ルールを知らないのぶなが君
に一生懸命ルールを教える。

195
役に立つ防災教育シリーズ①　
地震と津波のメカニズム

36 D16―5

小学生
～

中学生

196
役に立つ防災教育シリーズ②　
地震のときの行動

35 D16―6 〃

平  成  二  十  八  年  度  購  入  ・  寄  贈

全国で「防災教育」への意識が高まる中，いざ
という時，"自分で自分の命を守ることができる"
ために，必要となるものは何か。また，地震や
津波はどうして起きるのだろう？などの疑問
に，わかりやすく解説。
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197
役に立つ防災教育シリーズ③　
地震後の被災生活

21 D16－7

小学生
～

中学生

198
高齢者のレクレーション支援　
～遊びが福祉を豊かにする～

59 D16―8 一般 2013年

「生活そのものを大事にし，生活を楽しんで活
き活きと生きる。」さまざまな施設や地域で行
われている特色ある取り組みを紹介。

199

高齢者の『からだ・あたま・こ
ころ』　
～その健康の持続と予防～

74 D16―9 〃 2013年

からだ・あたま・こころの3つの視点から「場」
を作り，要介護にならず病気などを予防しよ
う。

200

STOP TO THINK!　
止まって考えよう　トラブルを
防ぐインターネット活用術

42 D16―10 〃

インターネットへの軽はずみなアクセスがトラ
ブルを招く。アクセスする前に「いったん止
まって考えてから」

201
火災から自分を守るためには　
役立つ防災品

16 D16―11

小学生
～

中学生

火災の原因，対策に関するクイズが出題され，
防火品をどのように使うか学ぶ。

202 三人兄弟 43 D16―12 一般

203
まんが日本史⑪　江戸幕府の政
治

96 Ｄ1７－1
小学生　
アニメ

2014年

日本の歴史をまんがで綴る。家康江戸幕府を開
く -大坂夏の陣と豊臣氏滅亡-ほか３話

204
まんが日本史⑫　ゆらぐ幕府政
治

96 Ｄ1７－2 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴る。ゆらぐ封建制度 -享
保の革命と田沼政治-ほか3話

205
まんが日本史⑬　近代日本の夜
明け

96 Ｄ1７－3 〃 2014年

日本の歴史をまんがで綴る。尊王攘夷 -幕末の志
士たち- ほか3話

206
あさりちゃんと学ぶ　地震への
備え

10 Ｄ1７－4
幼児～
一般

準備するものや，地震への備えを項目ごとに子
どもたちにもわかりやすく説明。

207

運転免許返上！　
あなたは運転をいつやめます
か？

17 Ｄ1７－5 一般 2016年

高齢者の事故は年々増加している。免許を返納
しやすい環境の整備を考える。

208 アニメ　ハチ公物語 18 Ｄ1７－6
幼児～
小学生

渋谷のハチ公は，人間との心と心はしっかりと
通い合っていた。そんな心あたたまる愛情と感
情の話。

209
学校トイレ出前教室（低学年
用）

13 Ｄ1８－1
小低～
中学年

210
学校トイレ出前教室（高学年
用）

13 Ｄ1８－2
小中～
高学年

211 三びきの子ぶたの交通安全 14 Ｄ1８－3 小低～ 2018年

三匹の子ぶたの兄妹，ブータロウ・ブージロ
ウ・ブーコが，幼稚・小学生(低学年)向けに，交
通ルールを守ることの大切さを学ぶ。

212
むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

13 Ｄ1８－4 〃 2017年

誰でも苦手なこともあれば，特異なこともあり
ます。大切なのはお互いの違いを認め，相手の
気持ち思いやることなど学ぶ。

平  成  二  十  九  年  度  購  入  分

平  成  三  十  年  度  購  入  分

学校のトイレに入るのはチョット・・・と思っ
ている子供たちに，ウンチの大切さ・トイレの
正しい使い方・トイレと環境問題などを教えま
す。
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213
お年寄りの交通安全
われら交通安全ボランティア

22 Ｄ1８－5 一般 2005年

お年寄りの交通事故を防止するため，ボラン
ティアを立ち上げ，お年寄りが積極的に生きる
大切さ，交通安全の大切さを訴えます。

214 トムとジェリー　① 52 Ｄ1８－6
幼児～
小学生

215 トムとジェリー　② 52 Ｄ1８－7 〃

216
道徳教材ドラマ
聲の形

30 Ｄ1９－1 中学生 2015年

いじめ・障がい者との共生をテーマに子どもの
リアルな表情を描いた原作の物語を基本に教材
としてのテーマを付加したドラマ形式の学習教
材。学習指導案等のダウンロード可。

217

認知症を正しく知るためのDVD
はじめて認知症の人に接するあ
なたへ

19 Ｄ1９－2
高校生
～一般

2018年

「症状についての正しい理解」と「認知症の人
への接し方の基本」の2点に内容をしぼり，基礎
知識を学ぶ入門編。

218
認知症を正しく知るためのDVD
認知症って、なんですか？

14 Ｄ1９－3
小高～
中学生

2018年

疑問に答えるかたちで，認知症とは何か，認知
症の人とどう接すればよいのかを再現ドラマを
通して分かりやすく解説。

219

林家木久扇・木久蔵のダマされ
ちゃいやーん！
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

30 Ｄ1９－4 一般 2016年

林家木久扇・木久蔵の親子師匠が演じる落語を
楽しみながら，近年多発する手口の再現ドラマ
をもとに，被害に遭わないための対策法，周囲
の見守りの大切さを描く。

220 ローマの休日 118 Ｄ1９－5 一般 1953年

ある小国の王女アン（演：オードリー・ヘプ
バーン）と新聞記者という身分違いの恋を描い
たロマンチックで切ないラブストーリー。
1953年アカデミー賞受賞作。

221 風と共に去りぬ 212 Ｄ1９－6 一般 1939年

南北戦争の頃，大富豪の令嬢スカーレット・オ
ハラ（演：ヴィヴィアン・リー）が愛や戦争に
翻弄されながらも力強く生き抜く姿を描く。
1939年アカデミー賞受賞作。

222 ファンタジア 120 Ｄ1９－7
幼児～
一般

1944年

クラシック音楽の華麗な旋律に合わせて，画面
いっぱいにあふれる色彩豊かな映像で展開する
ファンタジー。「魔法使いの弟子」に扮した
ミッキーも夜空の星たちを指揮して大熱演。

223 バンビ 70 Ｄ1９－8
幼児～
一般

1942年

春，緑の豊かな森の奥で一頭の小鹿（バンビ）
が生まれた。喜びや悲しみを経験しながら数々
の試練を乗り越えて立派に成長するバンビの姿
を描いた心温まるストーリー。

224
ムーミン谷とウィンターワン
ダーランド

86 Ｄ1９－9
幼児～
一般

2017年

「クリスマス」を探しに出かけたムーミンが出
会う不思議な冬の魔法，やがて訪れる最高の
夜。美しい冬景色とともに繰り広げられるムー
ミンの喜びと驚きに満ちた冒険の物語。

225
スマホ依存
スマホ依存の恐怖とその対策法

12 Ｄ20－1 中学生 2017年

スマホをしながら歩く、スマホをしながら勉強
する、スマホをしながら食事をする。あなたの
日常からスマホが奪ったものは時間だけではな
いのです。

226 未来ーＳＮＳの罠－ 18 Ｄ20－2

中学生
～高校

生
2015年

ＳＮＳがいじめ、危険ドラッグの温床になっています。
いじめや危険ドラッグとＳＮＳの連鎖を断ち切れるため
に必要なことを生徒たちが自ら話し合い、自分たちの未
来をつくる大切さを提案します。

227 不審者がいたら、どうする？
（自分を守る正しい行動を身につける）

19 Ｄ20－3 中学生 2013年

中学生が犯罪に巻き込まれるケースが後を絶ちません。自分
の身近に犯罪の危険が潜んでいることを知り、自分で自分を
守る強い意志を持つことや、危険を予測して回避する方法を
身につけることをわかりやすく教えています。

228
もし今、地震が起きたら
～命を守る備えと退避行動～

19 Ｄ20－4 一般 2011年

過去から伝えられてきた「地震の心得」が、現在でも有効か
どうかの検証が進められています。東日本大震災の経験も踏
まえ、今求められる地震の心得、緊急地震速報の行動への活
かし方、地震への備えを考えます

令  和  元  年  度  購  入  分

令  和  2  年  度  購  入  分

アカデミー賞を何度も受賞し，大人から子供ま
で楽しめる名作アニメ。日本語字幕と吹き替え
音声などで楽しめます。各７話収録。
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229
より一歩踏み込んだ新型コロナ
ウイルス感染予防行動へ

16 Ｄ20－5 一般 2020年

新型コロナウイルスは、高齢者など、一部の感染者にとっては命
に関わることがあるので、「うつらない」「うつさない」ために
は、一人一人による感染予防行動が重要になってきます。わかり
やすい映像と解説で、より一歩踏み込んだ新型コロナウイルス感
染予防行動について学ぶことができる教材です。

230

バイリンガル世界の童話
遊んで覚える英語ＤＶＤ

アラジンと魔法のランプ
20 Ｄ20－6

幼児～
一般

2009年

世界の名作童話「アラジンと魔法のランプ」を日本語・英語のバ
イリンガルで収録。2か国語の音声と日本語・英語の字幕をメ
ニューから選択して、いろいろ組み合わせで再生できるので楽し
みながら英語を身につけることができます。

231
遊んで覚える学習ＤＶＤ2

ＡＢＣ 25 Ｄ20－7
幼児～
一般

2006年

アルファベットは26文字。ＡからＺまで、ぜん
ぶ言ってみよう。Ａがつくのはなんでしょう？
えいごのことばもおぼえちゃおう！
アニメ形式の学習用ビデオです。

232
遊んで覚える学習ＤＶＤ3

ひらがな 25 Ｄ20－8
幼児～
一般

2006年

ひらがなの読み方、書き方、使い方を「あ」の
国から「ん」の国、「　゛」の国や「　゜」の
国まで、探検しながらおぼえちゃおう！
アニメ形式の学習用ビデオです。

233
遊んで覚える学習ＤＶＤ11

にほんちず 20 Ｄ20－9
幼児～
一般

2006年

日本の国はいろいろな地方に分かれているよ。
どこでなにがとれるかな？どんなものがあるの
かな？都道府県を全部紹介してゆくよ。
アニメ形式の学習用ビデオです。

234
遊んで覚える学習ＤＶＤ12

せいかちず 20 Ｄ20－10
幼児～
一般

2006年

世界にはたくさんの国があって、いろんな人や
動物が住んでいる。暑い国、寒い国、砂漠や
ジャングル…世界一周の旅に出かけよう！
アニメ形式の学習用ビデオです。

235 メリークリスマス 28 Ｄ20－11
幼児～
一般

2003年

アニメのクリスマスソングと青い鳥の話を１枚
のＤＶＤに収録
〈収録曲〉１.ジングルベル2.もろびとこぞりて
3.もみの木4.きよしこの夜5.まきびとひつじを

236
ミヤモトムサシのこうつうあん
ぜん五輪の書

14 Ｄ21－1
幼児～
小学生

2020年

道路の歩き方や横断歩道の渡り方、信号の見方など
をタクアン和尚に教えてもらいながら学んでいきま
す。交通ルールの5つの基本を楽しく学ぶことがで
きる交通安全アニメーション教材です

237
スマホは情報モラルが大切1巻
～ネットいじめをしない！
ＳＮＳでの出会いに気をつけよう！～

25 Ｄ21－2

中学生
～高校

生
2021年

「ネットいじめ」「ＳＮＳでの出会い」の２つのテーマ
を取り上げ、それぞれドラマ編と解説編で構成。視聴し
た生徒が、ドラマの中の出来事を自分だったらどうする
か考え、情報モラルが育成されることを狙いとします。

238

スマホは情報モラルが大切２巻
～もう一度よく考えよう！
　写真や動画の投稿～

18 Ｄ21－３

中学生
～高校

生
2021年

「個人情報流出」「炎上」の２つのテーマを取り上げ、
それぞれドラマ編と解説編で構成。視聴した生徒が、ド
ラマの中の出来事を自分だったらどうするか考え、情報
モラルが育成されることを狙いとします。

239 薬物乱用はなぜいけないのか 19 Ｄ21－4

中学生
～高校

生
2019年

大麻を始めとした危険な薬物の種類とその有害性を紹介し、
これらの薬物乱用が引き起こす問題点を示していきます。ま
た、喫煙・飲酒の害や、医薬品の乱用から薬物依存になって
いく恐ろしさを伝え、薬物を拒絶する強い意志を持たせま
す。

240 シンデレラ　秘密のプリンス 87 Ｄ21－5
幼児～
中学生

2018年

王子様に見初められた『エラ』。しかし、お城の秘密を見て
しまったことから追われることに。『エラ』たちは無事逃げ
られるのか!?　そして秘密の王子様とは?
王子様を助けるため、シンデレラの新たな冒険が始まる。

241
ハイハイ英語
　０才から楽しく学ぶ英語

40 Ｄ21－6 幼児～ 2013年

大人も子供も笑って学べる幼児向け英語アニメＤＶＤ
粘土・折り紙・フェルト・ちぎり絵・版画など、ＣＧを
使わないあたたかみのある映像をたくさん盛り込んで、
お子様の好奇心を刺激し、英語力を養います。

242

ハイハイ英語
　０才から学ぶ旅の英会話
（BOOK付き）

45 Ｄ21－7 幼児～ 2014年

旅行中のいろんなシチュエーションで必要な英
語が、楽しみながら学べるＤＶＤ
デコボコ夫婦の海外珍道中を観るだけで必要な
旅行英語が身に付く！

243
君が笑っていた
～ソーシャルディスタンスの罠～

23 Ｄ21－8

中学生
～高校

生
2021年

新型コロナ感染は、感染者、その家族、病院関係者への
誹謗中傷・差別を生みました。差別やいじめのない社会
とは何かを語り合う作品です。前編「問題提起」後編
「解決へ向けて」各10分程度の視聴が選べます。

244 自分ごとＳＤＧｓ 22 Ｄ22－1
小学生

～
202２年

２人の姉弟と一緒に、SDGｓに取り組んでいる人たちのインタ
ビューを見て、身の回りにある身近なものからSDGｓについての
考え方を深めていきます。SDGｓの基礎知識を学ぶだけではな
く、SDGｓを自分ごととして捉え、行動していくきっかけとなる
教材です。

令  和  3  年  度  購  入  分

令  和  ４  年  度  購  入  分
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245 性の多様性とＬＧＢＴＱ+ 28 Ｄ22－2
中学生

～
202２年

「性のあり方」についての基礎知識をわかりやすく解説しなが
ら、インタビューを通して、性には様々な形があることや、性的
マイノリティを取り巻く実状についても伝えます。性の在り方に
ついて理解を深めることで、多様性を尊重した誰もが過ごしやす
い社会について考えていくことができる教材です。

246 災害ケーススタディ 86 Ｄ22－3 小学生 20１５年

小学校向けの防災教材です。地震や津波など、いろいろな災害に
ついての基本的知識や、災害から身を守るための方法を学びま
す。災害が起こる場面をアニメーションで提示し、どのように身
を守るか視聴者に考えさせます。また、実際の災害の映像を交え
てそれぞれの災害の基礎的な知識を伝えます。

247 私たち一人ひとりができること 26 Ｄ22－4
小学生

～
202１年

「コロナ差別」の特徴と、差別や偏見がなぜ生まれるの
か、そしてどのように向きあっていけばよいのかを学べ
る、ドラマ形式の人権啓発教材です。

248 ウッディ・ウッドペッカー 53 Ｄ22－5 幼児～ 201１年

ウッディ・ウッドペッカーの活躍は爆笑の連続！！「ハ
チャメチャドライブ」「ペッカーの迷パイロット」
「ペッカーの野球対決」などウッディ・ウッドペッカー
の楽しいお話全８話を収録

249 トゥイ―ティー 53 Ｄ22－6 幼児～ 201１年

小鳥のトゥイ―ティーと猫のシルベスターの知恵合戦！
「ネコたちの大作戦」「食うか食われるか」公園は楽し
いわが家」「子ネコとバトル」など、トゥイ―ティーと
シルベスターの楽しいお話全８話を収録

250 バッグス・バニー 60 Ｄ22－7 幼児～ 201１年

いたずらうさぎのバッグス・バニーが大暴れ！！「イタ
ズラなウサギ」「カメウサギに勝つ」「スーパーウサ
ギ」など、バッグス・バニーの楽しいお話全８話を収録

251 ルーニー・テューンズ 55 Ｄ22－8 幼児～ 201１年

ボクたちルーニー・テューンズ！キミのお気に入りキャ
ラクターは⁉「ネコは負け犬」「いとしのバニー」
「バッグスの大脱走」など、ルーニー・テューンズの
キャラクターたちの楽しいお話全８話を収録

252
アンディパンダ＆ウッドペッ
カー

64 Ｄ22－9 幼児～ 2013年

やさしいパンダの男の子アンディパンダと、ゆかいなキ
ツツキ、ウッドペッカーの楽しいお話がいっぱい！「ア
ンディ・パンダ」「フィッシュ・ライフ」「リンゴの誘
惑」「アンディ交響楽団」など全８話を収録

253 みんなのアイドルベティちゃん 56 Ｄ22－10 幼児～ 2013年

とても可愛くてちょっぴりおっちょこちょい。みんなのアイ
ドルベティーブープの楽しいお話がいっぱい！「ベティのダ
イエット」「赤ずきんちゃん」「白雪姫」「お風呂なんて大
嫌い」ほか、特典映像１話を含む全８話収録

254 キャスパー 50 Ｄ22－11 幼児～ 2013年

オバケのキャスパーは人をおどかすのがキライな、みん
なと仲良くしたい心優しい人気者。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」など全８話収録

255 チップとデール 56 Ｄ22－12 幼児～ 2013年

チップとデールはいたずらが大好き！！「リスの山小屋
合戦」「リスの住宅難」「リスの食糧難」「リスのコー
ルタール騒動」「リスとヒヨコ」「リスの雪かき」な
ど、チップとデールの楽しいお話全8話を収録

256 フィリックス・ザ・キャット 60 Ｄ22－13 幼児～ 2013年

ユーモアのセンス抜群！どんな困難にも負けない幸運の
ネコ、フィリックスの楽しいお話がいっぱい！「勇敢な
王様」フィリックスと金のガチョウ」「フィリックスと
海の神様」など全8話収録

257 スノーホワイト 78 Ｄ22－14 幼児～ 2020年

仕立屋の父と2人暮らしのハナ。ところが突然父は姿を消し
てしまう。父を捜すべく、犬のローバと旅に出たハナ。手が
かりはワンダーバードという鳥の羽だけ。白雪姫とこびとた
ちに出会ったハナは、彼らと共に旅を続ける
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