
南砺市視聴覚ライブラリー所蔵一覧（R4.7.15現在） 1

◎社会
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 社701 その時歴史が動いた 戦国編  １  肉を切らせて骨を断つ ＮＨＫソフトウェア 2002.12 一般向け 43分
2 社702 その時歴史が動いた 戦国編  ２  徳川家康三方原の大ばくち ＮＨＫソフトウェア 2002.12 一般向け 43分
3 社703 その時歴史が動いた 戦国編  ３  本能寺の変 ＮＨＫソフトウェア 2002.12 一般向け 43分
4 社704 その時歴史が動いた 戦国編  ４  羽柴秀吉なぞの敵前退却 ＮＨＫソフトウェア 2002.12 一般向け 43分
5 社705 その時歴史が動いた 戦国編  ５  伊達政宗、百万石への挑戦 ＮＨＫソフトウェア 2002.12 一般向け 43分
6 社706 かわってきたわたしたちのくらし ＧＡＫＫＥＮ 13分
7 社707 さぐろう！自動車をつくる工業 小学校社会科５学年 啓和 小・高学年 27分
8 社708 考えよう！日本の工業の特色 小学校社会科５学年 啓和 小・高学年 17分
9 社709 こわい⽕事をふせぐ−消ぼうしょの仕事− 小学校社会科３・４学年 啓和 小・中学年 16分

10 社710 武士の世のはじまり  中学校社会科 啓和 2009 中学生 21分
11 社711 自動車ができるまで 社会５年 啓和 小・高学年 18分
12 社712 地形・気候を生かしたくらし 社会５年 啓和 小・高学年 23分

13 社713 まんが日本史 １３  近代日本の夜明け
大石学∥監修 杉本
寛郎∥ほか歴史考
証

バップ 2014.1 96分
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◎理科
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 理701 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 １ カブトムシ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2006.6 22分
2 理702 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 ２ アリ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2006.6 24分
3 理703 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 ３ ナナホシテントウ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2006.6 24分
4 理704 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 ４ ホタル 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2006.6 26分
5 理705 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 ５ アメリカザリガニ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2006.6 24分
6 理706 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 ６ オオカマキリ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2006.6 24分
7 理707 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 ７ クワガタムシ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2006.6 22分
8 理708 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 ８ アゲハチョウ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2007.2 22分
9 理709 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 ９ トノサマバッタ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2007.2 26分

10 理710 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 １０ ミツバチ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2007.2 29分
11 理711 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 １１ アマガエル 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2007.2 26分
12 理712 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 １２ メダカ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2007.2 23分
13 理713 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 １３ ギンヤンマ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2007.2 24分
14 理714 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑 １４ ヤドカリ 日高敏隆∥総合監修  大谷剛∥監修  栗林慧∥撮影 アスク 2007.2 24分
15 理715 中学理科２分野 第１巻 植物の体のつくりとはたらき 藤田剛志∥監修 東映教育映像部 2008 32分
16 理716 中学理科２分野 第２巻 大地の変化 藤田剛志∥監修 東映教育映像部 2008 28分
17 理717 驚異の小宇宙 ⼈体 ２ しなやかなポンプ〜⼼臓・⾎管〜 小出五郎∥司会進行  タモリ∥司会進行  山根基世∥語り ＮＨＫエンタープライズ 2008.11 50分
18 理718 驚異の小宇宙 ⼈体 ３ 消化吸収の妙〜胃・腸〜 小出五郎∥司会進行  タモリ∥司会進行  山根基世∥語り ＮＨＫエンタープライズ 2008.11 50分
19 理719 驚異の小宇宙 ⼈体 ４ 壮大な化学工場〜肝臓〜 小出五郎∥司会進行  タモリ∥司会進行  山根基世∥語り ＮＨＫエンタープライズ 2008.11 50分
20 理720 驚異の小宇宙 ⼈体 ５ なめらかな連携プレー〜骨・筋肉〜 小出五郎∥司会進行  タモリ∥司会進行  山根基世∥語り ＮＨＫエンタープライズ 2008.11 50分
21 理721 驚異の小宇宙 ⼈体 ６ 生命を守る〜ミクロの戦士たち〜 小出五郎∥司会進行  タモリ∥司会進行  山根基世∥語り ＮＨＫエンタープライズ 2008.11 50分
22 理722 小学校理科 ４年２  星や月 １ 〜星の明るさや色〜 パンドラ 2011.3 小・中学年 15分
23 理723 小学校理科 ４年３  星や月 ２ 〜月の動き〜 パンドラ 2011.3 小・中学年 14分
24 理724 小学校理科 ４年４  星や月 ３ 〜星の動き〜 パンドラ 2011.3 小・中学年 14分
25 理725 小学校理科 ４年５  わたしたちの体と運動 パンドラ 2011.3 小・中学年 15分
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◎理科
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

26 理726 小学校理科 ６年６  生物どうしの関わり パンドラ 小・高学年 16分
27 理727 小学校理科 ６年７  月と太陽 ① 月の形とその変化 パンドラ 小・高学年 18分
28 理728 小学校理科 ６年８  月と太陽 ② 月と太陽の表面のようす パンドラ 小・高学年 16分

29 理729
小学校理科 ６年９  土地のつくりと変化 ① 土地をつくっているもの／流
れる水による地層

パンドラ 小・高学年 21分

30 理730 小学校理科 ６年１０  土地のつくりと変化 ② ⽕山のはたらきによる地層 パンドラ 小・高学年 15分

31 理731 小学校理科 ６年１１  土地のつくりと変化 ③ ⽕山活動による土地の変化 パンドラ 小・高学年 23分

◎英語
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 英701
中嶋洋一の子どもが輝く英語の授業 １ 国際理解編  総合的な学習につなが
る

中嶋洋一∥出演  阿部一∥ほか解説 学研文教事業部 2002.1 120分

2 英702 中嶋洋一の子どもが輝く英語の授業 ２ 環境編  総合的な学習につながる 中嶋洋一∥出演  関典明∥ほか解説 学研文教事業部 2002.1 120分

3 英703 中嶋洋一の子どもが輝く英語の授業 ３ ⼈権編  総合的な学習につながる 中嶋洋一∥出演  柳瀬陽介∥解説 学研文教事業部 2002.1 120分

4 英704 ＤＶＤでフォニックス １  たいそうでフォニックス マイケル・ネイシュタット∥ほか出演 ＴＤＫコア 2007 30分
5 英705 ＤＶＤでフォニックス ２  マジックでフォニックス マイケル・ネイシュタット∥ほか出演 ＴＤＫコア 2007 30分
6 英706 ＤＶＤでフォニックス ３  マナーでフォニックス マイケル・ネイシュタット∥ほか出演 ＴＤＫコア 2007 30分
7 英707 ＤＶＤでフォニックス ４  ドライブでフォニックス マイケル・ネイシュタット∥ほか出演 ＴＤＫコア 2007 30分
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◎保健体育
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 保701
ワクワク探検隊出動！ 小学校 低・中学年向け  生きる力をはぐくむ
⻭・⼝の健康シリーズ−新しい視点の保健指導を⽬指して−

日本学校⻭科医会∥企画・構成 東映教育映像部 14分

2 保702
自分で守る⻭と健康 小学校 中・高学年向け  生きる力をはぐくむ ⻭・
⼝の健康シリーズ−新しい視点の保健指導を⽬指して−

日本学校⻭科医会∥企画・構成 東映教育映像部 15分

3 保703
ブラッシュアップ！未来 中学校向け  生きる力をはぐくむ ⻭・⼝の健康
シリーズ−新しい視点の保健指導を⽬指して−

日本学校⻭科医会∥企画・構成 東映教育映像部 15分

4 保704 食・からだ・くらしの探検 食生活を考えよう  食育シリーズ ２ 農山漁村文化協会 2007.6 52分
5 保705 大きくなったよ！ぼく・わたし 学研教育みらい 16分
6 保706 うれしいな！赤ちゃんがうまれるよ 学研教育みらい 16分
7 保707 初経と精通 思春期のからだの変化 学研教育みらい 17分
8 保708 気になるのはなぜ？思春期のこころ 学研教育みらい 17分
9 保709 いのちはつながる 学研教育みらい 17分

10 保710 喫煙と健康 中学校保健体育 学研教育みらい 20分
11 保711 全国共通防災 感染症対策 Vol.1 個⼈で学ぼう・やろう編 十影堂エンターテイメント 2020.7 27分
12 保712 全国共通防災 感染症対策 Vol.２ 地域・社会で備える編 十影堂エンターテイメント 2020.7 31分
13 体701 とびばこ運動  学研ＤＶＤソフト 小学校体育シリーズ 学研 36分
14 体702 鉄ぼう運動  学研ＤＶＤソフト 小学校体育シリーズ 学研 44分
15 体703 走りはばとび  学研ＤＶＤソフト 小学校体育シリーズ 学研 47分
16 体704 マット運動  学研ＤＶＤソフト 小学校体育シリーズ 学研 35分
17 体705 とび箱運動  学研ＤＶＤソフト 中学校体育シリーズ 学研 17分
18 体706 マット運動  学研ＤＶＤソフト 中学校体育シリーズ 学研 18分
19 体707 リズムダンス  中学校体育シリーズ 木崎秀子∥監修・指導  ＭＡＲＫ岡山∥ほか出演 Ｇａｋｋｅｎ 2004.3 中学生 17分

20 体708
現代的なリズムのダンスの教え方 生徒の「自由」を引き出す「カタチ」
中学校保健体育指導用ＤＶＤ

仙台大学∥監修  山梨雅枝∥講師 東映 2013 中学生 83分
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◎家庭科
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 家701 知っていますか？食品のかしこい選び方 旬の食材・食品添加物 東映 2007 22分
2 家702 被服の手入れと活用 東映 18分
3 家703 快適な住まいと生活 東映 18分
4 家704 家電の中の３Ｒ 東映 16分

◎生徒指導
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 生701
ひとりのときがあぶない！ ゆうかい・つれさりにあわない  防犯教育用教
材ＤＶＤシリーズ

小泉憲也∥監修 映学社 2006.5 15分

2 生702
自分で自分を守る ゆうかい・つれさりにあわない  防犯教育用教材ＤＶＤ
シリーズ

小泉憲也∥監修 映学社 2006.5 15分

3 生703 名探偵コナンクイズ形式で学べる！！防犯ガイド 小学館 2008.9 26分
4 生704 生活指導 １  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材 １０ｍｉｎ．ボックス） ＮＨＫエンタープライズ 2010.2 20分
5 生705 生活指導 ２  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材 １０ｍｉｎ．ボックス） ＮＨＫエンタープライズ 2010.2 20分
6 生706 生活指導 ３  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材 １０ｍｉｎ．ボックス） ＮＨＫエンタープライズ 2010.2 20分
7 生707 生活指導 ４  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材 １０ｍｉｎ．ボックス） ＮＨＫエンタープライズ 2010.2 20分
8 生708 金太郎⼼のちからもち いじめストップ！  幼児・小学校向け アニメーション画房わ組 15分
9 生709 いのちの授業９００日 ぶたのＰちゃんと３２⼈の小学生 開隆堂出版 2008 40分

10 生710 声を聞かせて 平成２０年度 北九州市⼈権啓発アニメーション 北九州市∥企画 東映 40分

11 生711
にこにこがおー！ もしものときにできること  （こどものための防災・防
犯シリーズ 生活安全編３ 犯罪防止）

国崎信江∥監修  ゆきじ∥ほか声 ＨｉＨｉＲｅｃｏｒｄｓ 2012.07 29分

12 生712 ある日突然に… 君に「いじめ」は似合わない 塚田哲也∥監督  山下真司∥出演 オールインエンタテインメント 2012.1 78分
13 生713 いじめ−一歩ふみ出す勇気 いじめ防止教材ドラマ ⽵藤恵一郎∥監督 東映 2018 19分
14 生714 はばたけ明日への瞳 ⻄垣吉春∥監督  吉沢京子∥出演 共和教育映画社 2003.4 51分
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◎生徒指導
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

15 生715
障害のある⼈とのふれあいと⼈権 今まで声をかけられなかったあなたへ
⼈権啓発推進ビデオ

東映 23分

16 生716
ＤＶＤで学ぶ特別支援教育 前編 視点を変えると教室が変わる インク
ルーシブ教育に向けて

⻘山新吾∥監修 中島映像教材出版 25分

17 生717
ＤＶＤで学ぶ特別支援教育 後編 視点を変えると教室が変わる インク
ルーシブ教育に向けて

⻘山新吾∥監修 中島映像教材出版 25分

18 生718 薬物乱用はなぜいけないのか 堀田尚志∥脚本・監督 東映教育映像部 2019 中・高生 19分

◎SNS
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 S701
ネットいじめ ひとりで悩まない  （中学生向け）ネットいじめ防止教
育ＤＶＤ

映学社 2009 中学生 23分

2 S702
気をつけよう！ケータイ・ネットを使うとき 危険性を考え、ルールをつ
くる  インターネット教育ＤＶＤ

映学社 2015.3 22分

3 S703
ケータイ・ネットここが⼼配  犯罪から子どもを守る  指導者・保護者向
け  インターネット教育ＤＶＤ

映学社 2015.3 23分

4 S704
危険から身を守ろう！パソコンやスマホを使うとき  小学生の安全教育シ
リーズ

東映 2015 15分

5 S705
便利？それとも危険？ ケータイ・ネットでのコミュニケーションを考え
る  インターネット教育ＤＶＤ

映学社 2015.3 22分

6 S706
みんなの情報モラル １ アニメーションで学ぶ！ネット社会のルールとマ
ナー

コムパレット 43分

7 S707
みんなの情報モラル ２ アニメーションで学ぶ！ゲーム機、スマホ安全教
室

コムパレット 21分

8 S708 みんなの情報モラル ３ アニメーションで学ぶ！ＳＮＳに潜むリスク コムパレット 21分
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◎SNS
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

9 S709
情報モラルを身につけよう！小学生のスマホの安全な使い方教室 １巻 自
分も相手も傷つけないために

⽵内和雄∥監修 東映 2018 21分

10 S710
情報モラルを身につけよう！小学生のスマホの安全な使い方教室 ２巻 危
険な⽬にあわないために

⽵内和雄∥監修 東映 2018 18分

11 S711
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！〜

坂下涼太∥脚本・監督 東映教育映像部 2021 中学生 25分

12 S712
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〜

坂下涼太∥脚本・監督 東映教育映像部 2021 中学生 18分

◎交通安全
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 交701 はなかっぱの交通安全 ケーキを求めて右・左・右 あきやまただし∥原作・キャラクター原案  のなかかずみ∥監督 東映 2010 13分

2 交702
ズッコケ三⼈組のこうつうあんぜん いつもあんぜんかくにんの巻  幼児・
小学校低学年向けＤＶＤ  （交通安全教育アニメーション）

映学社 2014.12 12分

3 交703 三太郎とかぐや姫の交通安全 東映 2016 14分
4 交704 ポンカンマンの自転車免許教室 ジャパンホームビデオ 18分
5 交705 真剣に考えよう自転車のこと 教配 16分

6 交706
クイズ！危険をさがせ 自転車に乗るとき  小学生の危険予測学習シリー
ズ

東映 17分

7 交707 今すぐチェック！自転車の交通ルール 平成２５年道路交通法改正！！ 教配 16分

8 交708
守ろう！自転車の交通ルール 中学生・高校生の自転車の安全な乗り方
自転車交通安全ＤＶＤ

東映 2017 中・高校生 20分

9 交709
自転車の交通ルールを覚えよう 小学生の交通安全  ドライブレコーダーは
見た！シリーズ

東映 2012 15分

10 交710 三遊亭小遊三の高齢者の交通安全 三遊亭小遊三∥ほか出演 東映 2015 17分
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◎交通安全
11 交711 楽しく街にでましょう 高齢者だからこそ知っておきたい交通ルール 山本文郎∥ほか出演 ジャパンホームビデオ 23分
12 交712 沼田爆の高齢ドライバーの交通安全 明るく、元気に、安全運転 沼田爆∥ほか出演 不二映画 23分
13 交713 あおり運転 加害者にも被害者にもならないために アスパクリエイト（販売） 2020 17分

◎防災
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 防701
相次ぐ高齢者住宅⽕災 身近に潜む⽕災の危険  防災教育ビデオ（一般向
け）ＤＶＤ

菅原進一∥監修 映学社 2013.2 22分

2 防702 のぶながくんのみんなで約束⽕の用⼼ 菅原進一∥監修 教配 2014.8 10分
3 防703 大地震発生！ 大切な命を守るために  地震防災ビデオ 島崎邦彦∥監修 東映 2007 22分
4 防704 もし今、地震が起きたら 命を守る備えと退避行動  地震防災ＤＶＤ 首藤由紀∥監修 東映 2011 19分

5 防705
あっ地震だ津波は？ じぶんの命はじぶんでまもる  地震・津波・防災教育
ＤＶＤ−幼児・小学校低学年向け−

片田敏孝∥監修 映学社 2012.8 14分

6 防706
ボクはすぐに逃げたんだ 東日本大震災から学んだこと  地震・津波・防災
教育ＤＶＤ−小学校中・高学年向け−

片田敏孝∥監修 映学社 2012.8 14分

7 防707
どう守る？自分の命 東日本大震災から教えられたこと 小学生向け
（中・高学年）  地震・津波防災教育ＤＶＤビデオ

⼾田芳雄∥監修 映学社 2012.7 22分

8 防708 避難所の開設・運営 その時、皆さんの力が必要です  市⺠向け防災ＤＶＤ 鍵屋一∥監修 パール商事 2014 17分

9 防709
危険から身を守ろう！大きな地震が起きたとき 小学生の安全教育シリー
ズ  小学校安全教育ＤＶＤ

矢崎良明∥監修 千葉エデュケーショナル 2015 15分

10 防710
うしわかまるのじしんとかじからじぶんをまもる！  防災教育アニメー
ション（幼児・小学生向け）

ドラコ 10分

11 防711 地震・水害から命を守る 生き抜くための自助・共助 池上三喜子∥監修 東映教育映像部 2019 24分
12 防712 災害ケーススタディ とっさの判断！君ならどうする？ 渡邉正樹∥監修 東映教育映像部 2015 小学生 67分
13 防713 ためらわずに避難を！水害から命を守る備えと避難行動 池上三喜子∥監修 東映教育映像部 2021 一般 27分
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◎平和学習
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 平701 あの日−この校舎で 五十年前に被爆したナガサキの記憶 岩波映像 2008.12 30分
2 平702 ヒロシマナガサキ 核戦争のもたらすもの 広島市・⻑崎市∥企画 岩波映画製作所 46分

◎仕事
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 仕701
あしたをつかめ平成若者仕事図鑑 ３−１  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材）  小児
科医 小さな命を守りたい

ＮＨＫエンタープライズ 2009.6 24分

2 仕702
あしたをつかめ平成若者仕事図鑑 ３−２  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材）  消防
官 ２４時間守ります

ＮＨＫエンタープライズ 2009.6 24分

3 仕703
あしたをつかめ平成若者仕事図鑑 ３−３  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材）  薬剤
師 ⼼にも効く薬を届けたい

ＮＨＫエンタープライズ 2009.6 24分

4 仕704
あしたをつかめ平成若者仕事図鑑 ３−４  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材）  ホテ
ル料理⼈ この一皿にすべてを

ＮＨＫエンタープライズ 2009.6 24分

5 仕705
あしたをつかめ平成若者仕事図鑑 ３−５  （ＮＨＫ ＤＶＤ教材）  介護
職員 お年寄りの力を引き出したい

ＮＨＫエンタープライズ 2009.6 24分

◎面接
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 面701 好感度アップ！高校受験面接の受け方 Ｇａｋｋｅｎ 25分

2 面702
中学生の高校受験対策シリーズ ２ 面接で合格を勝ち取る〜受験生の身だ
しなみとマナー〜  中学生向け学校教材ビデオ

高野安弘∥監修 映学社 2018.5 20分

3 面703
中学生の高校受験対策シリーズ ３ 面接の種類によるプレゼンテーション
〜情熱的に伝えるには〜  中学生向け学校教材ビデオ

高野安弘∥監修 映学社 2018.5 22分
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◎一般
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 一701 老いを生きる 今日も何処かで高齢者のサインが！ 八頭司享∥製作 和歌山県 和歌山県⼈権啓発センター 35分

2 一702 ⻘空球児・好児のお年寄りの安全生活術 防ごう！家庭内・外出時の事故 村千鶴子∥監修 東映 20分

3 一703 阿藤快のあっ、と撃退！悪質商法 お年寄りを守るご近所の力 阿藤快∥出演 東映 22分

4 一704
「私は大丈夫」その自信が危ない！ プリペイドカード詐欺・マイナン
バー便乗詐欺 老⼈ホーム入居権詐欺  （消費者教育ＤＶＤ）

木村嘉子∥監修 映学社 2016.12 24分

5 一705
食べる喜びと健康 食と⼝腔を支援する高齢者のケア  第１巻  高齢者の食
を考える

東京シネ・ビデオ 2009 23分

6 一706
食べる喜びと健康 食と⼝腔を支援する高齢者のケア  第２巻  実践に見る
⼝腔介護と摂食・嚥下リハビリテーション

東京シネ・ビデオ 2009 23分

7 一707
深刻化する気象災害 どう身を守る？どう備える？  一般向け・防災安全対
策ＤＶＤ

中林一樹∥監修 映学社 2014.1 25分

8 一708 私にできること ハチドリのひとしずく・・・ アニメーション画房わ組∥製作・著作 ケントハウス∥製作・著作 ケントハウス 19分
9 一709 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩもったいない アニメーション画房わ組 2005.11 22分

10 一710 もったいないばあさんと考えよう世界のこと 真珠まりこ∥原作 ２００９「もったいないばあさんと考えよう世界のこと」製作委員会 2009.11 71分

11 一711
学校図書館の達⼈ 第１巻 へー！図書館って…〜図書館のしくみと役割〜
スクール・ライブラリーシリーズ

笠原良郎∥企画・監修 紺野順子∥企画・監修 紀伊国屋書店 2010.4 21分

12 一712
学校図書館の達⼈ 第２巻 読書の達⼈になるために！〜旅⽴とう本の世界
へ〜  スクール・ライブラリーシリーズ

笠原良郎∥企画・監修 紺野順子∥企画・監修 紀伊国屋書店 2010.4 21分

13 一713
学校図書館の達⼈ 第３巻 ズッコケ三⼈組の図書館活用大作戦  スクール・
ライブラリーシリーズ

笠原良郎∥企画・監修 紺野順子∥企画・監修 紀伊国屋書店 2010.4 21分

14 一714 スクール・コンプライアンス 第１巻  小学校編 菱村幸彦∥監修 日本経済新聞出版社（制作） 2011.7 22分
15 一715 スクール・コンプライアンス 第２巻  中学校編 菱村幸彦∥監修 日本経済新聞出版社（制作） 2011.7 22分

16 一716
世界はときどき美しい Ｃｉｎｅｍａ Ｐｏｅｔｒｙ ｉｎｃｌｕｄｉｎ
ｇ ５ Ｓｔｏｒｉｅｓ

御法川修∥監督・脚本  松田龍平∥出演  市川実日子∥ほか出演 「世界はときどき美しい」製作委員会 2007.8 70分
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◎一般
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

17 一717 エンカサイズ ｖｏｌ．１ 大ヒット演歌で健康たいそう！  東京五輪音頭 金子嘉徳∥監修  ⻑谷川千⾥∥体操実演 テイチクエンタテインメント 2013.6 53分

18 一718
エンカサイズ ｖｏｌ．２ 大ヒット演歌で健康たいそう！  月がとっても⻘
いから

金子嘉徳∥監修  ⻑谷川千⾥∥体操実演 テイチクエンタテインメント 2013.6 55分

19 一719
エンカサイズ ｖｏｌ．３ 大ヒット演歌で健康たいそう！  あゝ⼈生に涙あ
り

金子嘉徳∥監修  ⻑谷川千⾥∥体操実演 テイチクエンタテインメント 2013.6 43分

20 一720 ハリー・ポッターと魔法の歴史 丸善出版株式会社 2020.8 一般 45分

◎お笑い
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 笑701 綾小路きみまろ爆笑！エキサイトライブビデオ 第３集 綾小路きみまろ∥出演 テイチクエンタテインメント 2008.1 85分
2 笑702 ⻩金花 秘すれば花、死すれば蝶 木村威夫∥原案・脚本・監督  原田芳雄∥出演  松坂慶子∥ほか出演 プロジェクトラム トランスフォーマー 2010.1 79分
3 笑703 昭和のお笑い名⼈芸 ６ テレビランド 39分
4 笑704 昭和のお笑い名⼈芸 平成版 ７ テレビランド 65分
5 笑705 昭和のお笑い名⼈芸 平成版 ８ テレビランド 58分
6 笑706 昭和のお笑い名⼈芸 平成版 ９ テレビランド 91分
7 笑707 昭和のお笑い名⼈芸 平成版 １０ テレビランド 61分
8 笑708 三遊亭楽太郎十八番集 １ 六代⽬三遊亭圓楽襲名記念 三遊亭楽太郎∥⼝演 テイチクエンタテインメント 2010.3 61分
9 笑709 三遊亭楽太郎十八番集 ２ 六代⽬三遊亭圓楽襲名記念 三遊亭楽太郎∥⼝演 テイチクエンタテインメント 2010.3 69分

10 笑710 三遊亭楽太郎十八番集 ３ 六代⽬三遊亭圓楽襲名記念 三遊亭楽太郎∥⼝演 テイチクエンタテインメント 2010.3 71分

11 笑711
綾小路きみまろ爆笑！エキサイトライブビデオ 第５集 ⼈生ないものねだ
り

綾小路きみまろ∥
作・演出・構成・
出演

テイチクエンタテ
インメント

2014.9 78分
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◎幼児
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 幼701 子育て不安を乗り越えて 子育て支援ビデオ 大日向雅美∥監修 教配 2006.3 22分
2 幼702 子育て支援に求められるもの 子育て支援ビデオ 大日向雅美∥監修 教配 2006.3 26分
3 幼703 希望をささえる ３．１１ その時、保育園は“続編” 天野珠路∥監修 岩波映像 71分
4 幼704 ある認定こども園の挑戦 〔１〕 環境がはぐくむ健やかな子どもの育ち 増田まゆみ∥企画・監修・解説 岩波映像 2015.9 90分
5 幼705 ある認定こども園の挑戦 ２ 育ちあう保育 増田まゆみ∥企画・監修・解説 岩波映像 2017.9 85分
6 幼706 たのしいえかきうた １ ⽵井史郎∥編・監修 コアラブックス 2007.8 20分
7 幼707 たのしいえかきうた ２ ⽵井史郎∥編・監修 コアラブックス 2007.8 20分
8 幼708 たのしいえかきうた ３ ⽵井史郎∥編・監修 コアラブックス 2007.8 20分
9 幼709 たのしいえかきうた ４ ⽵井史郎∥編・監修 コアラブックス 2007.8 20分

10 幼710 たのしいえかきうた ５ ⽵井史郎∥編・監修 コアラブックス 2007.8 20分
11 幼711 たのしいえかきうた ６ ⽵井史郎∥編・監修 コアラブックス 2007.8 20分
12 幼712 コロコロことばいえるかな？ げんきげんきノンタン 香川豊∥監督  キヨノサチコ∥原作 げんきげんきノンタン製作委員会 2015.5 32分
13 幼713 だいすきＡＢＣ げんきげんきノンタン 香川豊∥監督  キヨノサチコ∥原作 げんきげんきノンタン製作委員会 2015.5 31分
14 幼714 まいごはだあ〜れ？  げんきげんきノンタン 香川豊∥監督  キヨノサチコ∥原作 げんきげんきノンタン製作委員会 2015.5 31分
15 幼715 はっぱっぱカルタだれのこえ？ げんきげんきノンタン 香川豊∥監督  キヨノサチコ∥原作 げんきげんきノンタン製作委員会 2015.5 32分
16 幼716 はみがきしゅこしゅこ げんきげんきノンタン 香川豊∥監督  キヨノサチコ∥原作 げんきげんきノンタン製作委員会 2015.5 32分

◎物語
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 物701 ひなまつり ⽴場良∥演出 Ｇａｋｋｅｎ 2004.3 20分
2 物702 七夕ものがたり 早川啓二∥演出  栗原美紀子∥ほか声 Ｇａｋｋｅｎ 2004.3 20分
3 物703 クリスマス キャロル ⽴場良∥演出  チャールズ・ディケンズ∥原作 Ｇａｋｋｅｎ 2004.3 29分
4 物704 セロひきのゴーシュ 森田浩光∥演出  宮沢賢治∥原作  草尾毅∥ほか声 Ｇａｋｋｅｎ 2004.4 20分
5 物705 ５等になりたい。 加藤盟∥監督  岸川悦子∥原作  御手洗リカ∥ほか声 パナソニック映像 2003.8 76分
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◎物語

6 物706
特選イソップ物語 １ 木こりと金のおの ライオンとネズミ しったかぶ
りのさる 王さまになれなかったカササギ

コアラブックス 2001.8 50分

7 物707
特選イソップ物語 ２ 北かぜとおひさま まねしたカラス きつねとぶど
う アリとセミ

コアラブックス 2001.8 50分

8 物708
特選イソップ物語 ３ こな屋とロバ ウサギとカメ けんかした牛 ひつ
じかいの少年

コアラブックス 2001.8 50分

9 物709
特選イソップ物語 ４ いなかのねずみと町のねずみ 森のばん⼈ 畑にう
めた宝物 かえるの王さま

コアラブックス 2001.8 50分

10 物710 きもだめしのばん  日本のおばけ話−カラーアニメーション短編映画− 岡佳広∥脚本・演出  木暮正夫∥原作  原ゆたか∥原作 北星 2008.4 15分

11 物711
絵からとびだしたねこ  日本のおばけ話−カラーアニメーション短編映画
−

中村隆太郎∥脚本・演出  木暮正夫∥原作  原ゆたか∥原作 北星 2008.4 15分

12 物712 のっぺらぼう  日本のおばけ話−カラーアニメーション短編映画− 楠美直子∥脚本・演出  木暮正夫∥原作  原ゆたか∥原作 北星 2008.4 15分
13 物713 さだ六としろ 佐野浅夫∥おはなし 北星 2008.4 15分
14 物714 クマのミナクロと公平じいさん 後藤俊夫∥監督  最上二郎∥原作 北星 2008.4 23分
15 物715 雪渡り 宮沢賢治原作アニメシリーズ 四分一節子∥監督  宮沢賢治∥原作 ティアンドケイテレフィルム 2007 23分
16 物716 猫の事務所 宮沢賢治原作アニメシリーズ 福冨博∥監督  宮沢賢治∥原作 ティアンドケイテレフィルム 2007 22分
17 物717 双子の星 宮沢賢治原作アニメシリーズ 中村隆太郎∥監督  宮沢賢治∥原作 ティアンドケイテレフィルム 2007 26分
18 物718 氷河ねずみの毛皮 宮沢賢治原作アニメシリーズ 四分一節子∥監督  宮沢賢治∥原作 ティアンドケイテレフィルム 2007 24分
19 物719 すてきなコンサート くまのおいしゃさん 望月敬一郎∥監督  金森三千雄∥原作 北星 2008.4 23分
20 物720 かばのポトマス 杉山卓∥演出  米川功真∥原作 北星 2008.4 25分
21 物721 よっちゃんの不思議なクレヨン 大谷恒清∥演出  こばやしちえ∥原作 共和教育映画社 2003.4 22分
22 物722 リトルモンスター １ コアラブックス 2007.2 30分
23 物723 リトルモンスター ２ コアラブックス 2007.2 30分
24 物724 リトルモンスター ３ コアラブックス 2007.2 30分
25 物725 リトルモンスター ４ コアラブックス 2007.2 30分
26 物726 まめうしくん  （ＴＲｉ ＫｉＤʼＳ） かやもとあきら∥監督  あきやまただし∥原作  財津一郎∥声の出演 トライネットエンタテインメント 2006.8 30分
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◎物語
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

27 物727 ねずみくんのチョッキ ２  （ＴＯＥＩ Ｖ ＫＩＤＳ ＳＥＲＩＥＳ） 若林常夫∥監督  なかえよしを∥作  上野紀子∥絵 東映ビデオ 2007.6 38分
28 物728 きょうはなんてうんがいいんだろう  （ＴＲｉ ＫｉＤʼＳ） 宮⻄達也∥原作  小倉久寛∥声の出演 トライネットエンタテインメント 2008.2 25分
29 物729 リンカーン物語  世界の伝記シリーズ Ｇａｋｋｅｎ 20分
30 物730 キュリー夫⼈物語  世界の伝記シリーズ Ｇａｋｋｅｎ 20分
31 物731 忍たま乱太郎 三池崇史∥監督  尼子騒兵衛∥原作  加藤清史郎∥主演 電通 2012.1 100分
32 物732 アニメ古典文学館 ５ おくのほそ道 三木紀⼈∥監修  岡田美也子∥指導 サン・エデュケーショナル 2007.3 19分
33 物733 アニメ落語館 全巻セット 亜細亜堂コンテンツ 2008.8 106分
34 物734 くじらぐも  （光村サン・エデュケーショナル児童文学ライブラリー） 中川李枝子∥原作 サン・エデュケーショナル 2009.3 11分
35 物735 白いぼうし  （光村サン・エデュケーショナル児童文学ライブラリー） あまんきみこ∥原作 サン・エデュケーショナル 2009.3 13分
36 物736 三年とうげ  （光村サン・エデュケーショナル児童文学ライブラリー） 李錦玉∥原作 サン・エデュケーショナル 2009.3 13分

37 物737
大きなかぶ ロシア⺠話  （光村サン・エデュケーショナル児童文学ライブ
ラリー）

サン・エデュケーショナル 2009.3 14分

38 物738 ごんぎつね  （光村サン・エデュケーショナル児童文学ライブラリー） 新美南吉∥原作 サン・エデュケーショナル 2009.3 19分
39 物739 名作ってこんなに面白い １ ＤＶＤ版 寺泉憲∥ほか出演 ゆまに書房 2010.2 46分
40 物740 名作ってこんなに面白い ２ ＤＶＤ版 寺泉憲∥ほか出演 ゆまに書房 2010.2 54分
41 物741 名作ってこんなに面白い ３ ＤＶＤ版 寺泉憲∥ほか出演 ゆまに書房 2010.2 56分
42 物742 名作ってこんなに面白い ４ ＤＶＤ版 寺泉憲∥ほか出演 ゆまに書房 2010.2 53分
43 物743 名作ってこんなに面白い ５ ＤＶＤ版 寺泉憲∥ほか出演 ゆまに書房 2010.2 53分
44 物744 日本の昔ばなし 天狗の隠れみのほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2013.7 69分
45 物745 日本の昔ばなし 鶴の恩返しほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2013.9 69分
46 物746 日本の昔ばなし 因幡の白兎ほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2013.9 69分
47 物747 日本の昔ばなし 大江山の⻤退治ほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2013.11 69分
48 物748 日本の昔ばなし 桃太郎ほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2013.11 69分
49 物749 日本の昔ばなし 町のねずみと田舎のねずみほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2014.1 69分
50 物750 日本の昔ばなし 笠地蔵ほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2014.1 69分
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◎物語
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

51 物751 日本の昔ばなし 一足千⾥のわらじほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2014.3 69分
52 物752 日本の昔ばなし ヤマタノオロチほか  ふるさと再生 鈴木卓夫∥監督  柄本明∥語り  松金よね子∥語り 日本コロムビア 2014.3 46分
53 物753 レオ・レオニ ５つの名作集 ジュリオ・ジャンニーニ∥監督  レオ・レオニ∥原作  渡辺満⾥奈∥声の出演 日本コロムビア 2013.9 28分
54 物754 ふしぎの国のアリス 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 75分
55 物755 ガリバー旅行記 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 76分
56 物756 ダンボ 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 64分
57 物757 ピーターパン 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 77分
58 物758 ファンタジア 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 120分
59 物759 白雪姫 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 83分
60 物760 シンデレラ 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 74分
61 物761 ピノキオ 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 88分
62 物762 バンビ 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 70分
63 物763 三⼈の騎士 世界名作アニメ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12 72分
64 物764 リトルモンスター １ コアラブックス 2007.2 33分
65 物765 リトルモンスター ２ コアラブックス 2007.2 30分
66 物766 リトルモンスター ３ コアラブックス 2007.2 33分
67 物767 リトルモンスター ４ コアラブックス 2007.2 30分
68 物768 忍たま乱太郎 がんばるしかないさ シリーズ 尼子騒兵衛∥原作 東映教育映像部 1999 小学生 30分

◎人権啓発
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 ⼈701 みんなで考えるＬＧＢＴｓ 第１巻 いろいろな性〜好きになる性〜 日高庸晴∥監修 サン・エデュケーショナル 2018.12 中・高生 23分

2 ⼈702
みんなで考えるＬＧＢＴｓ 第２巻 いろいろな性〜⼼の性・表現する性
〜

日高庸晴∥監修
サン・エデュケー
ショナル

2018.12 中・高生 19分

3 ⼈703 みんなで考えるＬＧＢＴｓ 第３巻 性的指向と性自認（解説編） 日高庸晴∥監修 サン・エデュケーショナル 2018.12 中・高生 22分
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◎人権啓発
4 ⼈704 わたしと⼈権１ ドラマで学ぶ⼈権問題事例集 株式会社ドラコ 一般 26分
5 ⼈705 わたしと⼈権２ ドラマで学ぶ⼈権問題事例集 株式会社ドラコ 一般 24分
6 ⼈706 小さな歩みを見つけよう 〜職場の⼈権 気づきポイント集〜 前田和男∥監督・脚本 東映教育映像部 2021 一般 24分

◎消費者教育
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 消701 あなたの老後の資金が奪われる！
木村嘉子∥監修  三
遊亭金朝∥ナビ

映学社 2019.5 一般 24分

◎福祉
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 福701 はじめて認知症の⼈に接するあなたへ
杉山孝博∥監修  千
葉エデュケーショ
ナル∥企画・制作

東映教育映像部 2018 高〜一般 19分

◎郷土
No. タイトル番号 タイトル 著者 出版者 出版年月 対象 時間

1 郷701 利波臣志留志 東大寺大仏建⽴にすべてを捧げた知られざる男の物語
となみを愛し 元
気にする会∥企
画・制作・著作

となみを愛し 元
気にする会

2020 一般 28分

2 郷702 利波臣志留志 東大寺大仏建⽴にすべてを捧げた知られざる男の物語
となみを愛し 元
気にする会∥企
画・制作・著作

となみを愛し 元
気にする会

2020 一般 28分


