
記号番号 題　　　　　名 時間 対象 内　　　　　　　　　　　容 設置年度

ＧＭ　　１ 魔女の宅急便 102分
幼・小
（低）

13才になった「キキ」は、一人前の魔女になるため一年間
の修行に出かける。海のそばの町で、黒猫ジジと一緒に
空飛ぶ宅急便やさんになる。ユーモラスに描かれた楽し
いお話。

H2

ＧＭ　３０ 金色のくじら ２５分 小
つとむは白血病の弟に、自分の骨髄液を提供するために
手術室に入っていく。手術が無事に終了し弟の退院の日
に、兄に心から感謝する。愛と勇気、家族愛の物語。

ＧＭ　３１ 日本昔ばなし　１ ５０分 幼・小 桃太郎、豆つぶころころ、わらしべ長者、田植地蔵 H8

ＧＭ　３２ 日本昔ばなし　２ ５０分 幼・小 花咲か爺さん、夢を買う、さるかに合戦、たのきゅう H8

ＧＭ　３３ 日本昔ばなし　３ ５０分 幼・小 浦島太郎、絵姿女房、一休さん、髪長姫 H8

ＧＭ　３４ 日本昔ばなし　４ ５０分 幼・小 三枚のお札、そこつ総兵衛、分福茶釜、湖の怪魚 H8

ＧＭ　３５ 日本昔ばなし　５ ５０分 幼・小 一寸法師、火男、カチカチ山、大沼池の黒竜 H8

ＧＭ　３６ 日本昔ばなし　６ ５０分 幼・小 金太郎、宝の下駄、おむすびころりん、馬方とタヌキ H8

ＧＭ　３７ 日本昔ばなし　７ ５０分 幼・小 養老の滝、雀とキツツキと山鳩、こがねの斧、蛙の恩返し H8

ＧＭ　３８ 日本昔ばなし　８ ５０分 幼・小 七夕さま、さだ六とシロ、河童の雨ごい、イワナの怪 H8

ＧＭ　３９ 日本昔ばなし　９ ５０分 幼・小 耳なし芳一、月見の枝、三年寝太郎、ひょうたん長者 H8

ＧＭ　４０ 日本昔ばなし　１０ ５０分 幼・小 舌切り雀、龍の淵、おいてけ堀、河童のくれた妙薬 H8

ＧＭ　４１ 日本昔ばなし　１１ ５０分 幼・小 うばすて山、芋ほり長者、だんだらぼっち、ムカデの使い H8

ＧＭ　４２ 日本昔ばなし　１２ ５０分 幼・小 屁ひり女房、旅人馬、八郎潟の八郎、猿の恩返し H8

ＧＭ　４３ 日本昔ばなし　１３ ５０分 幼・小 塩ふきうす、あとかくしの雪、羅生門の鬼、大歳の火 H8

ＧＭ　４４ 日本昔ばなし　１４ ５０分 幼・小 雪女、岩屋の娘、かしき長者、ソラ豆の黒いすじ H8

ＧＭ　４５ 日本昔ばなし　１５ ５０分 幼・小 小太郎と母龍、オオカミと娘、タヌキと彦市、ねずみの娘 H8

ＧＭ　４６ ゆうかんな十人のきょうだい ２０分 幼・小
それぞれ不思議な魅力をもつ１０人の兄弟が知恵と力を
合わせて王様をこらしめ、村の平和を守る痛快な話。

H10

ＧＭ　４７ 赤ずきんちゃん　ちゃんとチェック！ １３分 幼・小
「赤ずきん」の話をベースに、犯罪やトラブルに巻き込まれ
たときの対処の仕方をポイントに展開。

H10

ＧＭ　４８ とびだしちゃダメ！ ２０分 幼・小
学校の帰りやお使いなどでの飛び出しを想定し、アニメと
音で注意を喚起するとともに、安全で正しい横断の仕方を
伝える。

H11

ＧＭ　４９ 日本昔ばなし　１６ ５０分 幼・小 八つ化け頭巾、クラゲの骨なし、座敷童子、ナマズの使い H11

ＧＭ　５０ 日本昔ばなし　１７ ５０分 幼・小
鉢かつぎ姫、一軒家の婆、ねずみ経、にんじんとごぼうと
だいこん

H11

ＧＭ　５１ 日本昔ばなし　１８ ５０分 幼・小 くわず女房、蛙になったぼた餅、むりどん、小僧がま H11

ＧＭ　５２ 日本昔ばなし　１９ ５０分 幼・小
きつねの嫁入り、熊と狐、うぐいす長者、ミソサザイは鳥の
王様

H11

ＧＭ　５３ 日本昔ばなし　２０ ５０分 幼・小
カサ売りお花、船幽霊、赤ん坊になったお婆さん、水神さ
まと虹の橋

H11

ＧＭ　５４ 日本昔ばなし　２１ ５０分 幼・小 牛方と山んば、よくばり和尚、爺婆かぼちゃ、水の種 H11

ＧＭ　５５ 日本昔ばなし　２２ ５０分 幼・小
みそ買い橋、言うなの地蔵、猿地蔵、エビの腰はなぜま
がったか

H11

２　アニメ
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ＧＭ　５６ 日本昔ばなし　２３ ５０分 幼・小 狐森、乞食のくれた手ぬぐい、蛸八長者、千亀女 H11

ＧＭ　５７ 日本昔ばなし　２４ ５０分 幼・小
にせ本尊、きつね女房、としがみみさま、すりばちをなめ
た猫

H11

ＧＭ　５８ 日本昔ばなし　２５ ５０分 幼・小 宝のおお釜、雷と月と日、大年の客、天福地福 H11

ＧＭ　５９ 日本昔ばなし　２６ ５０分 幼・小 かぐまのちから石、白弧の湯、念仏天狗、猫檀家 H11

ＧＭ　６０ 日本昔ばなし　２７ ５０分 幼・小 かじ屋のばばあ、百合若大臣、大蔵と天狗貪、蛸薬師 H11

ＧＭ　６１ 忍たま乱太郎の自転車安全教室 １６分 幼・小
落第忍者の乱太郎が現代にタイムスリップ。危険の多い
都会の道路で自転車の交通ルールや安全な歩行方法を
婦警さんから学ぶ。

H11

ＧＭ　６２ パッチンして！おばあちゃん ９０分 一般
《まばたき》以外に伝達の手立てを失った寝たきりのおば
あちゃん。そして、看護に奮闘する一人娘や仲間たち。事
実を基にした奇跡のようなふれあいを描く。

H11

ＧＭ　６３ はだしのゲン　〔１〕　〔２〕
８５分
９０分

小
戦争を知らない世代から圧倒的な反響と話題を呼んだ作
品。｢戦争ばかたれ｣｢原爆ばかたれ｣ひとりぼっちのゲン。
思わず笑いと涙がこみあげる。

H13

ＧＭ　６４ 世界の伝記シリーズ・マザーテレサ ２０分 小
「一番悲惨なことは誰にも愛されないこと、誰からも必要と
されていないと感じること」、自分が生きるうえで何が大切
かを考えさせられる。

H13

ＧＭ　６５ 日本一短い「愛」の手紙 ２３分 一般
短いからこそ、伝わる思いがある。人生の奥深さが鮮明に
なる。４篇の物語から、あなた自身の「愛」を見つけて‥。

H13

ＧＭ　６６ まんが世界昔ばなし　　２１ ２２分 幼・小 美女と野獣、金色のしか H14

ＧＭ　６７ まんが世界昔ばなし　　２２ ２２分 幼・小 誕生日の秘密、霜の巨人 H14

ＧＭ　６８ まんが世界昔ばなし　　２３ ２２分 幼・小 ロビンフッドのぼうけん、洋服がごはんをたべた話 H14

ＧＭ　６９ まんが世界昔ばなし　　２４ ２２分 幼・小 十一わのはくちょう、動物たちと火 H14

ＧＭ　７０ まんが世界昔ばなし　　２５ ２２分 幼・小 クリスマスの贈りもの、ロバになった旅人 H14

ＧＭ　７１ まんが世界昔ばなし　　２６ ２２分 幼・小 トロイの木馬、にじの湖 H14

ＧＭ　７２ まんが世界昔ばなし　　２７ ２２分 幼・小 十二の月、北風のくれたテーブルかけ H14

ＧＭ　７３ まんが世界昔ばなし　　２８ ２２分 幼・小 ドン・キホーテ、うさぎにまけたとら H14

ＧＭ　７４ まんが世界昔ばなし　　２９ ２２分 幼・小 三色すみれ、スーホーの白い馬 H14

ＧＭ　７５ まんが世界昔ばなし　　３０ ２２分 幼・小 七つの星、ウイリアム・テル H14

ＧＭ　７６ ふしぎなふしぎなトイレの国 １３分
幼・小
（低）

学校でトイレに行けなくて、家にかけこんだマルオ。｢うん
ちするって恥ずかしい？｣ドクターベンや伯爵に、うんちや
トイレの大切さを教わる。

H14

ＧＭ　７７ 太一のもりのぼうけん １５分 幼
幼児期の子どもが、太一とともに体験しながら、よいことや
悪いこと、他の人に対して思いやりの心をもつことなどに、
気づくように描いている。

H12

ＧＭ　７８ 心の花たば １３分
幼・
小・
一般

石垣と石段だらけの町に引っ越してきたおじいさんが，少
しでも土のあるところに花の種をまき始めた。町の人は遠く
から見ているだけだったが，一人の小さな女の子だけは，
おじいさんといっしょに花の種をまいた。やがて町のいろ
いろな所に…

H15
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ＧＭ　７９ カワウソ親子の冒険 １９分 幼・小

椋鳩十の原作「金色の川」をもとに作られた。大自然を背
景に、襲いかかる大フクロウ、狩人などから必死に子ども
を守る母カワウソの愛と知恵、命の尊さを描いた感動と冒
険の物語。

H14

ＧＭ　８０
カワウソ親子の冒険
（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾀｲﾌﾟ)

１９分 幼・小

椋鳩十の原作「金色の川」をもとに作られた。大自然を背
景に、襲いかかる大フクロウ、狩人などから必死に子ども
を守る母カワウソの愛と知恵、命の尊さを描いた感動と冒
険の物語。

H14

ＧＭ　８１ 字のないはがき １８分
小・
中・
一般

終戦の年の３月、東京大空襲にあった家族。父はそれま
で手放さなかった下の妹を、学童疎開に出す決心をす
る。「元気な日はマルを書いて、毎日一枚ずつポストに入
れなさい。」父はまだ字のかけない妹に、自分あての宛名
を書いた葉書を渡した。

H15

ＧＭ　８２
長編名作アニメ　１
サンゴ礁伝説・青い海のエルフィ

７２分
幼・小
中

・洋上に浮かぶ巨大都市ネプチューン。幼いころに拾わ
れ自分が水棲人であることを知らないエルフィは、さんご
礁を破壊して開発を進める人間と反対する水棲人の間で
起こった戦争に巻き込まれ‥‥。

H15

ＧＭ　８３
長編名作アニメ　２
トンデモネズミ大活躍

６９分
幼・小
中

ウサギのような足と耳をもった青いからだの陶芸ネズミは、
生命を得ると仲間を求めて冒険の旅に出かけた。トンデモ
ネズミの運命は。

H15

ＧＭ　８４
長編名作アニメ　３
がんばれ！ぼくらのヒットｴﾝﾄﾞﾗﾝ

６９分
幼・小
中

３年生が抜けた後の稲葉中学野球部は連敗を重ね。解散
の危機に直面し、初めて団結の大切さを知る。地区大会
の一回戦、強豪の光陵中戦の最終回、０対０の奇跡の善
戦で、なんとランナーが塁に出た。

H15

ＧＭ　８５ 素敵で小さなお話　第一集1巻 ４０分 幼・小

・キズついたオオカミと少女　・フランスのモグラとイギリス
のモグラ　・素敵な贈り物の輪　・見つかった！大好きなク
マのぬいぐるみ　・気球に乗った腹ぺこワニとカエル
（日本語ナレーション　落合恵子）

H15

ＧＭ　８６ 素敵で小さなお話　第一集2巻 ４０分 幼・小

・ボクの味方は強いワニ　・夢の中のあなたとわたし　・本
に潜むこわい魔物たち　・お花畑が、どうして？　・本当に
おバケはいるの？　　　　　　（日本語ナレーション　落合恵
子）

H15

ＧＭ　８７ 素敵で小さなお話　第一集3巻 ４０分 幼・小

・赤い鼻をなくしたピエロ　・利口なジャッカルにだまされた
トラ　・暖かい手袋はだれのもの　・海がにが手な海賊の子
ども　　・お花やさんになりたい狼のマキシム
（日本語ナレーション　落合恵子）

H15

ＧＭ　８８
名作えほんアニメシリーズ〔１〕
ちびねこチョビ

２０分 幼・小
いたずら大好きのチョビがママに叱られて、家を飛び出し
て行方不明に…。

H15

ＧＭ　８９
名作えほんアニメシリーズ〔２〕
ちびねこコビとおともだち

２０分 幼・小
いたずら大好きのチョビがママに。今度はその末っ子・コ
ビが迷子に…。

H15

ＧＭ　９０
名作えほんアニメシリーズ〔３〕
からすのパンやさん

２０分 幼・小
ミュージカル仕立てで描いた、おもしろくて素敵なパンを
作るカラスの親子のお話。

H15

ＧＭ　９１
名作えほんアニメシリーズ〔４〕
どろぼうがっこう

２０分 幼・小
思わず「ぬき足、さし足、しのび足…」口ずさんでしまう、泥
棒になるための学校のお話。

H15

ＧＭ　９２
名作えほんアニメシリーズ〔５〕
１０ぴきのかえる

２０分 幼・小
ひょうたん沼に生まれた１１匹のカエルがおりなす大冒
険！子供にやさしいミュージカルアニメ！

H15

ＧＭ　９３
名作えほんアニメシリーズ〔６〕
１０ぴきのかえるのなつまつり

２０分 幼・小
ひょうたん沼に生まれた１０匹のカエルがおりなす大冒
険！子供にやさしいミュージカルアニメ！

H15

ＧＭ　９４
名作えほんアニメシリーズ〔７〕
ぼくは王さま①

２０分 幼・小

ベストセラーの児童図書が色彩も鮮やかにアニメで登
場！原作の風合いを見事に出した、子供たちにもお母さ
んからも大絶賛の優秀アニメーション。「おしゃべりなたま
ごやき」「王さまタクシー」２話収録。

H15
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ＧＭ　９５
名作えほんアニメシリーズ〔８〕
ぼくは王さま②

２０分 幼・小

人気シリーズ第２弾も王さまの楽しいお話でいっぱい！可
愛いキャラクターもいっぱいで見所満載の王さまシリーズ
は大好評で続々リリース！「たまごがいっぱい」「たんじょう
日のプレゼント」２話収録。

H15

ＧＭ　９６
名作えほんアニメシリーズ〔９〕
ねずみくんのチョッキ①

２０分 幼・小

ねずみくんをはじめ、子供たちが大好きな動物が次々と
登場する、ほのぼのストーリー。｢ねずみくんのチョッキ｣
「コップをわったねずみくん」「りんごがたべたいねずいく
ん」３話収録

H15

ＧＭ　９７
名作えほんアニメシリーズ〔１０〕
ねずみくんのチョッキ②

２０分 幼・小

ねずみくんをはじめ、子供たちが大好きな動物が次々と
登場する、ほのぼのストーリー。｢また！ねずみくんの
チョッキ｣「ねずみくんとブランコ」「ねみちゃんとねずみく
ん」３話収録

H15

ＧＭ　９８ じごくのそうべい １６分 幼・小

地獄に落ちていた軽業師のそうべいと仲間たちが、糞尿
地獄、釜ゆで地獄、人を呑み込む人呑鬼など、いろいろ
な責め苦をあの手この手で切り抜けて、閻魔大王を困ら
せます。

H16

ＧＭ　９９ 手紙 １８分 小・中

戦争を生き抜いた祖父と現代を生きる孫。祖父の戦友が
両親に向けて書いた手紙をきっかけに、すれ違っていた
二人は心を通わせます。祖父と孫の交流を通して、戦争
平和について考えます。

H16

ＧＭ１００ きずだらけのりんご ２３分 幼・小

人間に化けてだました女の子と友だちになったいたずらタ
ヌキのゲンタ。すっかり人間だと信じられ友だちとして楽し
い日々が続くが、嘘をついているのに耐えられなくなって
くる。そんなある日、嘘を隠そうとして大変なことに…。悩
むゲンタが取った結論は？

H17

ＧＭ１０１ クリスマスのおくりもの １８分 幼

クリスマスに貰った新しい人形に心を奪われ、それまで仲
良しだった人形を投げ捨てた女の子が、いろいろな出来
事を通して、「ものを大事に」「愛情を込めて精一杯大切
に」という心情を養うことを願う作品です。

H18

ＧＭ１０２ たのしいえかきうた　１ ２０分
幼・小
（低）

コアラのアニメキャラクター“ノリジ”“ワッズ”と歌を歌いなが
ら、絵をかき楽しく遊びましょう。アニメで楽しく覚えるえか
きうた。
・かに　・たこ　・かさ　・ふね他

H18

ＧＭ１０３ たのしいえかきうた　２ ２０分
幼・小
（低）

コアラのアニメキャラクター“ノリジ”“ワッズ”と歌を歌いなが
ら、絵をかき楽しく遊びましょう。あれあれふしぎ！歌とは
まったくちがった意外な絵ができあがってしまいます。
・うさぎ　・おばけ　・おひめさま　・かば他

H18

ＧＭ１０４ たのしいえかきうた　３ ２０分
幼・小
（低）

コアラのアニメキャラクター“ノリジ”“ワッズ”と歌を歌いなが
ら、絵をかき楽しく遊びましょう。数字や文字が、遊びなが
ら楽しく覚えられます。
・あひる　・かたつむり　・おじさん　・さむらい他

H18

ＧＭ１０５ たのしいえかきうた　４ ２０分
幼・小
（低）

コアラのアニメキャラクター“ノリジ”“ワッズ”と歌を歌いなが
ら、絵をかき楽しく遊びましょう。歌とはまったくちがった絵
ができるのが、子どもにとって、たまらない魅力です。
・かえる　・らくだ　・へび　・だるま　・しか他

H18

ＧＭ１０６ たのしいえかきうた　５ ２０分
幼・小
（低）

コアラのアニメキャラクター“ノリジ”“ワッズ”と歌を歌いなが
ら、絵をかき楽しく遊びましょう。歌っているうちに次々に
形ができていきます。
・くわがた　・ひつじ　・きんぎょ　・きつね他

H18

ＧＭ１０７ たのしいえかきうた　６ ２０分
幼・小
（低）

コアラのアニメキャラクター“ノリジ”“ワッズ”と歌を歌いなが
ら、絵をかき楽しく遊びましょう。ビデオの絵かき歌を全部
覚えてしまったら、自分で新しい絵かきうたを考えてみま
しょう。
・しんかんせん　・こども　・バス　・ヘリコプター他

H18

ＧＭ１０８ 大きなかぶ 14分
幼・小
（低）

おじいさんがかぶの種をまきました。「あまいあまいかぶに
なあれ。」あまいあまい大きなかぶになりました。おじいさ
んは、かぶを抜こうとしました。「うんとしょ、どっこいしょ」け
れどもかぶは…

H21
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ＧＭ１０９ わらぐつの中の神様 ２４分
小
（中・
高）

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、作品全体に流れ
る人間にとっての生き方や真心。今の子どもたちにとって
読み取ることの難しいものを、原作に沿って美しく映像
化。

H21

ＧＭ１１０ 金のがちょう １９分
幼・
小

森の妖精に親切にした若者は、お礼に「金のがちょう」をも
らう。怠け者で欲張りな人たちはそのがちょうを盗もうとしま
す。労働の大切さと、人間としての親切な心を中心とした
グリム童話の物語。

H23
（河）

ＧＭ１１１ 新ちゃんが泣いた！ ３６分
幼・
小

四肢性マヒの障害を持つ新一は、ある日車いすの佐藤さ
んに「泣いて元気が出るなら、たくさん泣いた方が良いよ」
と言われた。新一はそれ以降泣かなくなり、強い子に成長
していく。

H23
（河）

ＧＭ１１２ 稲むらの火 ２１分

小
（中
・
高）

　映画「稲むらの火」は現在の和歌山県を襲った１８５４年
１１月５日の大津波と浜口儀兵衛の実話に基づくもので
す。原作は「生ける神」として小泉八雲によって紹介されま
した。昭和１２年小学校五年生用に「稲むらの火」として改
題されました。

H23
（河）

ＧＭ１１３ おかあさんの木 ２２分
小・
中

戦場に７人の息子を送り出した母親は、彼等が手柄をた
てて無事に帰って来ることを祈りますが…戦争はもう絶対
にいや。平和を願い、子を思う親の愛を感動的に描いて
います。

H23
（河）

ＧＭ１１４ なっちゃんの赤い手袋 １８分
小
（高
）

昭和20年8月6日、広島。原爆の光に焼かれた、なっちゃ
んは長い年月をかけ、少女おまま、一児の母となった親
友のとしちゃんと再会します。
明るいアニメを通して戦争や原爆の悲惨さを訴えていま
す。

H23
（河）

ＧＭ１１５ 木龍うるし ２０分 小

木下順二の脚本をアニメ映像化。淵の底に上質の漆がた
くさん溜まっているのを見つけた二人の木こり。権八は、
木の龍を作って水底に沈め、藤六を脅かして漆を一人占
めしようとしたが…。藤六の純粋な心と、権八の気持ちの
変化…心温まる作品です。

H23
（河）

ＧＭ１１６ へんてこなボランティア ４６分

小
(高）
・
中

　読み書きが出来なかったために辛い思いをしてきた老
婆と知り合った三人の中学生。孫と文通がしたい･･･という
思いを知った三人の中学生が文字を教える。そして学ぶ
老婆の生活に生き甲斐が生まれた。彼ら三人と老婆のふ
れあいの中で、ボランティアの本質を学んでいく感動作。

H23
（河）

ＧＭ１１７ わすれるもんか ４０分

小
(高）
・
中

目の不自由な正彦がギターを演奏するようになったのは、
子どもの頃の幼稚園の先生とのある思い出でした。クリス
マスイブに開かれた正彦の演奏会に集まった満員の観衆
を感動させたのは・・・。この正彦の精一杯生きる姿が周り
に感動を与え、そして感動を受けた周りの人間を変えてい
くという、人間の変革と連帯をさわやかに描く愛の物語で
す。

H23
（河）

ＧＭ１１８ おかあさんのやさしい手 ２３分
小
(中・
高)

病床にある祖父に対する母のやさしい行為に、深い感動
を覚えたひとりの少女が綴った作文を映像化したもので
す。私たちが忘れてしまいがちの家族愛について、もう一
度考えて欲しい、というメッセージが伝わります。

H23
（河）

ＧＭ１１９ 校長先生が泳いだ ２０分 小

廃校が決まった、山村の小さな分校。最後の水泳大会
に、足の不自由な明るい少女が出場することになった。仲
間たちの熱い声援、校長先生の素晴らしい愛情は、少女
の心にいつまでも残っています。

H23
（河）

ＧＭ１２０ 忍たま乱太郎の交通安全 １６分
幼・
小

忍たま乱太郎と仲よしトリオといっしょに横断歩道・交差点
のわたり方、飛び出しの危険など正しい交通ルールを学
んでいきます。

H23
（河）

ＧＭ１２１ とべないホタル １８分
幼・
小

羽がちぢんで生まれたために、飛べないホタルを励まし助
けるホタルたち。足の不自由な妹のために、ホタルを取り
にやってきた姉と弟。優しさと思いやりの大切さを描いた
アニメ作品。

H23
（河）

ＧＭ１２２ アニメーション「菜の花」 ２０分
小～
一般

昔々、お上のおふれによって差別を受けている村に、庄
七という働き者の若者がいた。庄七の楽しみは、お酒を飲
むこと。しかし庄七たちは、本村の酒屋へ行って敷居をま
たぐことを許されなかった。この差別に対して、庄七はある
ことを決心した…。

H23
（河）

ＧＭ１２３
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウの交通安
全

１５分
幼・
小

テレビで人気のヤンボウたち白猿は、時空を超えてやって
きた現代で、婦警さんから、飛び出しの危険や安全な横
断の志方など、交通ルールの大切さを学びます。

H23
（河）
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ＧＭ１２４ ドラゴンボール悟空の交通安全 １５分
幼・
小

悟空や亀仙人…など子どもたちに人気のある「ドラゴン
ボール」の愉快なキャラクターたちが西の都で巻き起こす
物語の中で、交通安全の大切さを教えます。

H23
（河）

ＧＭ１２５ はとよ　ひろしまの空を ２０分
小～
一般

1945年8月。あの夏、少年が鳩に託したﾒｯｾｰｼﾞが、今ここ
に届きます。愛するものを失う悲しみ、そして命の尊さ重
さ、美しさを感じる作品です。

H23
（河）

ＧＭ１２６
グリンヴァレー物語
～ポゥさんのカヌー～

８分
幼・
小

グリンヴァレーに住むモグラのボゥさんは大の冒険好き。
夏のある日、ボゥさんはグリンヴァレーの地図を手に入れ
ます。笹の葉と茎で作ったカヌーの乗って川を下るボゥさ
ん。そこで目にした鮮やかな黄色い花々は…。

H23
（河）

ＧＭ１２７
グリンヴァレー物語
～ポゥさんと秋風～

８分
幼・
小

ある秋の日のこと、強風が吹き出したので、ボゥさんはカイ
トを巨木の幹にくくりつけて家に入りました。風がおさまり
ボゥさんが外へ出てみると、なんと巨木が根こそぎ倒れて
いました。ボゥさんは木のお医者さんであるおじいさんを
呼びに行き･･･。

H23
（河）

ＧＭ１２８
グリンヴァレー物語
～空を飛んだポゥさん～

８分
幼・
小

モグラのボゥさんは、おじいさんのような木のお医者さんに
なりたいと思っています。春のある日ピクニックに行った森
で、トキとその雛と友だちになりました。

H23
（河）

ＧＭ１２９
グリンヴァレー物語
～ポゥさんの雪だるま～

８分
幼・
小

木枯らしの中、ボゥさんは草むらにうずくまっている白鳥の
子どもを発見。旅の途中で力尽きてしまった白鳥を、家で
看病することになりました。雪が積もったある日、ボゥさん
が白鳥の雪だるまを作ると･･･。

H23
（河）

ＧＭ１３０ はれときどきぶたの地震用心日記 １２分
幼・
小

ＴＶアニメ「はれときどきぶた」の主人公・則安くんと仲間た
ちが、日頃の防災訓練の大切さや災害時の行動につい
てわかりやすく教えます。

H23
（河）

ＧＭ１３１
しましまとらの
しまじろうの消防隊

１０分
幼・
小

ＴＶで人気の「しましまとらのしまじろう」とその仲間たちが
消防隊員にふんし、いたずら猫三兄弟の梵火事件やテン
プラ鍋事件・高層住宅火災の救出活動などの活躍をする
楽しい防災アニメです。

H23
（河）

ＧＭ１３２
とっとこハム太郎の
とっとこ大事だ!!　防災訓練

１３分
幼・
小

「とっとこハム太郎」の防災アニメーション。主人公ハム太
郎とハムちゃんずが登場し、火の恐ろしさや、地震の際の
防災の大切さを分かりやすく、楽しく学べます。

H23
（河）

ＧＭ１３３
サンタの山　妖精の森
第１章ひっこし

３３分
幼・
小

サンタと妖精が住むフィンランドのコルバトゥントゥリを舞台
に不思議な物語がはじまります。サンタクロースとｸﾘｽﾏｽ
の準備をしているトント（妖精）たち。プレゼントを作るのは
楽しいのですが、トントたちにこの寒さはたまりません。
ひっこしをしたくないサンタにトントたちは、ある作戦をたて
ます。

H23
（河）

ＧＭ１３４
サンタの山　妖精の森
第２章サンタのダイエット

３３分
幼・
小

サンタたちの住むコルバトィントゥリに春がやってきました。
料理上手のイルマと結婚したサンタクロースの体重は増え
る一方。このままではソリで空を飛ぶことができなくなって
しまう！とダイエットを決意します。

H23
（河）

ＧＭ１３５ ポン太くんのおてがら 10分
幼･小
(低)

動物達を擬人化して、誘拐の恐ろしさと、「しらな
いひとについていかないこと」を小学生や幼児にわ
かりやすく教えさとすと同時に、保護者に対する危
機管理についても訴える。

H23
（河）

ＧＭ１３６
ぼくがおじいちゃんで、
おじいちゃんがぼく

32分
小･中
高
一般

子どももお年よりも共に豊かに幸せに暮らすにはど
うしたらよいか、自分がその年代になったらどう生
きるかを考え、未来を見つめる姿を描いている。

H23
（河）

ＧＭ１３７ 安寿と厨子王丸 ８３分
小～
一般

陸奥の国、かわいい動物たちとやさしい父母にかこ
まれて幸せに暮らしていた安寿と厨子王丸。不幸な
ことに父が無実の罪に問われて国を追われ、母とも
生き別れて、山椒大夫という悪人のもとで辛い日々
をおくります。大和絵巻のような美しいアニメー

H23
（河）

ＧＭ１３８ 花いっぱいになあれ １２分
幼・
小

小学校の子どもたちが、風船に手紙をつけた花の種
を飛ばしました。その風船のひとつが、お山に住む
きつねのコンのもとに届きました。色とりどりの風
船や、金色に咲いたひまわりの美しい映像が楽しめ
ます。

H23
（河）
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ＧＭ１３９ 手ぶくろを買いに １５分
幼・
小

新雪が降り積もった寒い冬の日、きつねのお母さん
は子ぎつねの手に、手ぶくろを買おうと思いまし
た。親子のきつねのこまやかな情愛と、人間に対す
る心情を繊細な映像とともに美しく描写していま
す。

H23
（河）

ＧＭ１４０ かさこ地ぞう １３分
幼・
小

タクシー運転手の松井さんは、ふるさとから送られ
てきた夏みかんを車内に置いて運転しています。お
客さんを降ろした後、歩道に置かれていた白いぼう
しを発見します。手に取ったそのぼうしの中にいた
ものは…作品全体から優しさがあふれます。

H23
（河）

ＧＭ１４１ 白いぼうし １３分
幼・
小

年の瀬の雪の降る日、町へ笠を売りに行ったおじい
さんが、笠は売れず、帰りに雪の積もったお地蔵様
に、その笠をかぶせてあげました。その夜、家の前
にお金やお米の贈り物がありました。

H23
（河）

ＧＭ１４２ たぬきの糸車 １２分
幼・
小

いたずらたぬきが、おかみさんの回す糸車のまねを
しています。くるりくるりと回るたぬきの目玉。お
かみさんとたぬきの心の交流は、優しい心を誘いま
す。

H23
（河）

ＧＭ１４３ ごんぎつね １９分
幼・
小

いたずらばかりしているごんぎつね。兵十の母を亡
くした悲しみを知り、いたずらの償いをするのです
が…。善意が届かず、悲しい結末になってしまいま
す。

H23
（河）

ＧＭ１４４ くじらぐも １１分
幼・
小

１年２組の子どもたちが、体操をしていると、空に
大きなくじらが現れました。真っ白の雲のくじらで
す。雲のくじらは、子どもたちと一緒に体操を始め
ました。子どもたちの夢が広がるストーリーです。

H23
（河）

ＧＭ１４５ 王さまでかけましょう １２分
幼・
小

王さまの部屋の窓の上に、今年も燕がやってきまし
た。燕は巣を作り直して、やがて卵を生み雛がかえ
りました。王さまは、気になってしかたがありませ
ん。

H23
（河）

ＧＭ１４６ つりばしわたれ １３分
幼・
小

トッ子は東京の女の子。お母さんが病気になったの
で、山のおばあちゃんの家にいます。山の子どもた
ちに弱みを見せたくないトッ子は、東京の自慢ばか
りします。とうとう山の子どもたちを怒らせてしま
いました。

H23
（河）

ＧＭ１４７ おむすびころりん １４分
幼・
小

むかしむかし、おじいさんがお昼におむすびを食べようと
したら、つるんとすべって穴に落としてしまいました。すると
穴の中からきれいな歌声がきこえ、おじいさんは楽しく
なって、一つまた一つとおむすびを全部いれました・・・。

H24
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