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

ⒹGM1
まんが世界昔ばなし
第31巻 さいごの一葉

46分 幼･小
さいごの一葉（アメリカ)、炎の馬（ハンガリー）、雪だるまの詩
（アメリカ）、ナルシスとエコー（ギリシャ）

H15

ⒹGM2
まんが世界昔ばなし
第32巻 トロイの木馬

46分 幼･小
トロイの木馬（ギリシャ）、でこしろ（ソ連）、海へ行った湖の魚
（アフリカ）、空を泳ぐ魚（イギリス）

H15

ⒹGM3
まんが世界昔ばなし
第33巻 たなばたさま

46分 幼･小
たなばたさま（中国）、きつねのさいばん（ドイツ）、春伊とひき
がえる（韓国）、シカと海がめ（キューバ）

H15

ⒹGM4
まんが世界昔ばなし
第34巻 三色すみれ

46分 幼･小
三色すみれ（ドイツ）、きつねとうさぎのちえくらべ（アメリカ）、
ふしぎな胡弓（ベトナム）、少年とサメの王さま（アメリカ）

H15

ⒹGM5
まんが世界昔ばなし
第35巻 白鳥の湖

46分 幼･小
白鳥の湖（ドイツ）、かぜをひいたうさぎ（ビルマ）、デイックと
猫（イギリス）、くもになったアラクネ（ギリシャ）

H15

ⒹGM6
まんが世界昔ばなし
第36巻 スーホーの白い馬

46分 幼･小
スーホーの白い馬（モンゴル）、魔法の木の葉（コンゴ）、おひ
とよしの羊かい（ユーゴスラビア）、星座・白鳥の涙（ギリシャ）

H15

ⒹGM7
まんが世界昔ばなし
第37巻 ねずみの嫁入り

46分 幼･小
ねずみの嫁入り（インド）、水の精と少年（スウェーデン）、うさ
ぎがバターをとる話（アメリカ）、フランケンシュタイン（イギリス）

H15

ⒹGM8
まんが世界昔ばなし
第38巻 ナイチンゲール物語

46分 幼･小
ナイチンゲール物語（イギリス）、なぜカラスはカッコーの卵の
世話をするのか（ビルマ）、親孝行なお役人（モンゴル）、カメ
がノロノロ歩くわけ（カメルーン）

H15

ⒹGM9
まんが世界昔ばなし
第39巻 カルメン

46分 幼･小
カルメン（スペイン）、夜光の玉（中国）、カエルが鳴くと雨にな
るわけ（ベトナム）、きつねとうさぎのちえくらべ（アメリカ）

H15

ⒹGM10
まんが世界昔ばなし
第40巻 クリスマスの贈りもの

46分 幼･小
クリスマスの贈りもの（アメリカ）、マルーシカの塩（チェコスロ
バキア）、森で一番えらい動物（インド）、雪の女王（デンマー
ク）

H15

ⒹGM11
イソップ物語 １
木こりと金のおの、他

50分 幼･小
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

H17

ⒹGM12
イソップ物語 ２
北かぜとおひさま、他

50分 幼･小 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 H17

ⒹGM13
イソップ物語 ３
こな屋とロバ、他

50分 幼･小 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 H17

ⒹGM14
イソップ物語 ４
いなかのねずみと町のねずみ他

50分 幼･小
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

H17

ⒹGM15 もったいない 23分 幼･小
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
ます。不思議な生き物と動物たちの物語。

H18

ⒹGM16 山古志村のマリと三匹の子犬 ４5分
幼～
一般

2004年10月23日に発生した「新潟県中越地震」でその被災
地に取り残されながら、強く生き抜いた犬の「マリ」とその三匹
の子犬たちの実話を基に、命の大切さ尊さを伝える心温まる
作品です。

H18

ⒹGM17
よっちゃんの不思議な
クレヨン

22分 小･中

やさしいよっちゃんと、森の動物たちとのあたたかい生命の物
語。不思議なクレヨンがいろいろな心を教えてくれます。①や
さしい心②みんなの為に奉仕する心③ごめんねという反省の
心④自分だけの間違った欲張りな心⑤ありがとうという感謝の
心

H18

ⒹGM18 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

ⒹGM19
ファイナルファンタジー
風の章・炎の章

50分 幼･小

ゲーム「ファイナルファンタジーⅤ」の2000年後を描いた作
品。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、奪取されたクリスタルを巡って、世界を救うために活躍
する愛と勇気と友情の物語です。

H18

ⒹGM20
ファイナルファンタジー
竜の章・星の章

50分 幼･小
選ばれし者、その身を天の息にまかせよ。たどり着きし場所に
て知恵のある者、その知によりて扉を開け、いくつかの試練を
乗り越えたのち、クリスタルが待つ。

H18

４　ア ニ メ
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４　ア ニ メ

ⒹGM21 あした元気にな～れ！ 90分
小～
一般

空襲で家族を失ったかよ子。世話になっている伯母の手伝い
をしながら、残された兄・喜三郎の行方を探し続けていまし
た。しかし思い出のつまった生家の跡地が売りに出されてい
ると聞いて、たまらず家を飛び出します。翌日ついに浅草で
兄と再会を果たしますが…命の尊さを伝え、強く生きる子ども
たちを描いた感動の長編アニメーション映画です。

H19

ⒹGM22
落語「芝浜」より
夢ものがたり

20分
小～
一般

古典落語の名作人情ばなし「芝浜」をもとに、「働くことの尊
さ」「思いやりの大切さ」をユーモアまじえたアニメーションス
トーリｰです。

H19

ⒹGM23 ハードル 84分
小～
一般

一人の少年がいじめの標的にされ、生死をさまよう事件が起
こる。波風が立つのをおそれて真実を隠そうとする大人達に
対して子ども達が正義と勇気を持って立ち上がる。アニメ映
画としてヒットした青木和雄原作「ハッピバースデｰ」に続く、
子ども達の心の声を描いた作品。

H19

ⒹGM24
～Ⓓ
GM29

バイリンガル世界の童話
各

約20
分

幼・
小（低）

世界中の子ども達に今でも読み継がれている世界の童話を
アニメ化し、日本語・英語の二ヶ国語で収録。子ども達の物
語への興味を引き出すとともに、英語教育教材としてもお勧
めです。
・ジャックと豆の木・青いとり・たからじま・にんぎょひめ・アリバ
バのぼうけん・ねむりの森のひめ

H19

ⒹGM30
～Ⓓ
GM36

戦国英雄伝説
新釈　眞田十勇士

各
52分

小～
一般

徳川家康と、大阪の豊臣秀頼を擁す石田三成らとの東西決
戦に向けて、情勢は風雲急を告げていた。
昌幸・幸村（信繁）は天下の情勢を探りつつ「志を同じうする
者」を集めるべく佐助を諸国に走らせた。霧隠才蔵・穴山小
助・筧十蔵・由利鎌之助・三好晴海・伊三の兄弟・海野六郎、
禰津甚八・望月六郎の10人の勇士が揃う。

H19

ⒹGM37 鬼の子とゆきうさぎ 22分
幼・

小（低）

中学一年生が書いた愛のメルヘン。鬼の子と人間の女の子
ユキとの不思議な友情の中から、私たちが忘れている「やさし
さ」や「思いやり」が伝わってきます。あたたかい感動が残る詩
情あふれるメルヘン。

H20

ⒹGM38 スーパーマン ４２分 幼・小

スーパーマンが正義と真実を守るために大活躍！！
第1話　謎の現金強奪ロボット　 第2話　偽スーパーマン現る
第3話　金塊輸送車を守れ！　第4話  火山島危機一髪 第5
話　テロリストは誰だ！

H20

ⒹGM39 いたずら子ネコ 45分 幼・小

アメリカで作られた動物を主人公にした６つのお話です。・子
リスのお手紙　・にぎやかなおひっこし　・赤ちゃんどっち ・い
たずら子ネコ　・ウサギのショーは大騒ぎ　・森の魔物をやっ
つけろ

H20

ⒹGM40 ポパイ ４３分 幼・小

みんなのヒーロー“ポパイ”のアニメ大集合 ・ポパイがシンデ
レラ　・どっちのお客？　・ポパイは乱暴者 ・ポパイの畑に手
を出すな！　　・ポパイは大統領 ・ポパイのオバケ退治　・気
まぐれオリーブ

H20

ⒹGM41
アニメ名作シリーズ　１
ファンタジア １１７分 幼・小

バッハやチャイコフスキー、ベートーベ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
界が広がっています。

H20

ⒹGM42
アニメ名作シリーズ　２
バンビ

７０分 幼・小

緑豊かな森の奥で、１頭の雄の子鹿が生まれました。バンビと
名付けられた子鹿が、母の愛と森の仲間に見守られて、すく
すくと育ちます。やがて狩りにきたハンターの銃弾によって母
は命を落してしまいます。時は流れ、バンビが、傷つき、とま
どいながらも、森の王として成長していく姿を描いています。

H20

ⒹGM43
アニメ名作シリーズ　３
ダンボ

６２分 幼・小

サーカスの象の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”。あまりに大きすぎる耳の
ために、芸をしても失敗ばかり。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ます。

H20
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４　ア ニ メ

ⒹGM44
アニメ名作シリーズ　４
シンデレラ

７２分 幼・小

継母や姉たちからいじめられののしられ、召使いのように働か
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
る時お城の舞踏会に、妖精が魔法で出した馬車とドレスで出
かけましたが…。魔法がとける時間が近づき、シンデレラは片
方の靴だけ残して馬車に飛び乗ります。

H20

ⒹGM45
アニメ名作シリーズ　５
白雪姫

８１分 幼・小

雪のように白い肌を持つ白雪姫。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。魔法の鏡に向かい
「この世で最高に美しい女は？」と問いかけていました。ある
日鏡は、白雪姫の方が美しいと答え、女王は、白雪姫を殺し
てしまおうとするのでした。

H20

ⒹGM46
アニメ名作シリーズ　６
ピノキオ

８６分 幼・小

心を込めて作り上げた木の人形“ピノキオ”が、人間になって
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、勇気を持ち、正直で優しくなければなりま
せん。ピノキオが本当の人間になるまでの物語。

H20

ⒹGM47
アニメ名作シリーズ　７
ピーターパン

７５分 幼・小

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るウ
エンディは、お父さんに子ども部屋を出るようにと言われてし
まいます。永遠に子どもでいられるというネバーランドへと、子
ども達は旅立ちます。

H20

ⒹGM48
アニメ名作シリーズ　８
ふしぎの国のアリス

７３分 幼・小

森の中でアリスは、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クリン
でアベコベで・・・奇妙な世界に迷い込み、不思議な出来事
に巻き込まれ・・・アリスは無事に家に帰れるのでしょうか・・？

H20

ⒹGM49
アニメ名作シリーズ　９
ガリバー旅行記

７４分 幼・小

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。

H20

ⒹGM50
アニメ名作シリーズ　１０
三人の騎士

７０分 幼・小

ある日ドナルド・ダックに届いたメキシコの友人からのプレゼン
ト。その本から抜け出した「ホセ・キャリオカ」と「パンチート」と
三人でメキシコに旅に出ます。実写とアニメの融合などディズ
ニータッチ満載の作品です。

H20

ⒹGM51 おれたち、ともだち ５２分 幼・小

キツネとオオカミは本当のともだちになれるかな？
１時間１００円で『ともだちや』をはじめたキツネ。でもともだ
ちって、お金で買うものなの？キツネは、オオカミと楽しく遊ん
だ後にお代を請求しますが･･…キツネとオオカミの友情物
語。第1話「ともだちや」第2話「ともだち、くるかな」他全４話

H20

ⒹGM52 1ねん１くみシリーズ 51分 幼・小

１ねん１くみで、１ばんワンパクなくろさわくんは、いつも問題
をおこしてばかり。友だちのくどうくんや、クラスのみんなも
困っていますが、最後はいつもくろさわくんにげんきをもらい
ます。第1話「１ねん１くみ1ばんワル」第2話「１ねん１くみ１ば
んゆうき」他全４話

H20

ⒹGM53 5等になりたい 76分 小

身体にハンディを持ち、悩みながらも、明るくたくましく生き抜
く小学校3年生の律子。彼女の夢は「かけっこで5等になる！」
ことであった…。子どもたち、そして大人たちの、心の成長を
感動的に描く長編アニメーション映画のビデオ作品。総合学
習推奨教材。

H20

ⒹGM54
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記①

４０分 幼・小

虫の存在をやっと意識しはじめた子どもたちに楽しんで見て
ることができるよう、ファーブル先生が実在の我が子、ポール
とポーリンに虫のお話を聞かせるという物語になっています。
①〔ハチのなかまたち〕　コハナバチ　ツチスガリ　トックリバチ

H21

ⒹGM55
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記②

４０分 幼・小 ②〔アリとオトシブミ〕　サムライアリ１　サムライアリ２　オトシブミ H21

ⒹGM56
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記③

４０分 幼・小 ③〔セミとオサムシ〕　セミ１　セミ２　オサムシ H21
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４　ア ニ メ

ⒹGM57
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記④

４０分 幼・小
④〔モンシロチョウとカメムシ〕　モンシロチョウ　オオクジャクヤ
ママユ　カメムシ

H21

ⒹGM58
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記⑤

４０分 幼・小 ⑤〔カマキリとミノムシ〕　カマキリ　ミノムシ　ゴミムシ H21

ⒹGM59
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記⑥

４０分 幼・小 ⑥〔クモとシデムシ〕　コモリグモ　コガネグモ　シデムシ H21

ⒹGM60
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記⑦

４０分 幼・小 ⑦〔コオロギとゾウムシ〕　コオロギ　ゾウムシ　ツチハンミョウ H21

ⒹGM61
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記⑧

４０分 幼・小 ⑧〔バッタとカミキリムシ〕　バッタ　カミキリムシ　ハエ H21

ⒹGM62
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記⑨

４０分 幼・小
⑨〔センチコガネとアワフキムシ〕　センチコガネ　アワフキムシ
ハナムグリ

H21

ⒹGM63
アニメ名作シリーズ
ファーブル昆虫記⑩

４０分 幼・小
⑩〔フンコロガシとサソリ〕　フンコロガシ１　フンコロガシ２　サ
ソリ

H21

ⒹGM64 おばけのてんぷら ２４分
幼・小
（低）

子どもたちに人気のせなけいこの名作元気が出るおかしなお
ばけの絵本がDVDアニメーション化しました。　きのいいおば
けと、のんびりうさこのおはなし収録。　・めがねうさぎ　・おば
けのてんぷら

H21

ⒹGM65 ばけものづかい ２６分
幼・小
（低）

せなけいこ名作絵本。みんなたのしい、おばけのアニメーショ
ン。むかしおばけの、おかしなおはなし収録。　　・とうふこぞう
・ゆうれいのたまご　　・ばけものづかい

H21

ⒹGM66 ねないこだれだ ２７分
幼・小
（低）

おばけDVD第３弾。おばけ好きのこどもたちが大喜びのアニ
メーション。こどもおばけのこわーいおはなし収録。・はんしろ
うがわらった　・きれいなはこ　・こわーいはなし　・ねないこだ
れだ

H21

ⒹGM67 ぐるんぱのようちえん ２９分
幼・小
（低）

日本を代表する傑作人気絵本をゆったりのんびり、想像力豊
かにアニメーション化。なきむしなぞうぐるんぱのおはなしを
収録・クリーナーおばさんとカミナリおばさん ・ぐるんぱのよう
ちえん

H21

ⒹGM68 とうさんまいご ３１分
幼・小
（低）

五味太郎の素敵で、元気な絵本を楽しくアニメーション化。幸
せな気分になるノンビリした映像と音楽、効果音です。
・ばったくん　　・あかちゃん　　・とうさんまいご　　・しりとりぐる
ぐる　　・海は広いね、おじいちゃん

H21

ⒹGM69 １４ひきのひっこし ２８分
幼・小
（低）

絵本の質感をそのままに、かわいいねずみたちが楽しい世界
を繰り広げます。　　１４匹のひっこし・・・森の奥をめざして、さ
あ出発。新しい家、早く見つかるといいな。やっと見つけた素
敵な根っこ。力を合わせて家づくり。

H21

ⒹGM70 銀河鉄道の夜 ４８分
小～
一般

“これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野原や鉄道やら
で、虹や月明かりからもらってきたのです･･･”８０年前の宮沢
賢治『銀河鉄道の夜』　作品のイメージをそのままに精微で美
しい映像は幻想の世界へと誘います。透明感あふれる感動
の風景に包まれ、夢の時間が楽しめます。

H22

ⒹGM71 ぞくぞく村のオバケたち① ５２分 幼・小

絵本で人気の“ぞくぞく村のオバケ”シリーズ　　第１話「ミイラ
のラムさん」ミイラのラムさんは、お風呂に入るのが大好きで
す。ただ一度ほうたいをほどいたら最後、こんがらがったり、か
らまったり大変です。　第２話「魔女のオバタン」魔女のオバタ
ンは何だってできます！おまじないはもちろん、ねずみやもぐ
らと話もできます。でもほうきにだけはうまくのれません。

H22

ⒹGM72 ぞくぞく村のオバケたち② ４０分
幼・小
（低）

人気の“ぞくぞく村のオバケ”シリーズ
「ちびっこおばけグー・スー・ピー」　グー・スー・ピーのおじい
ちゃんは、おしゃれなオバケ。なくした指輪をさがすために魔
女のオバタンをたずねたのですが…!?
「小鬼のコブリン」七つ子が生まれて、てんてこまいのコブリン
さん家に、ベビーシッターがやってきました。

H23

ⒹGM73 １００ばんめのサル １７分
幼・小
（低）

いま、世界は戦争、核兵器の問題に視線がそそがれていま
す。地球を死の惑星から守るために一匹のサルが芋を洗って
食べるところから始まります。そして芋を洗って食べるサルが
１００匹になった時、不思議な現象が起こりました･･･。

H23
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ⒹGM74 みんなで跳んだ ２８分 小・中
たくさんのテレビ番組で紹介され、日本中の人々を、感動の
渦に巻き込んだ実話のアニメ化。今、一番大切な何かがこの
物語の中にあります。

H23

ⒹGM75 ぞくぞく村のオバケたち③ ４０分
幼・小
（低）

人気の“ぞくぞく村のオバケ”シリーズ第３弾は、「おおかみ
男」おおかみ男のちくちく先生は、腕のいい歯医者さん。そん
な先生の悩みは、時々ブタに変身してしまうことです。「ドラ
キュラの息子」お父さんドラキュラの留守中に息子のニンニン
は、仲良しのオバケたちを呼んで飲めや歌えやの大騒ぎをし
ます｡

H23

ⒹGM76 おむすびころりん １５分
幼・小
（低）

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

ⒹGM77 私にできること １９分
幼・小
（低）

森が燃えていました。森の生きものたちは、われ先にと逃げて
いきました。でもクリキンディという名のハチドリだけは、行った
り来たり、口ばしで、水のしずくを一滴ずつはこんでは、火の
上に落としていきます。結末のないクリキンディのお話を元に
２つの違った結末を持つ物語が展開されます。

H24

ⒹGM78
アイヌのお話アニメ
オルシペ　スウオプ

２４分
小～
一般

「オシルペ」は「おはなし」、「スウオプ」は「はこ」という意味で
す。このはこをあけてアイヌにつたわる色々なおはなしの世界
をのぞいてみてください。収録内容　１．６０のゆりかご　２．ハ
ツカネズミが酒をつくった　３．ポイヤンウンペとルロアイカムイ
の戦い①節つきの戦い/②あらすじ

H24

ⒹGM79 みんないちばん！ １３分
幼・小
（低）

一人一人は違っていても、みんなすばらしいところを持ってい
ます。「友だちのいいところを認め、自分のいいところを見つ
ける」すばらしさを伝える作品です。

H25

ⒹGM80 きもだめしのばん １５分 幼・小

冬も近い夜のことです。村の若者たちが茂吉の家に集まって
わら仕事していました。弥助が「これからキモだめしをするべ」
と言いだし、茂吉が裏山のお墓の大きな松の木の上で一晩
過ごすことになりました。

H25

ⒹGM81 のっぺらぼう １５分
幼・小
（低）

大工の正八は、町はずれのお寺の修理を終え、不気味な満
月を見ながらの帰り道・・・。さびしい道を抜けやっと江戸の町
の中についたときです。お堀のそばの柳の下に、白い女の人
の影がゆれていました。正八がその女の人に声をかけてみま
した・・・。

H26

ⒹGM82 はらぺこあおむし ３３分
幼・小
（低）

絵本の魔術師として世界中に人気のはりえ絵本作家のDVD
版。◎はらぺこあおむし　◎だんまりこおろぎ　◎パパお月様
とって！◎ごちゃまぜカメレオン　　◎うたがみえる、きこえる
よ　　（５話収録）

H26

ⒹGM83 はたらくくるま大全集 ５０分 幼・小

キッズ向けの映像図鑑人気シリーズ。町の中を忙しそうに
走っている、はたらく車が大集合。パトカー・白バイ・ポンプ
車・きゅうきゅう車など、子どもが大好きな10種類のはたらく車
を紹介。

H26

ⒹGM84 ゆかいな車大集合 ５０分 幼･小

変わったかたちをしているけど力持ちで役に立つ、ゆかいな
車が大集合!!
ブルドーザー・油圧ショベル・オフロードダンプトラック・モー
ターグレイダーなど子どもに人気の９台のゆかいな車を紹介
しています。

H26

ⒹGM85 百目のあずきとぎ １５分
幼・小
（低）

むかしむかし、電気もあかりもない昔のことです。旅人が一人
で山を越えるのは、それは心細いものでした。まして夜になる
と何が飛び出すかわかりません。旅人はちょうちんのあかりを
たよりに、おそるおそる夜道を歩いていました。するとどこから
ともなく、ショキショキ・・・ショキショキ・・・

H26

ⒹGM86 ココロ屋 25分 小

友達を泣かせてしまい「ココロを入れかえなさい」と先生にし
かられた小学3年生の「ぼく」。教室をとびだし、長い廊下を
走った末に、迷って入り込んでしまったのは「ココロ屋」。　「コ
コロ」をテーマに、自分とは何かを考えさせる、道徳教材アニ
メです。

H26
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ⒹGM87
しんかんせん・とっきゅう大集
合！

５０分 幼･小

富士山をバックに走る「のぞみ」や、雪の中を行くとっきゅう
「オホーツク」など、他に　こだま・ひかり・つばさ・北斗星・京
成スカイライナー・踊り子他新幹線や特急を盛りだくさん紹介
しています。

H26

ⒹGM88 にほんのでんしゃ大集合！ ５０分 幼･小
身近な電車やおもしろい電車、トロッコ列車、蒸気機関車、路
面電車など全国の電車大集合！！

H26

ⒹGM89 サンゴ礁の生き物大集合！ ５０分 幼・小

南の島のキラキラ光る海にもぐってみたら…サンゴのまわりに
きいろやあお、しましまもようのきれいなさかながたくさんおよ
いでいるよ!!・ウミヘビ・ハマサンゴ・オオイソバナ・テバスズメ
ダイなど、たくさんのさかなたちを紹介。

H26

ⒹGM90 あさい海の生き物大集合！ ５０分 幼･小

海の中でかくれんぼやにらめっこ、びっくりするようなさかなや
親子のさかな、めずらしい生き物も、みんな一緒に大集合!!
・カワハギ・ウツボ・スズメダイ・ミノカサゴ・ゴンズイ・ミズクラゲ・
イワガニ・タコ・ダルマオコゼ他　たくさん出てくるよ。

H26

ⒹGM91 大きい動物大集合！ ５０分 幼・小
百獣の王ライオンや動物園の人気者パンダ、みんなが大好き
な大きい動物が大集合！・ライオン・ゾウ・キリン・ゴリラ・トラ・
クマ・パンダ他。

H26

ⒹGM92 かわいい動物大集合！ ５０分 幼･小
ゆかいで楽しい動物の親子、いたずらで甘えん坊の赤ちゃ
ん。かわいい動物大集合！・コアラ・ビーバー・プレーリードッ
グ・ペンギン・ミーアキャット・ワラビー他。

H26

ⒹGM93 絵からとびだしたねこ １５分
幼・小
（低）

むかしむかし、あるお寺にネコの絵を描くのが大好きな小坊
主さんがいました。掃除や勉強をしていてもついついネコの
絵を描いてしまい和尚さんに注意されても描くのがやめられ
ず、お寺を追い出されてしまいます。一人旅の途中、不気味
な荒れ寺に泊まった夜、天井からバケモノが・・・

H27

ⒹGM94 ミッキーマウス　１ 58分 幼･小
不滅のアイドル　ミッキーマウスの初期名作選
･プルートの誕生祝い ・ミッキーのあらいぐまを探せ ・ミッキー
とあざらし ・ミッキーの大探検　他全8話収録

H27

ⒹGM95 ミッキーマウス　２ 65分 幼･小
･ミッキーのつむじ風 ・ミッキーのドキドキ汽車旅行 ・ミッキー
の船長さん ・ミッキーの猟は楽し　他全8話収録

H27

ⒹGM96 ミッキーマウス　３ 65分 幼･小
･プルートの化け猫裁判 ・ミッキーのアイススケート ・ミッキー
のポロゲーム ・ミッキーのグランドオペラ　他全8話収録

H27

ⒹGM97 プチバンピ　Vol.１ 57分 幼･小

寂しがり屋の吸血少年プチバンピが大活躍するちょっぴり
ダークでとびきりキュートなフレンチアニメ！フランス随一の人
気作家原作のアニメーション。第１話プチバンビ学校へ行く
第2話プール騒動 他全5話収録

H27

ⒹGM98 プチバンピ　Vol.２ 57分 幼･小
吸血鬼の男の子・プチバンビと人間の男の子・マイケルそし
ておばけの仲間たちの楽しい毎日！第6話レッドフィッシュ 第
7話ナポレオンの悲劇　他全5話収録

H27

ⒹGM99 ぞくぞく村のオバケたち④ ４０分
幼・小
（低）

人気アニメシリーズ　ぞくぞく村のオバケたち第4弾は『妖精レ
ロレロ』水中エアロビクスを教える妖精レロレロのところへ、旅
に出ていた妹のメロメロが突然帰ってきました。『とうめい人間
サムガリー』洋服屋さんのサムガリーは、奥さんの誕生日プレ
ゼントしようと、宝探しへ・・・。

H27

ⒹGM100 ぞくぞく村のオバケたち⑤ ４０分
幼・小
（低）

ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ、シリーズ第5弾『が
いこつガチャさん』詩人のがいこつガチャさんは今日も虹の上
を歩きながら得意の詩を作っています。『雪女ユキミダイフク』
おけら山で事件発生！雪女ユキミダイフクの彫刻の庭から恐
竜の雪像が消えてしまいました。

H27

ⒹGM101 ぞくぞく村のオバケたち⑥ ４０分
幼・小
（低）

ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ、シリーズ第6弾『雨
ぼうずピッチャン』いたずら大好きの雨ぼうずピッチャン、相棒
のくもすけといたずらばかり･･･。『魔女のオバタンの使い魔』
魔女のオバタンの使い魔、太っちょアカトラ、方向オンチの
バッサリ、すぐにシッポが切れるペロリ、のろまなイボイボ･･･
魔女のオバタンの使い魔たちは日夜修行に悪戦苦闘。

H28
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ⒹGM102 マイロ① 35分
幼・小
（低）

マイロはフランス生まれの可愛い子ウサギ。この作品は、両親
の愛情、おじいさん、おばあさんとの幸せな家族関係、友達
や動物とのふれあいなど、子どもたちが学ぶべき事柄を、押
しつけではなく楽しく学べるように作られています。・マイロと
雪だるま・マイロと雪・マイロと金魚　他　全7話収録

H28

ⒹGM103 マイロ② 30分
幼・小
（低）

フランス生まれの可愛い子ウサギ、マイロの続編。
・けがした鳥　･マイロのおそうじ隊　･おんがく大好き　･マイロ
と歯の妖精　･水もれ　･マイロとサーカス

H28

ⒹGM104 リトルモンスター① ３３分
幼・小
（低）

イギリスBBC放送で放映され、視聴率が高い人気作品。
体は小さいけれど、やることはものすごい彼らは、リトルモンス
ターと呼ばれ20人を越す少年少女たちが全員主人公です。
ゴリラのベルミット，ナンシーと恐竜，くすぐったがりティミー、
他４話収録

H28

ⒹGM105 リトルモンスター② ３０分
幼・小
（低）

イギリスで出版された原作本はイギリス国内だけでも５００万部
を超える大ベストセラーになりました。
一体誰の誕生日？、クリスマスは中止、告げ口屋、タルーラ、
他３話収録

H28

ⒹGM106 プチバンピ　Vol.３ 57分 幼･小
吸血鬼の男の子・プチバンビと人間の男の子・マイケルそし
ておばけの仲間たちの楽しい毎日！第11話ワンちゃん保護
協会　第12話ドクターマーガレット他全5話収録

H29

ⒹGM107
ねぎぼうずのあさたろう
巻之一

51分 幼･小

絵本で人気の『飯野和好』原作の、テレビ朝日でも放送され
たアニメシリーズです。野菜たちが大活躍する痛快さあふれ
る時代劇アニメ。すじの曲がった悪いやつらにゃ、勇気のね
ぎじるぴゅるるっと飛ばす！其之一『旅立ちのとうげ』、其之二
『出会いの宿場町』

H29

ⒹGM108
ねぎぼうずのあさたろう
巻之二

102分 幼･小

テレビ放映にもなった「ねぎぼうずのあさたろう」第二巻には
其之三『謎のゆうれい屋敷』、其之四『おまんじゅうは恋の
味』、其之五『弁天様のくれた赤ん坊』、其之六『きゅうべえと
磯菊の花』の４話収録

H29

ⒹGM109
ねぎぼうずのあさたろう
巻之三

102分 幼･小
人気シリーズの「ねぎぼうずのあさたろう」の第三巻には、其
之七『嘘つき小僧すず吉』、其之八『村を守った秘密箱』、其
之九『くノ一隠れ里』、其ノ十『人情渡し船』の４話収録

H29

ⒹGM110 トムとジェリー　① 52分 幼･小

おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。アカデミー賞を何度も受賞
し、大人から子どもまでたのしめる名作アニメです。『上には
上がある』『可愛い花嫁さん』他5話収録

H29

ⒹGM111 トムとジェリー　② 52分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『夜中のつまみ食い』『ただ
いまお昼寝中』他5話収録

H29

ⒹGM112 トムとジェリー　③ 52分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『メリークリスマス』『勝利は
我に』他5話収録

H29

ⒹGM113 トムとジェリー　④ 52分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『お化け騒動』『にわとりの
おばさん』他5話収録

H29

ⒹGM114 トムとジェリー　⑤ 5１分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『ジェリー街へ行く』『やん
ちゃな生徒』他5話収録

H29

ⒹGM115 トムとジェリー　⑥ 5１分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『バラ色の人生』『淋しがり
や』他5話収録

H29

ⒹGM116 トムとジェリー　⑦ 5１分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『楽しいボーリング』『悪魔の
ささやき』他5話収録

H29

ⒹGM117 トムとジェリー　⑧ 52分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『赤ちゃんはいいな』『透明
ネズミ』他5話収録

H29
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ⒹGM118 トムとジェリー　⑨ 52分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『こわいお手伝いさん』『ピ
アノコンサート』他5話収録

H29

ⒹGM119 トムとジェリー　⑩ 5１分 幼･小
おっちょこちょいな猫のトムと、ずるがしこいネズミのジェリー
が繰り広げるドタバタ活劇アニメ。『目茶苦茶ゴルフ』『いたず
らきつつき』他5話収録

H29

ⒹGM120
ねぎぼうずのあさたろう
巻之四

102分 幼･小

人気シリーズの「ねぎぼうずのあさたろう」の第四巻には、其
之十一『鉄火肌火の玉おてつ』、其之十二『はらぺこ侍必殺
剣』、其之十三『大笑い一番勝負』、其ノ十四『もろこし天狗党
あらわる』の４話収録しています。

H30

ⒹGM121 かっぱのすりばち 20分 幼･小

子かっぱのかんきちは、村の子どもたちと大の仲良しでした
が…。かけがえのない命が失われ、かっぱの親子に悲劇が
襲いますが、疫病が村に流行したとき、かっぱの母親は村の
子どもたちのために、命がけで妙薬をつくるのでした。かっぱ
の親子が織りなす無償の愛の物語。

H30

ⒹGM122 クレヨンの星 15分 幼･小

広い宇宙のかなたに、クレヨンたちが住んでいる星がありまし
た。ある日、宇宙船に乗って金の星の王子コインがやってき
て「クレヨンの星で一番エライ人に会いたい」と言います。エラ
イ人という価値観がわからないクレヨンたちはどうなったでしょ
う・・・

H30

ⒹGM123 きょうしつはおばけがいっぱい 45分
幼・小
（低）

『きょうしつはおばけがいっぱい』　学校の子どもまつりで、一
番の人気はおばけやしき。おばけやしきでいいカッコした
ばっかりに、ホンモノのおばけにおそわれるハメになっただい
くんは、もう大パニック！他に『ぼくはゆうしゃだぞ』の２話収録

R 1

ⒹGM124
ふるさと再生
日本の昔ばなし　１

69分
幼･小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。花さか爺さん・一寸法師・おむすびころり
ん・夢を買った男・ねずみ経・牛の嫁入り・八つ化け頭巾・ほ
れ薬・猿地蔵  を収録

R 1

ⒹGM125
ふるさと再生
日本の昔ばなし　2

69分
幼･小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。浦島太郎・金太郎・力太郎・うぐいすの里・
平林・宝くらべ・いかとするめ・三人泣き・大工と鬼六  を収録

R 1

ⒹGM126
ふるさと再生
日本の昔ばなし　3

69分
幼･小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。こぶとり爺さん・たにし長者・魚女房・ほら吹
き娘・熊と狐・和尚と小僧の川渡り・しっぺい太郎・天にのぼっ
た息子・無精くらべを収録

R 1

ⒹGM127
ふるさと再生
日本の昔ばなし　4

69分
幼･小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。ぶんぶく茶釜・三年寝太郎・鼻たれ小僧・最
後の嘘・うれし、めでたや、ありがたや・食わず女房・和尚と小
僧のかみがない・ふるやのもり・旅人馬  を収録

R 1

ⒹGM128
ふるさと再生
日本の昔ばなし　5

69分
幼･小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。織姫と彦星・闇夜にカラス・髪そり狐・そそう
の相九郎・オンバの皮・いもころがし・火男・ねずみのすもう・
和尚と小僧のぷ～ぷ～ぱたぱた  を収録

R 1

ⒹGM129
ふるさと再生
日本の昔ばなし　6

69分
幼・小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。わらしべ長者・天の羽衣・厠の神様・仁王と
どっこい・鷲のさらい子・こんにゃく問答・絵姿女房・おいてけ
堀・金をひろったら  を収録

R 2

ⒹGM130
ふるさと再生
日本の昔ばなし　7

69分
幼・小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。かぐや姫・鬼の妹・まんじゅうこわい・うばす
て山・水の神の文使い・運のよいにわか侍・海幸彦と山幸彦・
河童が出てきた日・閻魔さまの失敗　を収録

R 2

ⒹGM131 おしりたんてい　１ 60分 幼・小

『ププッとかいけつ　おしりたんていとうじょう！』　他２話
どんな事件も解決する、名探偵おしりたんていに、お菓子泥
棒探しの依頼がやってきた。一体誰がお菓子を盗んだのか。
「フーム、においますね」おしりたんていが町をかけめぐる。

R 2
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ⒹGM132 むしむし村の仲間たち 13分
幼・小
（低）

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクターたち。時
には、それぞれの違いが原因で相手を傷つけたり、自分なん
てダメなんだと悩んだりもします。でも、誰でも苦手なこともあ
れば、得意なこともあります。大切なのはお互いの違いを認
め、相手の気持ちを思いやること。そして仲間と助け合ってい
くこと。そんなことを、子どもたちが楽しく学んでいけるアニ
メーション作品です。

R 2

ⒹGM133
ふるさと再生
日本の昔ばなし　8

69分
幼・小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。三つの斧・猿の婿どの・天狗と盗人・屁ひり
嫁・猫と茶釜の蓋・ちゃくりかきふ・ねずみの婿取り・小石の手
紙・だんまりくらべ　を収録

R 2

ⒹGM134 おしりたんてい　2 60分 幼・小

『ププッふめつのせっとうだん』　他１話
集団で盗みを行う窃盗団「ブラックシャドー団」が町に現れ
た。おしりたんていとブラウンは、ブラックシャドー団が悪さを
する前に捕まえるため、捜査を開始する。マルチーズ所長が
捕まえたトカベエの情報により、おしりたんていは鮮やかに推
理していくが・・・。

R 2

ⒹGM135 おしりたんてい　3 60分 幼・小

『ププッブラウンものがたり』　他２話
「ブラウンって昔はしゃべれなかったんだろ？」すずの一言
で、昔を思い出すおしりたんてい。実は、ブラウンが言葉を話
せるようになったのは、ある事件がきっかけだった。それは、
ブラウンがまだワンコロ警察学校の生徒だった頃のお話。そ
して、事件が起きたのは、その警察学校の中だった。ブラウン
とおしりたんていの絆の物語が、今明かされる。

R 3

ⒹGM136 おしりたんてい　4 80分 幼・小

『ププッ かいとう たい たんてい』　他２話
世紀の大泥棒、怪盗Ｕが、オオヤギ家に伝わる宝石「星空の
輝き」をいただくと予告状を送ってきた。心配したオオヤギ家
の一人娘ホシヨは、おしりたんていに依頼するため、執事の
セバスチャンを事務所に向かわせる。おしりたんていは、怪盗
Ｕと聞いて依頼を受けるが・・・。

R 3

ⒹGM137
ふるさと再生
日本の昔ばなし　9

69分
幼・小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。天狗の隠れみの・鬼婆さんが仲人・閻魔様
はハチコロどん・きき耳ずきん・犬と猫と宝物・幽霊の歌よみ・
たのきゅう・てえてえ小法師・にせ地蔵　を収録

R 3

ⒹGM138
ふるさと再生
日本の昔ばなし　10

69分
幼・小

～
一般

ふるさとの地域に根づいた民話や昔ばなしをアニメーション
で描いています。鶴の恩返し・宝ひょうたん・若返りの水・猫女
房・ごんぞう虫・鼻高扇・たわらの藤太・狐のお産・取っつく
引っつく　を収録

R 3
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