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団体貸出用 DVD 50 音順索引 
 

アゲハがとんだ ··································································· 3 

明日のためのクレジット活用法 ··········································· 28 

雨に唄えば ······································································· 13 

嵐が丘 ·············································································· 13 

アルジェの戦い ································································· 14 

アルプスの少女ハイジ ～アルムの山～ ································ 3 

アルプスの少女ハイジ ～長編アニメーション映画～ ············· 3 

或る夜の出来事 ······························································ 14 

アンダンテ ～稲の旋律～ ·············································· 19 

アンネの日記 ·································································· 14 

アンネ・フランクを忘れない ·············································· 24 

いたちのこもりうた ····························································· 3 

一献の系譜 ······································································· 24 

1ねん1くみシリーズ ···························································· 4 

いのちをいただく ·························································· 26 

いわさきちひろ ～27歳の旅立ち～ ······································ 24 

いわたくんちのおばあちゃん ················································ 4 

宇宙戦争(1953年)  ························································· 13 

海の生物のかくれんぼ ··················································· 26 

ウォーナーの謎のリスト ···················································· 22 

ウィンダミア夫人の扇 ······················································· 14 

映画 深夜食堂 ······························································ 19 

大いなる幻影 ···································································· 14 

大きなかぶ ········································································· 4 

おくりびと ······································································· 19 

おこりじぞう ······································································ 4 

おじいさんと草原の小学校 ················································· 14 

おじいちゃんが残してくれたもの ········································ 26 

オズの魔法使い ································································· 13 

おにたのぼうし ································································ 4 

おれたち、ともだち！ ························································· 4 

かさこ地ぞう ······································································ 4 

カサブランカ ···································································· 14 

風と共に去りぬ ································································· 14 

家族の軌跡 3.11の記憶から ········································ 22 

加奈子のこと ···································································· 19 

ガラスのうさぎ ··································································· 5 

からすのパンやさん/どろぼうがっこう ·································· 5 

カリーナの林檎 ～チェルノブイリの森～ ····················· 19 

ガリバー旅行記 ··································································· 5 

カワウソ親子の冒険（通常版） ······································· 5 

カワウソ親子の冒険（バリアフリー対応版） ·················· 5 

がんばれスイミー ································································ 5 

黄色いリボン ···································································· 15 

「絆」は永遠に 平成23年 防衛省記録 ·································· 23 

キッズコレクション チップとデール ····································· 5 

キング・コング(1933年)  ··············································· 13 

緊急リポート美容医療 キレイノリスク ······························ 25 

禁じられた遊び ································································· 15 

グランドホテル ································································· 15 

劇場版アニメ忍たま乱太郎 忍術学園全員出動！の段 ··········· 6 

元気に行進！レッツゴーパレード ········································ 26 

検察審査員 ······································································· 29 

高齢期は食べ盛り－～正しい知識で老化を防ぐ～  ················ 28 

聲の形 ·············································································· 19 

地上(ここ)より永遠（とわ）に ····································· 15 

コーラス ·········································································· 15 

ココロノスキマ ································································· 25 

古九谷の謎 加賀温泉郷 ···················································· 22 

仔鹿物語 ·········································································· 15 

子どもどうぶつ劇場1 ························································· 26 

子どもどうぶつ劇場2 ························································· 27 

子どもどうぶつ劇場3 ························································· 27 

こんなとき、どうする？～子どもたちを危険から守るには～ ············ 27 

佐倉の山車人形 ································································· 23 

三度目の殺人 ···································································· 19 

サンタクロースになった少年 ·············································· 15 

シェーン ·········································································· 15 

持続可能な社会を目指して ················································· 29 

自転車泥棒 ······································································· 16 

市民ケーン ······································································· 16 

ジャズルス 歌とＶＡＫでたのしく英語 ······························ 27 

シャレード ······································································· 16 

10ぴきのかえる① ································································ 6 

10ぴきのかえる② ································································ 6 

少年むくはとじゅう物語 ·················································· 6 

女子サッカー部員と男子マネージャーが考えた食事戦略 ········ 28 

白雪姫 ················································································ 6 

人生いろどり ···································································· 20 

シンデレラ ········································································· 6 

素晴らしき哉、人生!  ···················································· 16 

スパイの妻 ······································································· 20 

せかいいちうつくしいぼくの村 ············································· 6 

戦場よさらば（武器よさらば） ··········································· 16 

洗濯の心得－洗濯とクリーニングの基本 ······························ 25 

疎開した40万冊の図書 ······················································· 23 

ぞくぞく村のオバケたち① ··················································· 7 

ぞくぞく村のオバケたち② ··················································· 7 

そして父になる ································································· 20 

そして誰もいなくなった ···················································· 16 

第三の男 ·········································································· 16 

大集合！働くすごい車たち！ ········································ 27 

誰が為に鐘は鳴る ······························································ 17 

たぬきの糸車 ······································································ 7 

旅立ちの島唄～十五の春～ ················································· 20 

ダンボ ················································································ 7 

チアロビクス ···································································· 27 

小さな世界はワンダーランド vol.1 ····································· 24 

小さな世界はワンダーランド vol.2 ····································· 25 

父と暮らせば ···································································· 20 

チャップリン・コレクションvol.2～独裁者 ························· 17 

注文の多い料理店 ································································ 7 

注文の多い料理店（バリアフリータイプ） ····························· 7 

ちょっと待った！その契約－賃貸住宅の契約トラブル ··········· 25 
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つりばしわたれ ··································································· 7 

ドキュメンタリー映画 小三治 ············································· 24 

ドナルドダック1 ································································· 7 

ドナルドダック2 ································································· 8 

トムとジェリー Vol.1 ·························································· 8 

長くつ下のピッピ ································································ 8 

長くつ下のピッピ(バリアフリータイプ) ································· 8 

ナチスの犬 ······································································· 17 

夏時間 ·············································································· 17 

新美南吉 傑作童話集 ························································· 8                

≒(ニアイコール)草間彌生 わたし大好き·························· 24 

虹色ほたる ········································································· 3 

20世紀に輝いた世界の女性たち〈第12巻〉 

オードリー・ヘップバーン…………………………………………24 

日本のおばけ話シリーズ きもだめしのばん···························· 8 

日本のおばけ話シリーズ のっぺらぼう ··························· 8 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之一 ··········································· 8 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之二 ··········································· 9 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之三 ··········································· 9 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之四 ··········································· 9 

ねずみくんのチョッキ① ······················································ 9 

ねずみくんのチョッキ➁ ······················································ 9 
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乗りものいろいろ大集合 ··············································· 27 

爆心長崎の空 ···································································· 20 

バッタ君町に行く ····························································· 3 

はとよ ひろしまの空を ······················································ 9 

ハニーランド 永遠の谷 ················································ 23 

ハムレット ····································································· 17 

はらぺこあおむし ································································ 9 

バンビ ·············································································· 10 

ピーターパン ·································································· 10 

BBCアフリカ Vol.1··························································· 22 
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ヒヤリハットリくん只今参上！！ ········································ 25 
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団体貸出用DVD  （平成27年度受入開始） 

 

― アニメ ― 

 

配架番号 ZDV02 

虹色ほたる ～永遠の夏休み～  カラー１０５分  （小～一般）  日本語音声のみ 

原作：川口雅幸 監督：宇田鋼之介 小学6年生のユウタは夏休みに一人で山奥のダムへ向かい、そこで不思議な老人に出会う。1970

年代の田舎の自然を舞台に、少年の成長を描くファンタジーです。 

 

配架番号 ZDV02 

バッタ君町に行く  カラー７８分  （小～一般）  英語音声・日本語字幕 

1941年作品。大都会の片隅の、昆虫が平和に暮らす草むらが、マナーの悪い人間たちによる火災や水害に脅かされます。若いバッ

タは虫達をまとめて引っ越しをはじめますが、いろいろなトラブルに見舞われます。本作を製作したフライシャー・スタジオは、

第二次世界大戦前のアメリカでディズニーと並び称されるアニメーション会社でした。後世のアニメーション作家から畏敬の念を

持って語られるフライシャー兄弟の代表作です。 

 

配架番号 ZDV02 

火垂るの墓  カラー８８分  （小～一般）  日本語音声のみ 

原作：野坂昭如 監督：高畑 勲 製作：スタジオジブリ 1945年、日本の敗戦をはさんだ約3か月間に、14歳の清太と4歳の節子と

いう兄妹がどう生きたかを描いた作品です。第1回モスクワ児童青少年国際映画グランプリ、日本アニメ大賞グランプリ、日本カト

リック映画賞、ブルーリボン特別賞、文化庁優秀映画などを受賞。1988年作品 

 

配架番号 ZDV08 

アゲハがとんだ カラー２０分 （小～中）  日本語音声・日本語字幕 
 

原作：おおきてつお 音楽：前田保 1945年3月10日、学童疎開先ののどかな情景から始まる。東京大空襲に見舞われ、前半の暖か

い日差しのなかの情景と、後半の激しい空襲のシーンがコントラストとして印象的に描かれている。 教育映像祭優秀作品賞受賞。 

 

配架番号 ZDV08 

アルプスの少女ハイジ ～アルムの山～  カラー８９分  （幼・小）  日本語音声のみ 

両親を失った5歳のハイジは、アルプスの山小屋でアルムおじいさんと暮らしています。ハイジは子山羊のユキを救おうと、友達の

ペーターと薬草を探しに岩場にでかけることを決心します。 

 

配架番号 ZDV08 

アルプスの少女ハイジ ～長編アニメーション映画～  カラー１０７分  （幼・小）  日本語音声のみ 

ハイジと友達のペーターは、足が不自由なクララを背負ってアルプスの山に登りました。アルプスの大自然の美しさと友情が描か

れます。演出：高畑勲 画面設定：宮崎駿 日本PTA全国協議会推薦 1979年作品 

 

配架番号 ZDV08 

いたちのこもりうた  カラー１９分  （小）  日本語音声のみ 

原作：松谷みよ子。新潟地方に語り継がれている民話のアニメ化です。いつも一人で遊んでいる女の子の子守り歌に聞きほれたイ

タチは、女の子とすっかり仲良しになります。ところがある日、女の子は急な病にかかり…。 
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配架番号 ZDV08 

1ねん1くみシリーズ  カラー５１分  （小）  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

いたずらが大好きな“くろさわくん”のまわりは、いつもにぎやか、おおさわぎ。「1ねん1くみ 1ばんワル」「1ねん1くみ 1ば

んげんき」「1ねん1くみ 1ばんゆうき」「1ねん1くみ 1ばんでっかい!!」の4話を収録 

 

配架番号 ZDV08 

いわたくんちのおばあちゃん ～ぼく、戦争せんけえね～  カラー２０分  （幼・小）  日本語音声のみ 

原作：「いわたくんちのおばあちゃん」（主婦の友社刊） 作：天野夏美 絵：はまのゆか 監督：江口摩吏介 

1945年8月9日、４姉妹や両親と家族の記念写真を撮る。しかし、その直後に原爆投下で本人以外全員亡くなり、その家族写真を見

られたのは「いわたくんちのおばあちゃん」本人だけ。一緒に映った家族が亡くなったあの夏が忘れられないから、今も娘や孫た

ちと写真を撮りたがらない「いわたくんちのおばあちゃん」。広島で起こった実際の話がもとになっている。文部科学省特別選定。 

教育映像祭最優秀作品賞受賞。 

 

配架番号 ZDV08 

大きなかぶ   カラー１４分  （小） 日本語音声のみ    

１株の甘くて大きなかぶを育てたおじいさんがいた。おばあさん・孫娘と次々に応援を頼むが、それでもかぶは抜けない。最後に

ねずみを呼んできて、ようやくかぶは抜けた。文部科学省選定。 
 

配架番号 ZDV08 

おこりじぞう  カラー２８分  （小）  日本語音声のみ 

1945年8月6日、広島。その日はひろちゃんの6回目の誕生日、そして運命の日でした。ピカッと光るのと同時にものすごい音、そし

て大爆発。「みず…おかあさん…みずちょうだい」と、わらいじぞうにすがるひろちゃんの背中は大やけどをしています。その時、

いつもにこにこしていたわらいじぞうの顔が…。 

 

配架番号 ZDV08 

おにたのぼうし  カラー１８分  （幼・小）  日本語音声のみ 

まこと君の家の物置小屋の天井に、おにたという気のいい小さな鬼の子が住みはじめました。おにたは自分達が追い払われる節分

の豆まきが苦手です。しかし、おにたの住んでいることに気づいていないまこと君は、豆をまきにやってきました。原作：あまん

きみこ。文部科学省選定 

 

配架番号 ZDV08 

おれたち、ともだち！  カラー５２分  （幼・小）  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

「ともだちや」「ともだち くるかな」「あしたも ともだち」「ごめんね ともだち」の全４話を収録。ある日、キツネは「ともだ

ちや」を始めることを思いつきました…。内田麟太郎(作)、降矢なな(絵)の絵本シリーズの映像化です。 

 

配架番号 ZDV08 

かさこ地ぞう  カラー１３分  （幼・小）  日本語音声のみ 

原作：岩崎 京子 じいさまはすげがさを編み、大みそかに町まで売りにでかけました。けれどもちっとも売れません。あきらめて

帰る途中、じいさまは吹きさらしで雪にうもれた地ぞうさまに気づきます。 
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配架番号 ZDV08 

ガラスのうさぎ  カラー83分  （小～一般） 日本語音声のみ 

原作：高木敏子（金の星社・刊） 制作「ガラスのうさぎ」制作委員会 青少年映画審議会推薦他多数推薦  

昭和 20 年の東京大空襲等で、敏子は母と二人の妹・父親を失ってしまい、戦争の恐ろしさを目の当たりにする。死

体が山のように積みあがり、ガラスで出来ていたウサギは半分以上溶けてぐにゃぐにゃになってしまう。絶望の果

てに死を見つめ深夜の海辺をさまよう一方で、心を奮い立たたせながら生きていく 1 人の少女の物語。実話に基づ

いた戦争体験を今に伝えています。 

 

配架番号 ZDV08 
 

からすのパンやさん/どろぼうがっこう  カラー４０分  （幼・小）  日本語音声・日本語字幕(on,off) 
 

全２話を収録。かこさとし原作。からすのパン屋さんが、おもしろくてすてきなパンをどっさり焼きました。すると、そのパンは

町中の子どもに大評判！ 

 

配架番号 ZDV08 

ガリバー旅行記  カラー７６分  （小～一般）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off) 

１８世紀に書かれたジョナサン・スイフトの原作を、１９３９年にフライシャー兄弟がアニメーション化しました。日本語吹替と

日本語字幕を選択できます。 

 

配架番号 ZDV08 

カワウソ親子の冒険（通常版）  カラー１９分  （小）  日本語音声のみ 

動物文学の第一人者・椋鳩十の作品「金色の川」に基づいたアニメーションです。狩人に狙われた子カワウソを助けるため、母カ

ワウソは自らの命をなげうち銃口の前に立ちはだかります。親と子のきずな、親の崇高な愛情を感じることのできる作品です。文

部科学省選定、厚生労働省社会保障審議会推薦 

 

配架番号 ZDV08 

カワウソ親子の冒険（バリアフリー対応版） カラー１９分  （幼・小）  日本語音声＋副音声・日本語字幕付 

動物文学の第一人者・椋鳩十の作品「金色の川」に基づいたアニメーションです。狩人に狙われた子カワウソを助けるため、母カ

ワウソは自らの命をなげうち銃口の前に立ちはだかります。親と子のきずな、親の崇高な愛情を感じることのできる作品です。文

部科学省選定、厚生労働省社会保障審議会推薦 

 

配架番号 ZDV08 

がんばれスイミー  カラー２６分  （幼・小）   日本語音声のみ 
 

広い広い海の中で、赤い体の兄弟たちの中で、たった１匹だけ黒い体をしたスイミー。お腹を空かせたマグロから逃げ切ったが、

その時、いつもと全く違う別の海へ迷い込む。その後、いつもの海に戻り兄弟や仲間と再開する。巨大な赤い魚のようにみせて、

スイミーたちは、群れを成しながら海を泳ぎまわった。みんなで力を合わせれば何も怖くない、と海の中で実感する。教育映画祭

賞受賞。 

 

 

配架番号 ZDV08 

キッズコレクション チップとデール リスのいたずら合戦  カラー５３分  （幼・小）  日本語音声or英語音声・ 

日本語字幕(on,off)・英語字幕(on,off) 
 

全８話を収録。「リスの朝ごはん」「リスの冬支度」「リスのオモチャ合戦」「リスのいたずら合戦」「リスの手袋騒動」「リス

の汽車ごっこ」「リス君は歌姫がお好き」「リスのピーナッツ」。ドナルドの作るホットケーキの匂いをかぎつけたチップとデー

ルは、それが欲しくてたまらなくなります。 
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配架番号 ZDV08 

Ｎｅｗ 劇場版アニメ 忍たま乱太郎 忍術学園全員出動！の段  カラー７９分（幼・小）日本語音声のみ 

1996年に公開された「映画 忍たま乱太郎」以来15年振りの映画作品で、初の長編映画作品。20年近い連載で蓄積

された膨大な数のキャラクターを総出演させ、その来歴と複雑な世界観を凝縮し、キャラクターごとにある程度の

見せ場を作りつつストーリーをまとめ上げており、そつのない佳作として高い評価を得ています。 

 

配架番号 ZDV08 

10ぴきのかえる①  カラー４０分  （幼・小）  日本語音声・日本語字幕(on・off) 

心温まるミュージカル・アニメ。2話収録。第1話「10ぴきのかえる」10ぴきのかえるは一緒に生まれた仲間です。第2話「10ぴきの

かえるのなつまつり」ひょうたん沼に、なつまつりの季節がやってきました。間所ひさこ・作、仲川道子・絵による名作絵本のア

ニメ化です。 

 

配架番号 ZDV08 

10ぴきのかえる②  カラー４０分  （幼・小）  日本語音声・日本語字幕(on・off) 

心温まるミュージカル・アニメ。2話収録。第1話「10＋1ぴきのかえる」かえる達は、迷子になったケロコちゃんの家探しの旅に出

発します。第2話「ぎろろんやまと10ぴきのかえる」病気になったハシャギカエルを治すため、9ひきのかえる達はぎろろんやまへ。

間所ひさこ・作、仲川道子・絵による名作絵本のアニメ化です。 

 

配架番号 ZDV08 

少年むくはとじゅう物語  カラー２１分  （小）  日本語音声のみ 

信州の酪農を営む農家に生まれた作家・椋鳩十は、温かい人々に見守られ、自然とのふれあいから多くを学びながら成長していき

ます。原作：宮下和男 2000年 文部省選定・教育映像祭優秀作品賞 

 

配架番号 ZDV08 

白雪姫  カラー８３分  （小～一般）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off) 

1937年製作。美しい白雪姫は、やさしい母親に突然先立たれてしまいます。新しい母親は実は魔女でした。継母はある日、家来に

白雪姫を殺すように命じます。 

 

配架番号 ZDV08 

シンデレラ  カラー７４分  （小～一般）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off) 

父親が亡くなり、シンデレラは意地悪な継母や姉たちに、いつもいじめられていました。ある日、王子の花嫁を選ぶ舞踏会がお城

で開かれることになります。カボチャの馬車、ガラスの靴が有名な、シャルル・ペローの童話の映像化です。 

 

配架番号 ZDV08 

せかいいちうつくしいぼくの村  カラー１６分  （小～一般）  日本語音声のみ 

アフガニスタン・パグマン村の物語。小さな村に住むヤモ少年は、兄が兵隊となって不在の間、父の手伝いをしていました。

ある日二人は、とれた果物を町まで売りに行きます。町に着くと、父はヤモに“ひとりでさくらんぼを売ってごら

ん”といいます。原作:小林豊、監督:前田康成。文部科学省選定、教育映像祭優秀作品賞。2003年作品 
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配架番号 ZDV08 

ぞくぞく村のオバケたち①  カラー５２分  （幼・小）  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

第１話「ミイラのラムさん」、第２話「魔女のオバタン」を収録。ぞくぞく村の心やさしいオバケたちが数々の楽しいエピソード

をくりひろげます。原作は作：末吉暁子 絵：垂石眞子（あかね書房刊）です。 

 

配架番号 ZDV08 

ぞくぞく村のオバケたち②  カラー４０分  （幼・小）  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

第１話「ちびっこおばけグー・スー・ピー」、第２話「子鬼のゴブリン」を収録。おしゃれなおじいちゃんおばけがなくしてしま

った指輪をさがすちびっこおばけグースーピーや、子どもが７人生まれて、てんてこまいするゴブリンさんの話です。 

 

配架番号 ZDV08 

 

たぬきの糸車    カラー１２分   (幼・小)   日本語音声のみ 
 

現行教科書に採用されている（及び採用された）評価の高い児童文学作品をアニメーションとして映像化したシリーズ。山奥に住

むおかみさんが糸車を回していると、たぬきが現れて・・・。文部科学省選定・教育映画優秀賞受賞作品。 

 

配架番号 ZDV08 

ダンボ  カラー６４分  （小～中）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off) 

1941年製作。アカデミー賞を受賞。サーカス団の象・ジャンボにも、コウノトリが赤ちゃんを運んできました。ダンボはあまりに

も耳が大きいため、仲間はずれにされてしまいます。ネズミのティモシーに勇気づけられたダンボは、飛ぶ練習をはじめます。 

 

配架番号 ZDV08 

注文の多い料理店  カラー２３分  （小）  日本語音声のみ 

仲のよい二人の紳士が猟犬をつれて猟に出かけました。紳士たちは山中で道に迷ってしまいます。お腹がすいてきた二人は、森の

奥に立派な西洋料理店「山猫軒」を見つけます。 

 

配架番号 ZDV08 

注文の多い料理店（バリアフリータイプ）  カラー２３分  （小）  日本語音声、副音声、日本語字幕付 

仲のよい二人の紳士が猟犬をつれて猟に出かけました。紳士たちは山中で道に迷ってしまいます。お腹がすいてきた二人は、森の

奥に立派な西洋料理店「山猫軒」を見つけます。 

 

配架番号 ZDV08 

 

つりばしわたれ   カラー１３分   (幼・小)  日本語音声のみ 
 

現行教科書に採用されている（及び採用された）評価の高い児童文学作品をアニメーションとして映像化したシリーズ。山のおば

あちゃんの家にやってきたトッコは、つり橋がこわくて渡れません。そんな時、着物を着た男の子に出会います。 

 

配架番号 ZDV08 

ドナルドダック １ カラー５７分  （幼・小）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off)・英語字幕(on,off) 

全８話収録。「ドナルドのベルボーイ」「ドナルドのパイロット」「ドナルドの透明人間」「ドナルドのゴールド大好き」「ドナ

ルドの野菜畑」「ドナルドの入隊」「ドナルドの雪合戦」「ドナルドのかじ屋さん」。短気でも憎めないやんちゃキャラ、ドナル

ドダックの初期名作集です。 
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配架番号 ZDV08 

ドナルドダック 2 カラー６２分  （幼・小）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off)・英語字幕(on,off) 

全８話収録。「ドナルドのお料理」「ドナルドのカメラ大好き」「ドナルドの牧場」「ドナルドのずる休み」「ドナルドのめざま

し時計」「ドナルドのゲーム、ゲーム、ゲーム」「ドナルドの卵騒動」「ドナルドと山男」。短気でも憎めないやんちゃキャラ、

ドナルドダックの初期名作集です。 

配架番号 ZDV08 

トムとジェリー Vol.1  カラー７０分  （幼・小）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off)・英語字幕(on,off) 

全１０話収録。「トム氏の優雅な生活」「ジェリーとジャンボ」「恐怖の白ネズミ」「インディアンごっこ」「おかしなアヒルの

子」「夢と消えたバカンス」「人造ネコ」「ブルおじさん」「ワルツの王様」「お家はバラバラ」。トムとジェリーの愉快で楽し

いドタバタコメディです。 

 

配架番号 ZDV08 

長くつ下のピッピ  カラー７６分  （小）  日本語音声のみ 

原作:アストリッド・リンドグレーン。ピッピは世界一力持ちの元気な女の子。ピッピはパパと嵐の海で離ればなれになってしまい、

ゴタゴタ荘に一人で住んでいます。友だちのトミーとアニカと力を合わせ、大泥棒のカールソンと対決することに…。 

 

配架番号 ZDV08 

長くつ下のピッピ（バリアフリータイプ）  カラー７６分  （小）  日本語音声、副音声、日本語字幕付 

原作:アストリッド・リンドグレーン。ピッピは世界一力持ちの元気な女の子。ピッピはパパと嵐の海で離ればなれになってしまい、

ゴタゴタ荘に一人で住んでいます。友だちのトミーとアニカと力を合わせ、大泥棒のカールソンと対決することに…。 

 

配架番号 ZDV08 

新美南吉 傑作童話集   カラー51分   (幼・小)   日本語音声のみ 

日本を代表する児童文学者・新美南吉の有名な4作品（「ごんぎつね」「手袋を買いに」「でんでんむしのかなしみ」「おじいさん

のランプ」）をアニメーション化した童話集。新美の出身地である愛知県半田市の紹介映像と共に、大人と子どもとが一緒に楽し

める内容。 

 

配架番号 ZDV08 

日本のおばけ話シリーズ きもだめしのばん  カラー１５分  （小）  日本語音声のみ 

冬も近いある夜、村の若者たちが墓地の大きな木にのぼり、一晩きもだめしをすることになりました。どこか、ほのぼのとしたス

トーリー展開の中に、ピリッとした不思議な怖さがあります。 

 

配架番号 ZDV08 

日本のおばけ話シリーズ のっぺらぼう  カラー１５分  （幼・小）  日本語音声のみ 

こよいは満月、赤い月。お寺の修理をしている大工の正八は、つい仕事に夢中になり日が暮れてしまいました。さびしい道を抜け

帰りを急ぐ正八がお堀のそばに来ますと、柳の下に白い女の人影が…。ドキッとこわい、おばけの話です。 

 

配架番号 ZDV08 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之一  カラー５１分  （幼・小）  日本語音声のみ 

「旅立ちのとうげ」「出会いの宿場町」の２話を収録。あさたろうとねぎぼうず。広い世界を旅してみたいと、畑を飛び出し旅に

出た。原作：飯野和好『ねぎぼうずのあさたろう』 
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配架番号 ZDV08 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之二  カラー１０２分  （幼・小）  日本語音声のみ 

「謎のゆうれい屋敷」「おまんじゅうは恋の味」「弁天様のくれた赤ん坊」「きゅうべえと磯菊の花」の４話を収録。旅を続ける

三人衆は雨に打たれてぬれねずみ。このままでは風邪ひくと、急いで飛び込むボロ屋敷。原作：飯野和好『ねぎぼうずのあさたろ

う』 

 

配架番号 ZDV08 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之三  カラー１０２分  （幼・小）  日本語音声のみ 

「嘘つき小僧すず吉」「村を守った秘密箱」「くノ一の隠れ里」「人情渡し舟」の４話を収録。偶然に出会たすず吉に情けをけか

たのが運のつき、ニセモノをたんまり買わされる。実はすず吉には悩みがあった。原作：飯野和好『ねぎぼうずのあさたろう』 

 

配架番号 ZDV08 

ねぎぼうずのあさたろう 巻之四  カラー１０２分  （幼・小）  日本語音声のみ 

「鉄火肌火の玉おてつ」「はらぺこ侍必殺剣」「大笑い一番勝負！」「もろこし天狗党あらわる」の４話を収録。屋台の並ぶ暮れ

の市。女親分火の玉おてつに、忍び寄るは悪党とうぞう。それに気づいたあさたろう、そうはさせぬと立ち向かう！  原作：飯野

和好『ねぎぼうずのあさたろう』 

 

配架番号 ZDV08 

ねずみくんのチョッキ①  カラー３８分  （幼）  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

全６話を収録。「ねずみくんのチョッキ」「りんごがたべたいねずみくん」「コップをわったねずみくん」「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」。ねずみくんをはじめ、子どもたちの大好きな動物が次々と登

場するほのぼのストーリーです。 

 

配架番号 ZDV08 

ねずみくんのチョッキ➁  カラー３８分  （幼）  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

全６話を収録。「またまた! ねずみくんのチョッキ」「ねずみくんとおんがくかい」「ぞうさんとねずみくん」「ねずみくん ねず

みくん」「ねずみくんのひみつ」「ねずみくんのたんじょうび」 赤いチョッキのねずみくんと、ゆかいな仲間たちのお話です。 

 

配架番号 ZDV08 

はとよ ひろしまの空を    カラー21分   (小)   日本語字幕のみ 

大川悦生作原作の絵本を映像化。太平洋戦争末期に家族と飼い主の少年を原爆投下で亡くした鳩を主人公にした作品。戦後の焼け

野原を必死で生き抜く鳩の姿を通し、平和と命について問いかける。 

 

配架番号 ZDV08 

はらぺこあおむし カラー３３分  （幼・小）  日本語音声or英語音声・吹替用日本語字幕(on,off)・日本語字幕(on,off)・

英語字幕(on,off) 
 

全５話を収録。「はらぺこあおむし」「だんまりこおろぎ」「パパ、お月さまとって！」「ごちゃまぜカメレオン」「うたがみえ

る、きこえるよ」。絵本の魔術師として世界中に知られる、はりえ絵本作家エリック・カール。そのファンタジックな映像と物語

です。 
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配架番号 ZDV08 

バンビ  カラー７０分  （小・中）  英語音声or日本語音声・日本語字幕(on・off) 

1942年作品。緑豊かな春の森に生まれた小鹿のバンビ。楽しい森の仲間たちに出会い、喜びや悲しみを経験しながらすくすくと成

長していきます。 

 

配架番号 ZDV08 

ピーターパン  カラー７７分  （小～一般）  英語音声or日本語音声・日本語字幕(on,off) 

1953年作品。ダーリング家の長女ウェンディ、長男ジョン、末っ子のマイケルはみなピーターパンの存在を信じていました。ある

夜、ウェンディは翌日から一人部屋に移るよう父親に決められてしまいます。でもウェンディはまだおとなになりたくありません。

その夜3人が眠っていると、決して大人にならない永遠の少年ピーターパンがやってきて、夢の国ネバーランドに子ども達を案内し

ます。原作はスコットランドの作家、ジェームス・バリー 

 

配架番号 ZDV08 

ピノキオ  カラー８８分  （小～一般）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off) 

1941年製作。アカデミー賞を受賞。あやつり人形のピノキオを作ったゼペットじいさんは、「ピノキオを人間の子どもに」と星に

祈りました。ピノキオは本当の子ともになれるのでしょうか。ピノキオの試練がはじまります。 

 

配架番号 ZDV08 

ファンタジア  カラー１２０分  （小～一般）  英語音声・日本語字幕(on,off) 

1940年製作。バッハ、ベートーベン、チャイコフスキーなどクラシックの名曲に合わせて物語が繰り広げられます。魔法使いの弟

子になったミッキーマウスが登場し、難しい魔法に挑戦します。ところが止め方が分からなくてとんでもないことに…。 

（２枚1セットで貸します。チャプターのある方は1時間48分33秒で画像乱れ、2時間1分16秒で1秒ほど音声欠けあり。チャプターの

ない方は日本語字幕・英語音声で固定） 

 

配架番号 ZDV08 

ふしぎの国のアリス  カラー７５分  （小～一般）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off) 

1951年製作。ルイス・キャロルの小説が原作。ある夏の日、お姉さんと一緒に川辺で本を読んでいたアリスの前を、時計を持った

白ウサギがあわてて走っていきました。あとを追いかけたアリスは、ウサギと一緒に穴に落ちてしまいました。そこは、おかしな

ことばかり起きるふしぎの国の入口でした。 

 

配架番号 ZDV08 

 

ぼくの村にサーカスがきた   カラー１５分   (幼・小)    日本語音声のみ 
 

小林豊原作の絵本のアニメーション化作品。アフガニスタンの小さな村を舞台に、戦争の中に生きる人々の暮らしを描いたシリー

ズ。 

※同名の原作及び同シリーズの絵本（「せかいいちうつくしいぼくのむら」）こども図書館に所蔵あり 

 

配架番号 ZDV08 

ぼくは王さま  カラー４０分  （幼・小）  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

原作：寺村輝夫。第1話 おしゃべりなたまごやき、第2話 王さまタクシー、第3話 たまごがいっぱい、第4話 たんじょう日の

プレゼント。たまごが大好きで好奇心旺盛な王さまと、魔法使いのチョモチョモ、そしてたくさんの城の仲間たちがくりひろげる

ワクワクほのぼの物語です。 
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配架番号 ZDV08 

Ｎｅｗ まんが世界昔ばなし （令和5年3月時点でVOL .1～7を所蔵.。目録はこの一区分、一巻毎の貸出となります。）   

カラー 各４５分（幼・小）日本語音声のみ 

（ＶＯＬ.１） 「おおかみと七ひきの子やぎ」「美女と野獣」「にんぎょ姫」「うさぎのわるぢえ」四編を収録。 

（ＶＯＬ.２） 「はだかの王様」「二ひきのよくばり子ぐま」「ジャックとまめの木」「鐘をならしたきじ」四編を収録。 

（ＶＯＬ.３） 「まほうのソーセージ」「みにくいあひるの子」「ハメルンの笛ふき」「ウィリアム・テル」四編を収録。 

（ＶＯＬ.４） 「赤ずきんちゃん」「かしこいコヨーテ」「ドン・キホーテ」「幸福の王子」四編を収録。 

（ＶＯＬ.５） 「王様の耳はろばの耳」「海の水はなぜからい」「青ひげ」「フランダースのいぬ」四編を収録。 

（ＶＯＬ.６） 「金色のがちょう」「メドゥーサの首」「十一わのはくちょう」「マッチうりの少女」四編を収録。 

（ＶＯＬ.７） 「十二の月」「動物たちと火」「長ぐつをはいたねこ」「わがままな巨人」四編を収録。 

 

配架番号 ZDV08 

Ｎｅｗ みんなが知ってる心あたたまるなつかしいお話し イソップ物語 カラー３３分（幼・小）日本語音声のみ 

「ねずみのそうだん」「うさぎとかめ」「ありときりぎりす」「金のおの銀のおの」「おしゃれなからす」 

「いなかのねずみと町のねずみ」六編を収録。 

 

配架番号 ZDV08 

ムーミン谷とウィンターワンダーランド カラー８６分  （小～一般）  英語音声or日本語音声・日本語字幕(on・off) 

フィンランドの作家トーヴェ・ヤンソンによる原作小説が1945年に発表されて以来、ムーミンは児童文学・絵本・コミックス・ア

ニメーション・キャラクターグッズ・テーマパーク等によって世界中の人々から愛されてきました。本作はヤンソンが「大好きな

作品」だと語ったパペットアニメのシリーズを劇場版映画にしたものです。秋が終わり、冬が始まろうとするころ、ムーミンはま

もなくやってくるという「クリスマス」の存在を知ります。冬から春までは眠るムーミン一家にとって、それは初めて耳にする名

前でした。「クリスマスさんってどんな人？」 美しい冬景色の中で繰り広げられるムーミンの喜びと驚きに満ちた冒険物語です。

2017年作品 

 

配架番号 ZDV08 

森のなかまたち  カラー２５分  （幼・小）  日本語音声のみ 

仲良く暮らしている森の動物たちをいじめるキツネとオオカミがいた。ある日、山火事がおき、動物たちは無事に避難したが、“い

じめっ子のキツネとオオカミ”は山にとりのこされてしまう。森の動物たちは「いじめっ子のキツネとオオカミも仲間だ」と救出

にむかう。教育映画祭最優秀作品賞、文部科学大臣賞受賞 

 

配架番号 ZDV08 

 

やまなし  カラー１５分 (小～一般)   日本語音声のみ 
 

現行教科書に採用されている（及び採用された）評価の高い児童文学作品をアニメーションとして映像化したシリーズ。小さな谷

川の底の情景を幻想的に描いた宮沢賢治の童話を原作に忠実に影絵にしました。 

 

配架番号 ZDV08 

ゆきちゃんのこんにちは  カラー１９分  （幼・小）  日本語音声のみ 

「こんにちは さようなら 行ってきます ただいま」 あいさつを小さい声でしかできなかった、引っ込み思案の“ゆきちゃん”

が、雲の上からきた少年とのかかわりあいの中で、次第にあいさつのできる子に成長していく。文部科学大臣賞受賞 文部科学省特

選 
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配架番号 ZDV08 

レオ・レオニ5つの名作集  カラー２８分  （幼・小）  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off) 

全５話を収録。「フレデリック」「コーネリアス」「ぼくのだ！ わたしのよ！」「さかなは さかな」「スイミー」。さまざまな

手法で作品を創り上げるレオ・レオニ。個性、知恵、勇気などをテーマとしたユニークな物語です。 
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― 外国映画 ― 

 

配架番号 ZDV11 

宇宙戦争(1953年)   カラー８５分  英語音声・日本語字幕 

1950年代を代表するＳＦ映画。火星人の地球侵略を描いたＨ・Ｇ・ウェルズのＳＦ小説を「月世界征服」や「地球最後の日」の製

作者ジョージ・パルが映画化。ある夜、カリフォルニアの山中に隕石が落下したが、それはなんと火星からの侵略者だった。隕石

の中からは無数の円盤が出現し、それらの放つ強力な光線の前には軍隊もなすすべがない。監督：バイロン・ハスキン 出演：ジ

ーン・バリー、アン・ロビンソン 

 

配架番号 ZDV11 

キング・コング(1933年)   白黒１００分  英語音声・日本語字幕 

記録映画を製作しようと南海の孤島を訪れた映画監督や船長らは、そこで有史以前の生物たちに出会う。彼らは身の丈18メートル

もある“キング・コング”を捕獲し、見世物にしようとニューヨークに連れてくる。ところがコングはオリから逃げ出し、愛する

美女をつかんだまま摩天楼によじ登っていった。人形アニメーション作家のウィリス・オブライエンによるコングの動きは、ミニ

チュアワークや実物大の模型を巧みに組み合わせている。ストップモーション撮影による卓越した特撮効果は、後のＳＦ映画に大

きな影響を与えた。監督：メリアン・クーパー、アーネスト・シュードサック 出演：フェイ・レイ、ロバート・アームストロン

グ 

 

配架番号 ZDV11 

惑星ソラリス  カラー１６６分   ロシア語音声・日本語字幕(on・off) 

監督:アンドレイ・タルコフスキー 原作:スタニフワフ・レム 1972年作品。惑星ソラリスの海はそれ自体が生命であり、高い知性

を持つらしいが、人間は長年の探求にもかかわらずコミュニケーションをはかれずにいる。海は、人間が心の奥に隠している意識

を探り出し、実体化する。人間の精神的な極限状況を描いたこのSF映画によって、深い精神性のあるタルコフスキーの映像世界が

あまねく知られるようになった。カンヌ国際映画祭審査員特別賞 

 

配架番号 ZDV13 

雨に唄えば  カラー１０３分  英語音声・日本語字幕 

ミュージカルで有名なМＧＭが製作した、１９５０年代のミュージカル大作です。恋あり笑いありで、ジーン・ケリー、ドナルド・

オコナー、デビー・レイノルズらが歌い踊ります。 

 

配架番号 ZDV13 

オズの魔法使い  カラー１０１分  英語音声・日本語字幕 

1939年製作 アカデミー賞２部門受賞。カンザスの田舎に住む少女ドロシー（ジュディ・ガーランド）は竜巻に巻き込まれ、オズ

の国に来てしまいました。そこで出会ったカカシ、ブリキのロボット、ライオンと旅をします。 

 

配架番号 ZDV14 

嵐が丘  白黒１０４分  英語音声・日本語字幕 

1939年製作。エメリー・ブロンデの古典的名作をウィリアム・ワイラーが映画化。養父の死後、兄に苛酷な仕打ちをうけ、キャシ

ーの愛を誤解したヒースクリフは家出してしまいます。時が流れ、ヒースクリフは紳士として帰ってきます。 
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配架番号 ZDV14 

アルジェの戦い  白黒１２１分  フランス語＋アラビア語音声・日本語字幕 
 

1954～62年にかけてのアルジェリアでの独立紛争をドキュメンタリー・タッチで描く。1966年ベネチア国際映画祭グランプリ受賞、

1967年キネマ旬報ベスト・テン外国映画第1位 

配架番号 ZDV14 

或る夜の出来事  白黒１０５分  英語音声・日本語字幕 

1934年作品 監督：フランク・キャプラ 出演：クラーク・ゲーブル、クローデット・コルベール アカデミー賞主要５部門を受

賞。大銀行家の一人娘と、彼女の奔放な行動を記事にしてひと儲けしようとする失業中の新聞記者との、長距離バスでのユーモア

たっぷりの道中記。じゃじゃ馬娘をタフな男が受け止めるという、アメリカ恋愛映画の王道を行く恋愛コメディの傑作 

 

配架番号 ZDV14 

アンネの日記  カラー１２３分 英語音声・日本語字幕 
文章を書くことが大好きだったアンネは、１３歳の誕生日に両親から日記帳をプレゼントされ、日記帳に「キティ」と名付け、日  々

の出来事や誰にも話せない心の内を綴った。ユダヤ人だったアンネは、第二次大戦中、一家でナチスの迫害から逃れるため、オラ

ンダの隠れ家で過ごした。その時の様子や心情が明快に表現されている。 

 

配架番号 ZDV14 

New ウィンダミア夫人の扇（ナレーションで楽しむサイレント映画） 白黒120分 日本語音声（ナレーションの

み）・一部日本語字幕 
 

1925年製作。オスカー・ワイルドの佳作戯曲を映画化。醜聞があったためにロンドン社交界を去って行方をくらましていたアー

リン夫人は再びロンドンに帰って来たが社交界は彼女をもちろん歓迎しなかった。その時ウィンダミア夫人の誕生日祝宴が催

される筈だったのでアーリン夫人はウィンダミア卿に自分を招待してくれと頼んだ。（※サイレント映画です。映像に日本語の

音声解説が入ります。） 

 
配架番号 ZDV14 

大いなる幻影  白黒１１４分  フランス語音声・日本語字幕 

1937年製作 監督：ジャン・ルノアール。第一次世界大戦で捕虜になったフランス人２人とドイツ人将校との間に生じた友情と葛

藤を描き、国家や階級を超える反戦思想が示されます。 
 

配架番号 ZDV14 
 

おじいさんと草原の小学校  カラー１０３分（※ＰＧ１２指定） 英語音声・日本語字幕 

無償教育制度が取り入れられた 2003 年のケニアで教育を受けたことがない 84 歳の老人が小学校に入学する実話を

基にした物語。若い教師や子供たちとの交流と共に学ぶことの喜びに目覚める姿を遠し、平和祈願、教育格差、貧

困、地域格差等の要素も取り入れた作品。 

 

配架番号 ZDV14 

カサブランカ  白黒１０２分  英語音声・日本語字幕 

1942年製作。映画史上に輝くラブロマンスの傑作です。圧倒的な魅力のハンフリー・ボガートと美しいイングリッド・バーグマン

という組み合わせで、本物の愛や優しさが描かれます。 

 

配架番号 ZDV14 

風と共に去りぬ  カラー２３８分  英語音声・日本語字幕 

1939年度アカデミー賞の８部門を受賞した超大作。南北戦争前後のアトランタを舞台にして、激動の時代を生きるスカーレット・

オハラの波乱万丈の半生を雄大なスケールで描きます。 
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配架番号 ZDV14 

黄色いリボン  カラー１０３分  英語音声・日本語字幕 

1949年製作 監督：ジョン・フォード 出演：ジョン・ウェイン、ジョーン・ドルー。退役を間近に控えた大尉は、最後の任務で

インディアンの掃討作戦を指揮することになった。騎兵隊の日常生活と老大尉の心象風景がしみじみと描かれています。 

 

配架番号 ZDV14 

禁じられた遊び  白黒８６分  フランス語音声・日本語字幕 

1952年製作。第二次世界大戦下、ドイツの空襲で少女ポーレットは両親と子犬を失ってしまいます。ルネ・クレマン監督が子供の

視線で戦争を描いています。ギター奏者ナルシソ・イエペソの音楽でも名高い映画です。 

 

配架番号 ZDV14 

グランドホテル  白黒１１３分  英語音声・日本語・英語字幕 

ベルリンのグランド・ホテルを舞台に、そこに集まった人々の人生模様が、同時進行で繰り広げられていく映画。第５回アカデミ

ー賞最優秀作品賞受賞。 

 

配架番号 ZDV14 

コーラス  カラー９７分  フランス語音声・日本語字幕 

戦後のフランスを舞台に、問題児の集まる寄宿舎に赴任した音楽教師と子供たちがコーラスを通して 

心を通わせるヒューマンドラマ。「ニュー・シネマ・パラダイス」で有名なジャック・バランが制作に 

名を連ね、出演。第 77 回アカデミー賞外国語映画賞・主題歌賞にノミネート。 

 

配架番号 ZDV14 

地上(ここ)より永遠（とわ）に  白黒１１７分  英語音声・日本語字幕 

1953年作品 監督：フレッド・ジンネマン 出演：バート・ランカスター、モンゴメリー・クリフト、フランク・シナトラ 日米

開戦の直前、1941年のハワイ・ホノルルの兵営に、上官に逆らったため降格されたラッパ手のブルーが転属してくる。軍隊内部の

荒廃や過酷な階級制度、戦争の虚しさを硬派フレッド・ジンネマンが撮った大作。アカデミー賞8部門を受賞した。 

 

配架番号 ZDV14 

仔鹿物語  カラー１２８分  英語音声・日本語字幕 

1946年製作。フロリダ北部の森林地帯を切り開きながら農作をするバクスター一家。息子ジョディは森で出会った小鹿を飼うこと

を親にみとめてもらいました。小鹿フラッグとのふれあいを通じて少年の成長を描きます。 

 

配架番号 ZDV14 

New サンタクロースになった少年    カラー８０分  フィンランド語・日本語音声・日本語字幕 
 

2007年製作。ラップランドの小さな寒村。幼い少年ニコラスは、事故で両親や妹を亡くしてしまう。身寄りのないニコラスを助け

るため、村の人々は1年ごとに交代で彼の面倒をみることに。 

 

配架番号 ZDV14 

シェーン  カラー１１８分  英語音声・日本語字幕 

1953年製作 ジョージ・スティーヴンス監督 流れ者のシェーンは、恩義を受けた開拓農民スターレット一家のためにライカー一

味と対決します。西部劇史上に輝く名作 



16 

 

配架番号 ZDV14 

自転車泥棒  白黒９３分  英語音声・日本語字幕 

1948年製作。第二次世界大戦後のローマ。長い失業後やっと映画のポスター貼りの職を得たアントニオは、仕事に必要な自転車を

盗まれてしまう。ヴィットリオ・デ・シーカ監督。イタリアのネオリズムの代表的な作品です。 

 

配架番号 ZDV14 

市民ケーン  白黒１１９分  英語音声・日本語字幕 

1941年製作。新聞界に君臨したケーンの生涯を描きます。当時２５歳だったオーソン・ウェルズが自ら主演、脚本、製作をつとめ

ました。この作品の、過去と現在を交錯して描く斬新な物語構成、ワンシーン・ワンショット撮影、広角レンズ・ロ

ーアングルの多用などが後世の映画に与えた影響は大きいです。 

 

配架番号 ZDV14 

シャレード  カラー１１３分  英語音声・日本語字幕 

監督：スタンリー・ドーネン 出演：オードリー・ヘプバーン、ケイリー・グラント パリと高級リゾート地を舞台に、ヘプバーン

が演じる未亡人が殺人事件に巻き込まれるロマンティック・サスペンス。ジバンシーの手がけた衣装が美しく、ヘンリー・マンシ

ーニの名曲が流れる。1963年作品 

 

配架番号 ZDV14 

素晴らしき哉、人生!   白黒１３０分  英語音声・日本語字幕 

1946年作品 監督：フランク・キャプラ 出演：ジェームズ・スチュワート、ドナ・リード ジョージは世界旅行という長年の夢

をあきらめて、父の営む住宅ローン会社を受け継いだが、ある陰謀で会社が窮地に追い込まれ、自殺をはかるまでに追いつめられ

る。そこに現れた2級天使のクラレンスは、彼を「ジョージがこの世にいなかったら」という架空の世界に連れていく。アメリカで

クリスマスの定番となった名作 

 

配架番号 ZDV14 

戦場よさらば（武器よさらば）  白黒８０分  英語音声・日本語字幕 

1932年製作 原作：ヘミングウェイ 監督:フランク・ボーセージ  出演:ゲイリー・クーパー、ヘレン・ヘイズ アカデミー賞２

部門を受賞。第一次大戦下のイタリアを舞台に、アメリカ人将校と従軍看護婦の悲恋が古典的に描かれる。 

 

配架番号 ZDV14 

そして誰もいなくなった  白黒 97 分 英語音声・日本語字幕 
 
 

孤島に集められた１０人が、よく知られた童謡になぞらえて、一人また一人と殺されていくというミステリー。ア

ガサ・クリスティーの代表作の映画化。 

 

配架番号 ZDV14 

第三の男  白黒１０４分  英語音声・日本語字幕 

1949年製作 監督:キャロル・リード 出演:オーソン・ウェルズ。第二次世界大戦直後のウィーンを舞台に、戦争の影を背負った人々

を巧みに描いています。光と影を効果的に用いた映像の美しさ、チターを演奏するアントン・カラスの曲でも知られま

す。 
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配架番号 ZDV14 

誰が為に鐘は鳴る  カラー１７０分  英語音声・日本語字幕 

1943年製作 原作：ヘミングウェイ 監督:サム・ウッド 出演:ゲイリー・クーパー、イングリッド・バーグマン。スペイン動乱

を舞台に、アメリカ人と現地の娘との悲しい恋と冒険アクションを描く。 

 

配架番号 ZDV14 

チャップリン・コレクションVol.2 独裁者  白黒１２６分  英語音声・日本語字幕 

監督・出演：チャールス・チャップリン ユダヤ人街の床屋だった主人公(チャップリン)は、ユダヤ人排斥へ抵抗した咎で捕らわ

れの身になる。ところがなぜか彼はヒンケル総統の替え玉を演じさせられることとなる…。1940年作品 

 

配架番号 ZDV14 

New ナチスの犬   カラー１１８分  オランダ語音声・日本語字幕 

2012年製作。ポーランドにオスカー・シンドラー、リトアニアに杉原千畝、そしてオランダにはズスキントがいた。ナチス占領下

のアムステルダム。1000人のユダヤ人同胞を救うため、命を賭した男の知られざる戦争秘話。 

 

配架番号 ZDV14 

New 夏時間     カラー１０４分  韓国語音声・日本語字幕 

2019年製作。10代の少女オクジュと弟ドンジュは、父親が事業に失敗したため、大きな庭のある祖父の家に引っ越して来る。しか

し、そこに母親の姿はなかった。弟はすぐに新しい環境に馴染むが、オクジュはどこか居心地の悪さを感じる。さらに離婚寸前の

叔母までやって来て、ひとつ屋根の下で3世代が暮らすことに。 

 

配架番号 ZDV14 

ハムレット  白黒１５３分  英語音声・日本語字幕 

1948年作品。監督：ローレンス・オリヴィエ、出演：ローレンス・オリヴィエ、ジーン・シモンズ。シェイクスピアの悲劇「ハム

レット」を名優ローレンス・オリヴィエが製作・監督・脚本・主演を兼ねて映画化。デンマーク王が急死し、王の弟クローディア

スが前王の妃と結婚し王座に就いた。前王の息子ハムレットは、父の死がクローディアスによる毒殺だったことを知らされる。ア

カデミー賞の作品賞、主演男優賞など5部門を受賞 

 

配架番号 ZDV14 

マダム・イン・ニューヨーク  カラー１３４分  ヒンディー語・英語音声・日本語字幕 

英語が苦手なインド人主婦が、ニューヨークの英会話学校に通い、仲間たちと共に、コンプレックスを克服して誇りと自信を取り

戻していくインド製ドラマ。 

 

配架番号 ZDV14 

マルタの鷹  白黒１００分   英語音声・日本語字幕 

相棒を殺害された私立探偵が犯人の行方を追いつつ、「マルタの鷹」と呼ばれる莫大な価値を秘めた彫像の争奪戦に

巻き込まれていく。ダシール・ハメットの原作小説の映画化で、ジョン・ヒューストンの初監督作品。第 14 回アカ

デミー賞作品賞受賞。 
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配架番号 ZDV14 

ミツバチのささやき   カラー９９分  スペイン語音声・日本語字幕 

スペインの内戦がフランコの勝利に終結した直後の、１９４０年の中部カスティーリャ高地の小さな村を舞台に、一人の少女の 

現実と空想の世界が交錯した体験を描く作品。「フランケンシュタイン」の映画を観たアナは、怪物を探しに村はずれの一軒家 

へ行く。 

 

 

配架番号 ZDV14 

モスクワは涙を信じない  カラー１４９分   ロシア語音声・日本語字幕(on・off) 

1979年作品。題名は「泣いたところで誰も助けてはくれないものだ」というロシアの格言から。大都市モスクワで暮らすカチェリ

ーナは工場で働きながら、学位の取得をめざし勉学に励んでいた。ある日、参加したパーティでカチェリーナはテレビカメラマン

のルドルフと出逢い恋に落ちる。しかし、彼女がただの工場労働者と知ったルドルフは妊娠した彼女を捨ててしまう。困難にぶつ

かりながらも自分らしく生きる女性をユーモラスに描き、世界で絶賛された作品。アカデミー賞外国語映画賞受賞 

 

配架番号 ZDV14 

レベッカ  白黒１３０分  英語音声・日本語字幕 

監督：アルフレッド・ヒッチコック 出演：ローレンス・オリヴィエ、ジョーン・フォンテイン 貧しい主人公は、英国紳士マキシ

ムに後妻として迎えられ、マンダレイ屋敷に住むこととなる、しかしそこは、謎の死をとげた前妻レベッカの気配に満ちていた。

アカデミー賞２部門（作品賞、撮影賞）を受賞したサスペンス映画。1940年作品 

 

 

配架番号 ZDV14 

ローマの休日  白黒１１８分  英語音声・日本語字幕 

1953年製作 ウィリアム・ワイラー監督。ローマに滞在中のアン王女は公務にあきて、ローマの街にさまよい出ます。純粋で上品、

奔放でもある王女をオードリー・ヘプバーンが演じます。 

 

配架番号 ZDV14 

若草物語  カラー１２２分  英語音声・日本語字幕 

1949年製作。アメリカ北東部の小さな町に住む４姉妹それぞれの経験と、個性豊かな４人がそれぞれ成長していく姿をていねいに

描きます。マーヴィン・ルロイ監督。アカデミー賞３部門を受賞 

 

配架番号 ZDV14 

わが谷は緑なりき  白黒１１８分  英語音声・日本語字幕 

1941年製作 ジョン・フォード監督。少年時代を回想しながら、ウェールズ南部の炭鉱で栄えていた暮らしに住む人々の生活、石

炭産業の栄枯盛衰を描きます。アカデミー賞５部門を受賞 

 

配架番号 ZDV14 

笑う故郷  白黒１１７分  スペイン語音声・日本語字幕 

主演のオスカル・マルティネスが、２０１６年・第７３回ベネチア国際映画祭で最優秀男優賞を受賞したコメディドラマ。スペイ

ン在住のアルゼンチン人が故郷のアルゼンチン・サラスから名誉市民の称号を与えられ、２度と戻らないと思っていた故郷へ戻る

ことを決めたことから、思わぬ展開に巻き込まれていく様子を、ユーモアとウィットを交えて描かれている。 
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― 日本映画 ― 

 

配架番号 ZDV24 

アンダンテ ～稲の旋律～  カラー１０７分  日本語音声、聴覚障害者用字幕(on,off) 

主人公・千華は、幼いころから親の希望で音楽の勉強をしていたが、きびしい競争の中で次第に自信を失い、登校拒否の末に引き

こもり生活をするようになってしまった。ふとしたことから彼女は水田を耕している晋平と出会い、千葉県の農村での生活により

次第に自分の心をとりもどしていく。 

 

配架番号 ZDV24 

New 映画 深夜食堂      カラー１１９分  日本語音声・日本語字幕(on,off) 
 

2015年製作。新宿・花園界隈の路地裏にある小さな飯屋、深夜0時から朝の7時ごろまでしか営業しないことから、のれんには単に

「めしや」と書かれているにもかかわらず常連客から「深夜食堂」と呼ばれている。メニューは豚汁定食、ビール、酒、焼酎（酒

類には量に制限あり）しかないが、マスターが作れるものならば、言えば何でも作ってくれる。この店を舞台に、マスターと客た

ちとの交流を描く。 

 

配架番号 ZDV24 

おくりびと  カラー１３１分  日本語音声・ガイド用日本語字幕(on,off) 

2008年製作 監督：滝田洋二郎 日本アカデミー賞の最優秀作品賞を受賞。故郷に戻り納棺師の職についた大悟（本木雅弘）は、

戸惑いつつも次第にその仕事に意義を見出していく。 

 

配架番号 ZDV24 

加奈子のこと カラー33 分 日本語音声のみ 
 

３年の介護の末に妻を亡くした 77 歳の男性が主人公。独居の孤独に苦しみながらも、妻の妹の言葉を通し亡くなっ

ても自分の中に生きる妻の姿を感じとる。 

 

配架番号 ZDV24 

カリーナの林檎 ～チェルノブイリの森～  カラー１０９分  ロシア語・日本語字幕 

監督・脚本：今関あきよし ベラルーシに暮らす少女カリーナは、母が入院し父はロシアへ出稼ぎに行ったので親戚の家に預けら

れた。ところが母の病状が悪化し、祖母も病気になり、とうとう自分も病に倒れてしまう。映画監督の今関あきよしが2003年に、

いまだチェルノブイリ原発事故の爪痕が残るベラルーシでロケを行い、2011年にも新たな追加撮影を行って完成させました。 

 

配架番号 ZDV24 

聲の形  カラー３０分  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

将也のクラスに転校してきた硝子は聴覚障がい者だが、筆談ノートで皆に積極的に語りかける。当初クラスメートたちは硝子を好

意的に受け入れていたが、彼女が原因で授業がストップしたり、筆談ノートをわずらわしく感じたりして、徐々にストレスが高ま

っていく。原作：大今良時。2015年作品 

 

配架番号 ZDV24 

三度目の殺人  カラー１２４分   日本語音声or日本語音声ガイド(on・off)・日本語字幕(on・off) 

監督・脚本・編集:是枝裕和 出演:福山雅治、役所広司、広瀬すず。殺人の前科がある三隅（役所広司）は、解雇された工場の社長

を殺した容疑で起訴された。三隅はすでに犯行を自供している。しかし弁護を担当することになった重盛（福山雅治）は、調査を

進めていくうち「何かおかしい」という違和感がふくらんでいく。2017年作品 
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配架番号 ZDV24 

人生、いろどり  カラー１１２分  日本語音声のみ 

四国の山奥にあるその町は、高齢化が進んだ典型的な過疎地でした。しかしある時「奇跡」が起きました。ひとりの農協職員が山

で採れる葉っぱを販売することを提案。工夫を重ね、ついに年商は２億円に。町はうるおいを取り戻し、人口増加を記録するまで

の変貌をとげました。 

 

配架番号 ZDV24 

New スパイの妻   カラー１１５分  日本語音声のみ 
 

2020年製作。太平洋戦争開戦を控えた1940年、福原聡子は、神戸で貿易会社を営む夫・優作と何不自由なく幸せに暮らしていた。

あるとき文雄を伴って満州に出かけ、予定よりも遅く帰国した優作の様子を、聡子はいぶかしみ、疑いを抱き始める。 

 

配架番号 ZDV24 

そして父になる  カラー１２１分   日本語音声・日本語字幕(on・off) 

監督・脚本・編集:是枝裕和 出演:福山雅治、尾野真千子、樹木希林。学歴、仕事、家庭…これらすべてをみずからの能力で手に入

れ、人生の勝ち組であることを信じて疑わなかったエリート建築家の主人公。ところがある日、病院からの連絡で、6年間育ててき

た息子は院内で取り違えられた他人の夫婦の子供だったと知らされる。2013年作品 

 

配架番号 ZDV24 

旅立ちの島唄～十五の春～  カラー114 分 日本語音声のみ 
 

沖縄の離島を舞台に島を出る娘と家族の絆を描いた映画。脇役に大竹しのぶ、小林薫と名優を揃える。 

第 7 回アジア太平洋スクリーン・アワード児童映画部門にノミネート。 

 

配架番号 ZDV24 

父と暮らせば  カラー９９分  日本語音声のみ 

原爆が投下されてから3年後の広島。図書館に勤める美津江は、愛する者たちを一瞬の閃光で失い、自分が生き残ったことへの負い

目に苦しんでいる。かたくなに恋心を否定し、躊躇する美津江のもとに、父・竹造の幽霊があらわれる。監督：黒木和雄 主演：宮

沢りえ。2004年作品 

 

配架番号 ZDV24   

爆心長崎の空  カラー９８分  日本語音声のみ 

芥川賞作家・青来有一の連作短編集「爆心」を映画化。母を亡くした子と、子を亡くした母がめぐり合い、悲しみを共有しながら 

生きていく事に希望を見出していく姿を描く。 

 

配架番号 ZDV24 
 

マチネの終わりに  カラー１２４分 バリアフリー日本語字幕 
 

芥川賞作家・の同名ベストセラー小説を映画化。東京、パリ、ニューヨークを舞台にクラシックギタリストの男性

とジャーナリストの女性の恋愛模様を描く。 

 

配架番号 ZDV24 

盲導犬クイールの一生  カラー２５分  日本語音声のみ 

2003年製作。文部科学省選定。監修：財団法人関西盲導犬協会。1986年、東京・杉並の家に子犬が生まれる。一匹の盲導犬の、生

まれたときから最後までの一生を描いた感動作 
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配架番号 ZDV24 

ゆずり葉の頃  カラー１０２分  日本語音声のみ 

思い出の絵を探す旅をする主人公を通して、彼女の人生と戦後の貧しい状況の中で胸にしまった思いをつづる。画家の宮謙一郎の

新聞の切り抜きを市子の息子の進が発見。市子は軽井沢で展覧会が開催されている美術館を訪れ、目当ての絵について職員に聞い

て見るが、展示されているか分からないと言われてしまう。中みね子監督 

 

配架番号 ZDV24 

横道世之介 カラー１６０分 日本語音声のみ 
 

80年代の日本を舞台に長崎から上京した青年の青春を描く。原作は「悪人」「パレード」等の作者・吉田修一 
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― 芸術 ― 

 

配架番号 ZDV41 

古九谷の謎 加賀温泉郷  カラー２３分  日本語音声のみ 

石川県加賀市が全国に誇る伝統工芸「九谷焼」。中でもそのルーツである「古九谷」は、独特のエネルギーを放つ比類なきアート

作品です。しかしこの「古九谷」をめぐっては、その産地がどこか、今も学術論争が続いています。古美術鑑定家の中島誠之助さ

んがナビゲーターとして加賀の地を訪れ、古九谷出生の謎にせまります。 

 

 

― ドキュメンタリー ― 

 

配架番号 ZDV61 

BBCアフリカ Vol.1  カラー９７分  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off)・英語字幕(on,off) 

エピソード１：カラハリ 賢いミーアキャット、それを出し抜くクロオウチュウなどの姿 

エピソード２：サバンナ １年の中で大きく変化するサバンナの気候とそこで暮らす生き物たち 

 

配架番号 ZDV61 

BBCアフリカ Vol.2  カラー９６分  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off)・英語字幕(on,off) 

エピソード３：コンゴ アフリカで最も生き物が密集しているコンゴの森の中を描く。 

エピソード４：ケープ 寒流と暖流がぶつかり合うアフリカ南端沖でのイルカ、ペンギンなど 

 

配架番号 ZDV61 

BBCアフリカ Vol.3  カラー９７分  日本語音声or英語音声・日本語字幕(on,off)・英語字幕(on,off) 

エピソード５：サハラ 砂漠という苛酷な環境に適応したハダカデバネズミ、フンコロガシなど 

エピソード６：アフリカの未来 絶滅危惧種の保護、人口増加のひずみ、地球温暖化の影響について 

 

配架番号 ZDV61 

POLAR BEAR ホッキョクグマ カラー５２分  日本語音声のみ 

極北の地で生態系の頂点に位置するホッキョクグマ。スバールバル諸島周辺で何も恐れることのなかった彼らの前に今、地球温暖

化という大きな問題が立ちはだかっている。氷が張らなくなってきたことにより、冬が近づいてきてもアザラシが取れなくなって

しまったのだ。変化する環境の中で生き延びようとするホッキョクグマの姿を追う。2012年作品 

 

配架番号 ZDV62 

ウォーナーの謎のリスト  カラー（一部白黒）１１６分 英語音声・日本語・英語字幕 

第二次世界大戦中に日本の文化財を守るため、日本において空襲すべきではない 115 か所のリスト、 

「ウォーナーリスト」を作成した米国人美術家・ラングドン・ウォーナーを中心に、イエール大学の教授であった朝河貫一等、

文化財を保護し太平洋戦争を回避するために奔走したリスト作成の背景の人物たちに焦点を当てたドキュメンタリー映画。 

 

配架番号 ZDV62 

Ｎｅｗ 家族の軌跡 3.11の記憶から  カラー ９０分  日本語音声のみ 

写真家である監督が、宮城県東松島市の仮設住宅へ通いながら映像でも記録をし、地元に帰っては開く取材報告会で上映していた、完成すること

のない映画。そこには、マスメディアや行政が区切ろうとも終わることのない「震災後」を生きる人々の軌跡が見える。 
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配架番号 ZDV62 

「絆」は永遠に 平成23年 防衛省記録ビデオ カラー１９分  日本語音声のみ 

1.東日本大震災への対応 2.日米安保体制の強化 諸外国との対話・協力の推進 3.国際社会での取り組み 4.その他のトピックス 

1945年の原爆による広島の廃墟。その映像は日本人カメラマンの手で後世に伝えられました。ハイビジョン映像としてよみがえっ

た原爆映像に、現在の映像とインタビューを交え、立体的に広島の記憶をたどります。 

配架番号 ZDV62 

佐倉の山車人形 －江戸の名工たちの技－  カラー３７分  日本語音声のみ 

制作：佐倉山車人形保存会（千葉県佐倉市） 平成23年度文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 

 

配架番号 ZDV62 

疎開した40万冊の図書  カラー１０２分  日本語音声のみ 

2013年製作。監督：金髙謙二。1944年から45年にかけて、日比谷図書館の蔵書40万冊が戦禍を逃れるため疎開をした。イラクの戦

争で図書館を守った人、東日本大震災後に市民の心を支えている移動図書館なども紹介する。 

 

配架番号 ZDV62 

New ハニーランド 永遠の谷   カラー８６分 トルコ語（他）音声・日本語字幕 
 

アカデミー賞において初のドキュメンタリー映画賞・国際映画賞に同時ノミネート、全米映画批評家協会賞最優秀ノンフィクショ

ン賞等も受賞。北マケドニアの電気も水道もない谷で全盲の母と暮らすヨーロッパ最後の自然養蜂家の女性の生活を３年以上に亘

って取材している。 
 

配架番号 ZDV62 

Ｎｅｗ 100人の子どもたちが列車を待っている  カラー５８分  スペイン語音声・日本語字幕 
 

チリの首都サンチャゴで暮らす映画を見たこともない貧しい子供たちが、映画づくりを学習していく過程をドキュメントした作品。

子供たちは女性教師アリシアから＜遊びましょう＞と、紙や木で簡単なアニメ装置を作り、映画のプランニング、遠近法、カメラ

の動きまでを体験する。 
 

配架番号 ZDV62 

広島原爆 魂の撮影メモ  カラー（一部白黒）２９分  日本語音声のみ  

幻の原爆映画と呼ばれる「広島・長崎における原子爆弾の影響」の生物班撮影に携わったカメラマン・鈴木喜代治の残した撮影

メモから当時の広島における惨状と平和の尊さを伝える記録映画。 

 

配架番号 ZDV62 

ヒロシマの記憶/幻の原爆フィルムで歩く広島  部分カラー３５分  日本語音声のみ 

1945年の原爆による広島の廃墟。その映像は日本人カメラマンの手で後世に伝えられました。ハイビジョン映像としてよみがえっ

た原爆映像に、現在の映像とインタビューを交え、立体的に広島の記憶をたどります。 

 

配架番号 ZDV62 

民族の祭典  白黒１１０分  ドイツ語音声・日本語字幕 

1936年ベルリン・オリンピックの記録映画。監督:レニ・リーフェンシュタール。アテネで点火された聖火はバルカン半島をリレー

で運ばれ、数万の観客がどよめくスタジアムへ。ダイナミックな映像表現を駆使し、すべてを一瞬にかける若者たちが織りなす競

技の栄光と名誉が描かれている。特典映像「淀川長治『民族の祭典』を語る」付。1938年作品 
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― 教養 ― 

 

配架番号 ZDV64 

アンネ・フランクを忘れない  カラー１１７分   英語音声・日本語字幕 

「アンネの日記」を残し15歳でこの世を去った少女、アンネ・フランクの生涯を紹介したドキュメンタリー。監督のジョン・ブレ

アは彼女の生前を知る知人や友人、親族らを世界中にたずね、インタビューした。1995年作品 

 

配架番号 ZDV64   

一献の系譜    カラー１１４分  日本語音声・英語・フランス語・スペイン語字幕 

2015年製作、監督：石井かほり 日本酒の造り手である杜氏たちの生き様を見つめたドキュメンタリー。石川県能登半島の酒蔵の

世界に迫る。 音楽：谷川賢作、ナレーション：篠原ともえ 

 

配架番号 ZDV64 

いわさきちひろ ～27歳の旅立ち～  カラー９６分  日本語音声のみ 

絵本画家いわさきちひろの知られざる人生を貴重な証言で綴るドキュメンタリー映画。夫と死別し、戦災では家が焼け何もかも喪

失します。大恋愛の末の再婚、失業中の夫を支えての過酷な日々、病気、絵筆に込めた平和への想いなど。2012年作品 

 

配架番号 ZDV64 

ドキュメンタリー映画 小三治  カラー１０４分 日本語音声のみ 

落語会の第一線で活躍し続ける噺家・柳家小三治の活動を3年に亘って密着したドキュメンタリー映画。 

楽屋裏やプライベートの様子にも密着し、桂米朝、入船亭扇橋、立川志の輔などがそれぞれの観点で小三治を語る映像も収録。 

 

配架番号 ZDV64 

≒草間彌生 わたし大好き  カラー１０２分   日本語音声のみ 

世界の美術界を止むことなく疾走する草間彌生を、1年半のあいだ追い続けたドキュメンタリー。今まで観れなかった草間彌生の創

作活動や日常を紹介し、新宿区名誉区民でもある世界的アーティストの実像に迫ります。特典映像35分付。2008年作品 

 

配架番号 ZDV64 

20世紀に輝いた世界の女性たち〈第12巻〉オードリー・ヘップバーン 

カラー５０分  英語音声・日本語or英語字幕(on,off) 

イギリスBBC放送のドキュメンタリーシリーズ。世界で活躍し、成功を遂げた偉大な女性たちに焦点を当てている。オードリー・ヘ

ップバーンは、ハリウッドの理想の女性像を変えた「ローマの休日」や「ティファニーで朝食を」といった名作に主演した映画ス

ターとしての活躍のみならず、慈善活動にも熱心に取り組み、ユニセフ親善大使として世界の貧困諸国におもむいた。 

 

配架番号 ZDV68 

小さな世界はワンダーランド vol.1   カラー９８分    英語音声or日本語音声・日本語字幕(on・off) 

BBC earthが作成した、驚異と感動に満ちた生き物たちのドラマ。東アフリカのサバンナに生息するハネジネズミと、アメリカの砂

漠のバッタネズミを描く「ミニミニ大作戦」、北アメリカのシマリスとボルネオのツパイが登場する「秘密の森」という2つのエピ

ソードを収録。特典映像21分付 
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配架番号 ZDV68 

小さな世界はワンダーランド vol.2  カラー５０分   英語音声or日本語音声・日本語字幕(on・off) 

BBC earthが作成した、驚異と感動に満ちた生き物たちのドラマ。「エピソード3 コンクリート・ジャングル」を収録。リオ・デ・

ジャネイロの街に棲むマーモット、ネオン輝く東京のカブトムシ。大都会の片隅でくりひろげられている彼らの生活をリアルに描

く。特典映像22分付 

 

配架番号 ZDV73 

緊急リポート美容医療 キレイノリスク カラー２２分  日本語音声のみ 

制作：岩波映像株式 企画：東京都消費生活総合センター 監修：シンフォニア法律事務所 中野和子 販売元:東京都消費生活総

合センター 2012年  

オープニング／レーザー脱毛／二重まぶた手術／男性の身体的な悩み／美容医療を受ける前に 

 

配架番号 ZDV73 

ココロノスキマ  カラー２０分  日本語音声のみ 

その扉は“ココロノスキマ”への入り口。サイバー犯罪の魔の手は、それを狙っています。ナビゲーター：南明奈  

企画：財団法人 警察協会 監修：警察庁 

 

配架番号 ZDV73 

洗濯の心得－洗濯とクリーニングの基本 カラー２３分  日本語音声のみ 

制作：株式会社文化工房 企画・製: 東京都消費生活総合センター 監修：実践女子大学生活科学部 教授 牛腸ヒロミ 販売元:

東京都消費生活総合センター 2014年 

本ＤＶＤでは、高校演劇部衣装係のスターである星先輩が、後輩部員白井さんと黒須さんに、さまざまな素材の衣装の洗濯を任せ

ますが、洗濯に不慣れな二人は、思わぬ失敗をしてしまいます。星先輩は、失敗した洗濯例について、その理由と適切な洗濯方法

をセットにして教え、洗濯の基礎知識から上級編までの極意を伝授します。二人の後輩部員の成長ぶりに、乞うご期待！ 

 

配架番号 ZDV73 

ちょっと待った！その契約－賃貸住宅の契約トラブルを防ぐために カラー２２分 日本語音声・日本語字幕(on,off) 

制作：株式会社日テレアックスオ 企画：東京都消費生活総合センター 販売：東京都消費生活総合センター 2014年 

社員寮を出ようと、ネットで部屋を探したハジメ。不動産屋を訪れ契約書にサインしようとすると、こわもての主人（樫増巌）か

ら「ちょっと待った！の怒鳴り声が・・・。一見こわそうなこの父親、実は人情家。住民が賃貸住宅トラブルに巻き込まれないた

めに心を砕いていた。看板娘の優子からも、契約トラブルを回避するテクニックを学びます。 

 

配架番号 ZDV73 

ヒヤリハットリくん只今参上！！－～高齢者の身の回りの危険を防ぐでござる～ カラー２３分  日本語音声 

・日本語字幕(on,off) 
 

制作：株式会社文化工房 企画：東京都消費生活総合センター 監修：地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 高橋龍太

郎 販売元:東京都消費生活総合センター 2012年 

高齢になると、ちょっとした不注意が大きなケガにつながることもあります。身の回りの「ヒヤリ・ハット」あなたは大丈夫？ 
 

配架番号 ZDV73 

若者たちを狙う 悪質商法－ＳＮＳを悪用した出会いにご用心 カラー２４分 日本語字幕(on,off) 

制作：株式会社日テレアックスオ企画・製：東京都消費生活総合センター 販売：東京都消費生活総合センター 2013年 
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第１章：オープニング／第２章：アポイントメントセールス、デート商法、架空請求／第３章：マルチまがい商法／第４章：悪質

商法にご用心 

 

配架番号  ZDV73 

私は、だまされない！？－～悪質商法の被害を防ぐ鉄則集～ カラー２４分  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

制作：岩波映像株式会社 企画：東京都消費生活総合センター 販売：東京都消費生活総合センター 2014年 

高齢者は、「お金」「健康」「孤独」などに不安を持っていると言われています。このＤＶＤでは、そうした不安な心理を巧みに

狙う悪質商法の事例を、再現ドラマでわかりやすく示すとともに、被害を防ぐための”鉄則”を、ナビゲーターの石丸謙二郎がお

伝えします。 

 

配架番号 ZDV75 

森に生きる -森の名手・名人- カラー３２分  日本語音声のみ 

監修：林野庁 企画：社団法人 国土緑化推進機構 制作：株式会社CNインターボイス 2007年2月 

 

― 学習 ― 

 

配架番号 ZDV88  

Ｎｅｗ  いのちをいただく    カラー２０分 （小） 日本語音声・日本語字幕・英語字幕（選択可能） 

精肉工場で働く坂本さんにある日、一頭の牛が持ち込まれました。その牛には一人の女の子が同行していました。

家族のために手放すことになった牛に別れを告げる姿を見て、自分の仕事が本当に続けていいことなのか、わから

なくなってしまいます。そんな迷いを抱えたまま、その日を迎えた坂本さんは・・・。 絵本で大反響を呼んだ作品

に、魚戸おさむ氏が絵をつけた紙芝居をDVD化した作品。 
 

配架番号 ZDV88 

New 海の生物のかくれんぼ  カラー５０分（幼・小） 日本語音声のみ 

海の中で密かに隠れる生物たち。擬態で周囲の海草やさんごに溶け込む魚。貝の隙間に隠れるエビ。他の生物のふりをして形を

変えるコウイカ。サンゴに溶け込むカニなど海中のかくれんぼの名人大集合。 

 

配架番号 ZDV88 

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！ カラー１０分  日本語音声のみ 

企画・作：公益財団法人日本防炎協会 販売：公益財団法人日本防炎協会 2014年 

台所での火災発生を取り上げ、子供たちに「防炎品」の存在とその効果について知ってもらうことで、住宅火災から命を守る大切

さを教えています。 

 

配架番号 ZDV88 

元気に行進！レッツゴーパレード  カラー４５分  日本語音声のみ 

楽しい音楽に合わせて旗を振ったり ダンスをしながら元気に行進してみよう。ポーズ＆コール1.2.3 ウォーキングダンス1.2.3 

など 一般財団法人 日本視聴覚教育協会 

 

配架番号 ZDV88 

子どもどうぶつ劇場 １～日本の鳥・獣・虫・魚たち～  カラー３０分  日本語音声のみ 

大人と子どもとの対話形式をとったナレーション。日本列島にすむ生きものたちが登場します。「夜の狩人 フクロウ～マイホーム

は大木の洞」「あつまれ！ カエル唄合戦 ～モリアオガエル 白い泡がゆりかご」の２話を収録 
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配架番号 ZDV88 

子どもどうぶつ劇場 2 ～トンボ・チョウ・エゾシマリス～  カラー３０分  日本語音声のみ 

大人と子どもとの対話形式をとったナレーション。日本列島にすむ生きものたちが登場します。「トンボ・チョウ舞う里山探検 ～

生きものたちを探そう～」「大雪山 エゾシマリスの短い夏 ～ほお袋いっぱい冬支度～」の２話を収録 

 

配架番号 ZDV88 

子どもどうぶつ劇場 3 ～ニホンザル・オカガニ・ウミガメ～  カラー３０分  日本語音声のみ 

大人と子どもとの対話形式をとったナレーション。日本列島にすむ生きものたちが登場します。「グルメなニホンザル!? ～イモ洗

いから生魚まで～」「オカガニ・ウミガメ赤ちゃん誕生 ～生命はぐくむ海辺～」の２話を収録 
 

配架番号 ZDV88 

   

こんなとき、どうする？～子どもたちを危険から守るには～  カラー４２分 日本語音声のみ 
 

普段の行動の中に潜む危険を小学生２名と実践・検証するＤＶＤ。児童が被害に遭わない環境づくりを目的として活動している防

犯団体が監修。 

 

配架番号 ZDV88   
 

ジャズルス 歌とVAKでたのしく英語   カラー６８分    英語音声・日本語字幕(on,off) 
 

「見て、笑って、聴いて、歌って」全部楽しく覚えちゃう、英語マスターの近道。単語も文法も構文も歌いながら自然に身につけ

るABCソング集。 

 

配架番号 ZDV88   

New 大集合！働くすごい車たち！  カラー５０分 （幼・小）日本語音声のみ 

自衛隊の戦車、装甲戦闘車、ヘリコプター、パトカー、飛行機、ロケット、救急車、消防車と特殊な車両、乗り物

総登場!東京消防出初式の消火・救助・救急演技、消防機械部隊分列行進、江戸消防記念会による伝統の木遣り行進・

はしごのり,などいろいろな消防車両の映像を収録。 

 

配架番号 ZDV88 

チアロビクス  カラー５８分  日本語音声のみ 

チアリーディングとエアロビクスを組み合わせた「チアロビクス」を紹介しています。ストレッチ チアロをおぼえよう かっこ

いいチアロにチャレンジ！ スタンツにチャレンジ！ チアロでみんなに元気をあげよう！ 

 

配架番号 ZDV88 

New 乗りものいろいろ大集合  カラー５０分 （幼・小）日本語音声のみ 
 

海や川で活躍するさまざまな船。大空を翔るヘリコプターや飛行機。夢を乗せて宇宙に飛び立つロケット。子ども

たちの憧れの乗り物が100種類以上大集合。さらには、無数のバイクが疾走するベトナムの不思議な映像、ヨーロッ

パの街を走る路面電車、南の海を優雅に進むヨット、ショベルカーや空港での荷物運搬車の仕事ぶりなどを紹介。 
 

配架番号 ZDV88 

New へんな生物の海中かくれんぼ  カラー５０分（幼・小）日本語音声のみ 
 

海中のへんな形の生き物たち。どうしてこんな色と形でこんなところに生きているのか。その秘密を探るため、南の海を探検。さ

んごに隠れるだけでなく、何の変哲もない砂地に溶け込み身を潜める生き物たちは、どうして厳しい自然の海で生き残れたのか?

生き物たちの姿と色をよく見れば、その秘密がわかるはず。さあ、海のかくれんぼ名人を見つけよう! 
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配架番号 ZDV88 

ボディスラップ おもしろリズムをつくろう！  カラー４０分  日本語音声のみ 

体をほぐそう リズムで遊ぼう リズムを作ろう 集まれ！パフォーマー いすに座って練習 制作：全国視聴覚教育連盟 

 

 

 

― その他 ― 

 

配架番号 ZDV91 

高齢期は食べ盛り－～正しい知識で老化を防ぐ～ カラー３６分  日本語音声のみ 

制作：放送映画製作所 企画：キユーピー株式会社 監修：熊谷修 2013年 

あなたは大丈夫？高齢期の栄養失調／今日からやろう！食生活の改善／活動的な毎日で食べ盛り！ 

 

配架番号 ZDV91 

女子サッカー部員と男子マネージャーが考えた食事戦略 カラー２４分 日本語音声のみ 

制作：東京都消費生活総合センター 企画：東京都消費生活総合センター 監修：麻見直美 2011年 

プロローグ／バランス－五大栄養素とは－／タイミング－何を・いつ？／レコード－食事の記録をつけよう－／エピローグ 

 

配架番号 ZDV91 

Ｎｅｗ 信田さよ子講演会 問題を抱えた家族への援助と支援の実際  カラー６１分 日本語音声のみ 
 

家族の問題は多岐に渡り、乗り越えなければならない様々な困難がある。アルコール依存症、ギャンブル依存、アダルトチルドレ

ン、共依存…演者は、臨床の第一線でそうした家族の問題と向き合ってきた縁者の経験に裏打ちされた語りを通し、困難な家族問

題の解決を考える。 

 

配架番号 ZDV91 

ヒヤリ・ハットから子供まもり隊 –大事故につながる身近な危険-   カラー１８分 日本語音声・日本語字幕(on,off) 

ライターでの火遊びによる火災など、子供の身の回りの事故が後を絶ちません。1.ライター編 2.自転車編 3.ぶつける・はさむ

編 4.転落編 5.その他編 2010年度制作 

 

配架番号 ZDV91 

見えない悪意  カラー３６分  日本語音声のみ 

サイバー犯罪は、だれでも巻き込まれる可能性があります。この作品から対処法を学んでください。予備校に勤める香織（安田美

沙子）は、ホームページの管理者。セキュリティには注意していたつもりだったが、知らぬ間にウイルスに感染してしまう。企画：

財団法人 警察協会 監修：警察庁 2010年度 情報セキュリティ対策DVD 

 

配架番号 ZDV94 

明日のためのクレジット活用法－賢い大人のカード利用術 カラー２４分  日本語音声・日本語字幕(on,off) 

制作：共同テレビジョン 企画：東京都消費生活総合センター 監修：岩田昭男 2011年 

クレジットカードの仕組み／リボ払いって何？／危ないクレジットカードの現金化／クレジットカードの管理・注意点 

 

 

 

 



29 

 

配架番号 ZDV94 

検察審査員  カラー７３分  日本語音声・日本語字幕(on,off)・音声ガイド(on,off) 

検察審査会における事件の審査がどのように行われるのかを中心に、検察審査員・補充員の選定の流れなど、検察審議会制度の全

般についてドラマ形式で分かりやすく紹介。2011年制作。制作：東京第一検察審査会事務局。音声ガイド・字幕付き 

 

配架番号 ZDV94 

持続可能な社会を目指して 環境NGO・NPOを支える地球環境基金  カラー１９分  日本語音声のみ 

地球環境基金の助成を受けて 地球環境基金の目的と役割 助成事業のご紹介 振興事業のご紹介 地球環境基金の仕組み・ご寄

附 独立行政法人 環境再生保全機構 

 

配架番号 ZDV94 

マララ ―教育を求めて闘う少女―  カラー３０分  英語音声・英語字幕(on,off)・日本語字幕(on,off) 

パキスタンで女子への教育の必要を訴えていた少女マララは、2012年10月にタリバンから銃撃された。治療のため英国に緊急搬送

された彼女は奇跡的に回復し、現在は英国で女子教育のための活動を行っている。マララが挑戦していることは、世界中の一人ひ

とりの問題である。 

 

配架番号 ZDV94 

Ｎｅｗ リカバリー 障害者自立を支える社会的潮流  カラー ２８分 日本語音声のみ 
 

障害によって、一度失ってしまった希望や夢、そして人間としての誇り。これらを取り戻し、さらによりよい社会

生活をおくるために、何が必要なのか。アメリカで行われているリカバリーの先進モデルとしての活動を取材し、

一つの作品にまとめた精神障害者日米交流事業の日本側代表である宇田川健（コンボ共同代表）によるレポート。 

 
 


