
　　DVD等教材目録 令和4年4月更新

番号 種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

　

　 　

 ◆９１０　日本の劇映画

1 DVD 一般 紅い襷～富岡製糸場物語～ カラー ワイド 100 1 令2 パル企画

明治６年､長野県松代区長の娘である横田英は､富岡製糸場で働き始
める｡前年に建てられた世界最大規模の製糸工場で英を待っていたの
は､レンガ造りの美しい建物や最新の機械､西洋式の労働環境だった｡
全国から集まった女性たちと共に､英は紅い襷を掛けている一等工女を
目指す｡ある日､ウィーンから彼女たちを驚かせる知らせが舞い込む｡

2 DVD 一般 海女のリャンさん　 (２００４年) カラー スタンダード 90 1 平20 桜映画社
歴史の波に翻弄されながらも､海女として７人の子供を育て､家族の絆
を守り続けた在日一世の女性の姿を捉えた長篇ドキュメンタリー｡

3 DVD 一般 生きろ～戦場に残した伝言～（終戦特別企画報道ドラマ ） カラー ワイド 109 1 平28 TBS

日本軍の敗色が濃厚だった１９４５年１月３１日に､内務省の官僚島田
は沖縄県知事の辞令を受け､家族を大阪に残し､ひとり沖縄に降り立っ
た｡知事就任と同時に､島田は大規模な疎開を促進､食料不足解消の
ために自ら台湾に飛び､大量の米を確保するなど多くの施策を断行｡米
軍が沖縄本島に上陸した後は､壕（自然洞窟）を移動しながら沖縄県内
の行政を指揮した｡

4 DVD 一般 おくりびと　 (２００８年) カラー ビスタ 131 2 平21 セディックインターナショナル

ひょんなことから納棺師の見習いとなった元チェリストの大悟は､妻の美
香には冠婚葬祭の仕事とごまかして働いていた｡日々とまどいながらも
様々な死と出会い成長していく大悟と､それを見守る美香｡遺体を棺に
納める“納棺師”という職業を通して､様々な死と向き合い人生をみつめ
るヒューマンドラマ｡

5 DVD 一般 おじいちゃん元気になってね！ カラー スタンダード 47 1 平21 共和教育株式会社

動物好きで心のやさしい正人（小４）｡学校へ行く途中には､いつも公園
を掃除をしている光枝おばあさんと頑固者で気難しい伸二郎じいさんが
います｡ある日､釣りに行った正人は傷ついた鳩をみつけ､偶然居合わ
せた伸二郎は､釣り人のせいだと決めつけ説教をしてるうち､倒れてし
まい救急車で運ばれてしまいます｡数日後､おじいちゃんが入院した事
を知った正人は､クラス自慢のブラスバンドで見舞いに行く事にしまし
た｡そこには寝たきりの光枝おばあちゃんも入院していたのです｡

6 DVD 一般 蟹工船　 (１９５３年) モノクロ スタンダード 109 1 平20 北星

蟹工船で働く労働者と､権力者たちの対立を描いた作品｡劣悪な環境
の蟹工船で､一日中労働を強いられ､地獄のような日々を過ごす労働
者たち｡そんなある日､脱走した労働者の一人・新庄がロシア船に助け
られたことにより､大きく運命を変えることとなり…｡

7 DVD 一般 紙屋悦子の青春　※官公庁以外貸出不可 カラー スタンダード 111 1 平26 パル企画

昭和2０年､東京大空襲で両親を亡くし､兄夫婦と暮らす悦子は縁談を
勧められる｡相手は密かに想いを寄せる明石少尉の親友､永与少尉｡
当日､緊張のあまりしどろもどろになりながらも､真摯な愛情を示す永与
に悦子は好感を抱く｡数日後､悦子は明石の特攻隊出撃が決まったこと
を知らされる｡

8 DVD 一般 くちづけ カラー ワイド 123 1 平30 東映ビデオ株式会社

知的障害を持つ娘のマコを､男手ひとつで育てる愛情いっぽんは､
かつては人気漫画家だったが休業し､すでに３０年がたっている｡
知的障害者のためのグループホーム「ひまわり荘」で住み込みで
働き始めたいっぽんと､そこで出会ったうーやんに心を開くようになった
マコ｡しかしそんなある日､いっぽんに病気が見つかる｡

9 DVD 一般 五億円のじんせい カラー ワイド 112 1 令2 アミューズソフト

幼い頃に､善意の募金の五億円により心臓手術に成功し､命を救われ
た１７歳の少年､高月望来｡健康に成長した望来は､五億円にふさわし
い自分であろうとして周囲からの期待を引き受け､マスコミに晒されると
いう､窮屈な青春を送っていた｡

10 DVD 一般 こどもしょくどう　※官公庁以外貸出不可 カラー ワイド 93 1 令2 パル企画

食堂を営む両親､妹と暮らしている､ユウト｡ユウトの幼なじみであるタカ
シは､母がほとんど家におらず､学校でもいじめを受けていた｡タカシを
案じるユウトの両親は､彼を食堂に招いては夕食を振る舞っていた｡あ
る日､ユウトとタカシは父親と車で生活を送るミチルとヒカルの姉妹と知
り合う｡ユウトは食堂に姉妹を連れていくが､その数日後に二人の父親
の行方がわからなくなってしまう｡

11 DVD 一般 サクラサク カラー ワイド 107 1 平27 東映

妻子を顧みず仕事に打ち込んできた会社員の俊介は､妻との仲も修復
が難しいほどに冷え切っていた｡次第に息子や娘との関係もぎくしゃくし､
一家は崩壊寸前に思えた｡そんな中､同居する父親が認知症になり､
俊介はそれまでバラバラだった家族を取り戻そうとある提案を
持ち掛け……｡

12 DVD 一般 信さん 炭坑町のセレナーデ　※官公庁以外貸出不可 カラー ワイド 108 1 令1 アミューズソフト

福岡県の炭坑町に小学生の守と共に帰って来た美智代は､ある日､悪
ガキたちに囲まれた息子を“信さん”と呼ばれる少年に助けてもらう｡親
を早くに亡くして､街では厄介者のように扱われている信さんは孤独だっ
たが､事件を機に優しく接してくれる美智代にだけは心を開くようになる｡

  ９０ 劇 映 画 ・ 文 学 
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13 DVD 一般 人生、いろどり  ※官公庁以外貸出不可 カラー スタンダード 114 1 平26 アミューズソフト

徳島県の山間部にある上勝町は人口の約半数が高齢者で､さらには
過疎化の一途をたどっていた｡そんなある日､農協職員が葉っぱや草を
料理のツマとして売ることを提案する｡周囲は冷ややかな目を注ぐが､
幼なじみの女性３人が葉っぱビジネスに参加することになり､やがて売
上高2億６,０００万円をたたき出すしっかりとした事業へと成長していく｡

14 DVD 一般 深夜食堂 カラー ワイド 119 1 平29 小学館

繁華街の路地裏でマスターが営む小さな食堂「めしや」に､誰かが骨つ
ぼを置き忘れていく｡さまざまな憶測が飛び交う中､新しいパトロンを探
している最中に隣り合わせになった年下の男に惹かれるたまこ､毎晩の
ように店に現れては常連客のあけみに会いたいと騒ぐ謙三､無銭飲食
したのが縁となって住み込みで働くことになったみちるなど､クセありワ
ケありの者たちがマスターの作る素朴な料理に舌鼓を打ちながら涙と
笑いに満ちたドラマを繰り広げていく｡

15 DVD 一般 ゼロからの風 カラー ワイド 111 1 平24 Ｔ＆Ｋ

16 DVD 一般 ゼロからの風 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー ワイド 111 1 平23 Ｔ＆Ｋ

17 DVD 一般 続・深夜食堂 カラー ワイド 108 1 令1 アミューズソフト

繁華街の路地裏にたたずみ､マスターの作る料理と居心地の良さに
惹かれて毎晩客が集まってくる食堂「めしや」｡ある日､常連たちが次々
と喪服姿で現れ故人について話をしていると､さらに範子が喪服姿で店
にやってくる｡ストレス発散のため喪服を着る趣味がある範子だったが､
実際に葬式をすることになり､そこで出会った男に心を奪われ…｡

18 DVD 一般 そして父になる カラー ワイド 125 1 平29 フジテレビジョン

申し分のない学歴や仕事､良き家庭を､自分の力で勝ち取ってきた良多｡
順風満帆な人生を歩んできたが､ある日､６年間大切に育ててきた息子
が病院内で他人の子どもと取り違えられていたことが判明する｡血縁か､
これまで過ごしてきた時間かという葛藤の中で､それぞれの家族が
苦悩し…｡

19 DVD 一般 たぬきのいる町 カラー スタンダード 52 1 平21 共和教育株式会社
山あいの美しい田舎町で､やきもの一筋に生きるがんこじいさんと､もの
を創造する喜びを知る子どもたち｡都会から遊びにきたとも子､わんぱく
少年五郎とつとむが､おじいちゃんと家族の心のすれ違いを救います｡

20 DVD 一般 旅立ちの島唄　～十五の春～ カラー シネスコ 114 1 令3 アミューズソフト
沖縄本島から東へ３６０km､絶海の孤島､南大東島には高校がない｡
子どもたちはみな十五の春に島を旅立つ｡実話をもとに練り上げられた
オリジナル脚本から珠玉の感動作｡

21 DVD 一般 父と暮せば　※官公庁以外貸出不可 カラー スタンダード 99 1 平25 バンダイビジュアル
３年前広島に落とされた原爆で家族や友を失い､一人暮らしをする
美津江の前に､突然亡くなったはずの父が現れる｡彼女は父に勤務先
の図書館で会った青年の話をする｡

22 DVD 一般 天使のいる図書館  ※官公庁以外貸出不可 カラー シネスコ 108 1 平30 ハピネット

新卒のさくらは､奈良県葛城にある図書館の司書として働き始めるが､
毎日が緊張の連続だった｡ある日､彼女は図書館にやって来た利用者と
一緒に探し物をすることになり､自分が勤める地区の隅々まで足を延ば
すようになる｡やがてさくらはたくさんの地域の人々と知り合い､これまで
知らなかった地元の魅力に気付いていく｡

23 DVD 一般 虹色ほたる 〜永遠の夏休み〜（アニメ） カラー スタンダード 105 1 平25 東映

夏休みに入り､小学校６年生のユウタは一人でダムのそばの山里に
昆虫採集にやって来る｡そこは交通事故で亡くなった父親とよくカブトム
シを探しに来た二人の思い出の場所で､彼はそこで不思議な老人と出
会い飲み物を分け与える｡やがてユウタは突然の豪雨で足をすくわれ意
識を失い､目を覚ますと３０年以上前の村にタイムスリップしていた｡

24 DVD 一般 氷雪の門　～樺太1945年夏～　※官公庁以外貸出不可 カラー シネスコ 119 1 平23 マサ映像

１９４５年夏､太平洋戦争も終盤に近づいたころ､現在のロシア領サハリ
ンは当時､樺太と呼ばれる日本の領土だった｡その西海岸にある真岡町
の郵便局では班長の律子をはじめ､若い女性たちが電話交換手として
働いていた｡やがて日本は終戦を迎えるが､その混乱に乗じてソ連軍が
日ソ不可侵条約を破って樺太に進攻し…｡

25 DVD 一般 故郷は心の中に カラー スタンダード 50 1 平21 共和教育株式会社
かつて蒸気機関車の機関士だった老人と､その孫である少年との心の
ふれあいを通じて､ある家族の心の絆を描いた作品｡

26 DVD 一般 Mayu －ココロの星－ カラー ワイド 123 1 平24 Ｔ＆Ｋ

27 DVD 一般 Mayu －ココロの星－　　　　　　　　　　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー ワイド 123 1 平24 Ｔ＆Ｋ

28 DVD 一般 道ー白磁の人ー カラー スタンダード 119 1 平25 東映

日韓併合から４年後の１９１４年､林業技術者の浅川巧は､朝鮮半島の
山々を再生するという決意を胸に海を渡る｡彼は生まれ故郷の山梨を離
れ､京城へと渡り､朝鮮総督府の林業試験所で働くことになる｡何事にも
偏見を持たない巧は､同僚のチョンリムに朝鮮語を習うことにし､めきめ
き上達していく｡

報道記者の上杉は､取材調査に来た交通事故現場で､被害者の母親
である圭子と出会う｡最愛の息子を亡くし取材に応じる気力もない圭子
だったが､数日後上杉を訪ねる｡未来ある若者の一生を奪ったにもか
かわらず､わずか数年の刑という判決に疑問を感じた彼女は､息子の
事件と裁判を報道してほしいと上杉に訴える｡

2１歳の竹中まゆは､幼いころに母が卵巣がんを発症して以来､入退院を
繰り返す母に代わって父とともに家事をこなし､一家を支えてきた｡そん
なある日､彼女は胸の脇にしこりのようなものが触れることに気付く｡
医者に悪性の乳がんであると宣告されてから､まゆと乳がんとの闘いが
始まる｡
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29 DVD 一般 ミッドナイト・バス カラー ワイド 157 1 令1 アミューズソフト

新潟と東京を往復する深夜高速バスの運転手で､別々に暮らす娘と息
子がいる高宮利一は､東京で定食屋を営む恋人・志穂との逢瀬がささ
やかな楽しみだった｡ある日､利一が乗務するバスに１６年前に離婚し
た妻・美雪が乗り込んでくる｡同じころ､東京で働いていた息子が仕事
を辞め､家に戻ってきて…｡

30 DVD 一般 水戸黄門　ＢＯＸ第一部８枚組全３２話 カラー スタンダード 1472 8 平24 エイベックス

31 DVD 一般 水戸黄門　ＢＯＸ第二部８枚組全３２話 カラー スタンダード 1472 8 平24 エイベックス

32 DVD 一般 水戸黄門　ＢＯＸ第三部７枚組全２７話 カラー スタンダード 1242 7 平24 エイベックス

33 DVD 一般 水戸黄門　ＢＯＸ第四部９枚組全３３話 カラー スタンダード 1518 9 平24 エイベックス

34 DVD 一般 水戸黄門　ＢＯＸ第五部７枚組全２６話 カラー スタンダード 1196 7 平24 エイベックス

35 DVD 一般 もういちど カラー ビスタ 95 1 平30 アミューズソフト

江戸時代末期｡あることがきっかけで落語の修業を放り投げ､さまよう
うちに深川佐賀町の長屋へと流れ着いたたい平｡そこで貞吉と知り合っ
た彼は､ひょんなことから落語の稽古を頼まれてしまう｡渋々引き受ける
たい平だったが､必死に落語を学ぶ貞吉の姿にこの世を去った自分の
息子の姿を重ね合わせていく｡やがて貞吉親子と接しながら､涙と笑い
に満ちた生活や､人とのつながりの大切さをかみ締めるようになる｡

36 DVD 一般 爆心　長崎の空　※官公庁以外貸出不可 カラー スタンダード 98 1 平26 パル企画

ごく普通だが幸せな生活を送っていた女子大生・門田清水｡ある日､何
の前触れもなく母が他界してしまう｡ちょっとしたことでけんかをしてしま
い､そのことを謝罪できなかった彼女は後悔の念にかられ､母が亡くなっ
たことを受け止められずにいた｡一方､娘の一周忌が間近に迫る高森
砂織は､娘が亡くなってから悲しみに暮れていた｡さらに自身が妊娠し
ていることを知り､パニックになってしまう｡やがて清水と砂織は､浦上天
主堂周辺で巡り合い……｡

37 DVD 一般 パパはわるものチャンピオン カラー ワイド 111 1 令2 アミューズソフト

以前は人気レスラーだった大村孝志は､現在は悪役覆面レスラー､
ゴキブリマスクとしてリングに上がっていた｡ある日､息子の祥太が
ゴキブリマスクの正体が孝志であることを知り､ショックを受ける｡祥太は
大好きな父が嫌われ者の悪役だとはクラスメートに言えず､パパは
人気レスラーだとうそをつく｡

38 DVD 一般 ハルをさがして カラー ワイド 93 1 平29 ISHIO

2０１2年夏､都内の中学３年生ノボルは､クラスメートのマサルやヒロキ
たちと平凡な学校生活を過ごしていた｡ある日､彼は人知れず好意を抱く
同じクラスのチエコに頼みごとをされる｡それは家族と共に福島から自主
避難してきた際､残してきた愛犬ハルを一緒に捜してほしいというもの
だった｡

39 DVD 一般 夢のまにまに　※官公庁以外貸出不可 カラー スタンダード 106 1 平25 パル企画

映画学校の学院長・木室創は､才能ある一人の学生・村上大輔のことが
気になっていた｡ある日､大輔は戦没画学生の記録を目にし､木室の前
から消息を絶ってしまう｡一方､木室の自宅では妻のエミ子が戦争で心
の傷を負ったままふさぎ込んでいた｡そんなとき､木室に精神病院に入
院中の大輔からの手紙が届く｡

40 DVD 一般 襤褸（らんる）の旗　　足尾鉱毒事件と田中正造 カラー シネスコ 115 1 平23 中部日本教映
足尾銅山鉱毒事件で､公害と環境破壊に敢然と闘いを挑んだ
田中正造代議士の半生を描く｡

　日本名作映画集

41 DVD 一般 愛妻物語　（１９５１年） モノクロ スタンダード 96 1 平30 岩波映像

沼崎敬太がまだ東京のある撮影所の脚本研究生であったとき､下宿の
娘､孝子と相愛の間柄になった｡しかし､孝子の父は映画に理解なく､二
人の結婚に反対して沼崎を家から追い立てた｡孝子は父に背いて敬太
の許へ走り､二人の結婚生活がはじめられた・・・｡

42 DVD 一般 青い山脈　 （１９４９年） モノクロ スタンダード 183 1 平21 岩波映像

女学生の寺沢新子は､駅前の商店で店番をしていた六助と知り合う｡
英語教師の島崎雪子は新子あてのラブレターを見せられ､校医の沼田
に相談する｡学校ではこの問題に対処するため理事会まで開かれるこ
とになってしまう｡

43 DVD 一般 安宅家の人々　 (１９５２年) モノクロ スタンダード 116 1 平22 岩波映像

安宅宗一は生れつきの精神薄弱者だったが徹底的な善意の人間で美
しい心を持っていた｡元､安宅家の執事の娘国子が､その妻となっていた
が､彼女は大変なしっかり者であったが､あくまでも宗一を良人と立て､
親ゆずりの広大な家屋敷で､養豚場を経営して､安宅家を立派に
護り通していた｡

44 DVD 一般 伊賀の水月　剣雲三十六騎　 (１９４２年) モノクロ スタンダード 83 1 平22 岩波映像

阪東妻三郎が荒木又右衛門を演じた時代劇｡時は寛永､備前岡山｡
池田候の世継誕生の祝いの夜｡老藩士・渡辺靭負は､銘刀国宗を
騙し取ろうとした河合又五郎に斬られ､非業の死を遂げる｡
靭負の義理の息子・荒木又右衛門は助太刀すべく江戸に向かうが…｡

水戸藩主で権中納言であった徳川光圀公が､越後の縮緬問屋の
ご隠居さんを装い､諸国漫遊の旅へ｡各地で遭遇するさまざまな事件を
解決するため､悪家老､悪代官､悪徳商人などを懲らしめる｡
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45 DVD 一般 雨月物語　 (１９５３年) モノクロ スタンダード 97 1 平21 岩波映像

戦国の世､貧しい陶工・源十郎が若狭姫という女性と知り合い､生活を
ともにするようになる｡だが美しい若狭姫の正体は死霊であった｡
それを知った源十郎は若狭姫を捨てて故郷に逃げるが､彼女の怨念は
執拗に追いすがる……｡

46 DVD 一般 お茶漬の味　(１９５２年) モノクロ スタンダード 115 1 平21 岩波映像

田舎出身の佐竹茂吉は上流階級育ちの妙子と結婚した｡妙子は一等車
での旅行や野球観戦などで遊び回り､茂吉は妙子の嫌いなタバコ
「朝日」を吸い､出かけるときは三等車に乗り､酔って帰ってはお茶漬け
を食べていた｡茂吉と妙子の溝は深まるばかり｡妙子が神戸へ旅行して
いる間に､茂吉の海外出張が決まり､妙子に連絡がつかないまま茂吉
は日本を発ってしまう｡

47 DVD 一般 小原庄助さん　（１９４９年） モノクロ スタンダード 90 1 平30 岩波映像

ある村に杉本左平太さんという人がいた｡彼は村一番の先祖伝来の
家屋敷や田地を持っていたが､旧家のどっしりとした構えの中で朝湯､
朝酒で日を暮し杉本左平太こと､小原庄助さんの名を甘んじて村人から
受けていた｡村人は彼の昔からの地位と財産を当てに寄附金を次から
次へと願い出た｡

48 DVD 一般 お遊さま 　(１９５１年) モノクロ スタンダード 95 1 平22 岩波映像

お遊さまは､小曽部の家から金満家粥川へ嫁入って間もなく夫に
別れたが､一人子一の養育のかたわら､贅沢と遊芸三昧に憂さを晴らし
ているひとであった｡一番仲のよい妹お静が芹橋慎之助と見合いをする
のに付き添って行くが､慎之助はお静よりもこのお遊さまに深く心を
ひかれる｡

49 DVD 一般 風の中の牝雞 　(１９４８年) モノクロ スタンダード 84 1 平21 岩波映像

東京の下町の一角にある家｡戸籍調査にやってきた警官が､間借り人
の雨宮時子､そして戦争から帰還してこないままの時子の夫・修一のこ
とを確認して帰っていく｡時子はこの日､一人息子の浩を連れて､親友の
秋子のアパートへ行っていた｡手持ちの着物を金に換えてもらうためで
ある｡

50 DVD 一般 祇園囃子　(１９５３年) モノクロ スタンダード 85 1 平21 岩波映像

祇園ではちょっと名の知れた芸妓・美代春の許に､母を亡くしたばかりの
少女・栄子が舞妓志願にやってきた｡栄子の熱意に負けた美代春は､
彼女を引き受けることに｡やがて､１年間の舞妓修行を経て､初めて店に
出た栄子｡ほどなく大会社の御曹司・楠田に見初められる｡一方､美代春
も楠田の取引先である神崎から言い寄られるのだったが…｡

51 DVD 一般 狐の呉れた赤ん坊　 (１９４５年) モノクロ スタンダード 85 1 平22 岩波映像

東海道名代の大井川金谷の宿に､酒と喧嘩では人におくれを取ったこと
がないという川越人足､張子の寅八､彼の好敵手は馬方の頭分丑五郎
であった｡場所は美しい看板娘おときのいる居酒屋浪華家と定まってい
た｡その寅さんが､ひょんなことから赤ン坊を背負い込んだ｡

52 DVD 一般 銀座化粧　(１９５１年) モノクロ スタンダード 87 1 令1 岩波映像
銀座で女給をしている雪子は､５歳になる息子の春雄と暮らしているが､
昔の愛人安蔵は今でも金の無心に来る｡ある日雪子は昔の仲間静江
から上京してきた資産家の息子､石川の案内役を頼まれる・・・｡

53 DVD 一般 元禄快挙余譚　土屋主税　雪解篇　（１９３７年） モノクロ スタンダード 60 1 令1 岩波映像

土屋主税が赤穂浪士に協力して､主君浅野内匠頭の敵討ちをする話｡
直参旗本である土屋主税の屋敷が､吉良上野介の屋敷の隣で､討ち入
りの際､吉良を助けることもなく､むしろ灯りをともして､邸内を見え易くし
たりして助成したことで知られている｡

54 DVD 一般 乞食大将　 (１９５２年) モノクロ スタンダード 62 1 平22 岩波映像

豊前中津の城主黒田長政は領下の豪族城井谷の宇都宮鎮房と戦い
大敗するが､その臣後藤又兵衛の夜討が効を奏して遂に宇都宮勢を
破って鎮房の子花若と妹鶴姫を人質とした｡長政は更に鎮房を騙し討ち
にしようとした｡

55 DVD 一般 ごろつき船　 (１９５０年) モノクロ スタンダード 88 1 平22 岩波映像

幕末の頃､北海道が蝦夷と呼ばれて松前藩の支配下にあったとき､国禁
の密貿易船が､この近海に出没するので､これに手入れを行うことになっ
た｡藩の横目付三木原伊織は､廻船問屋赤崎屋吾兵衛をその首魁と見
たが､家老蠣崎は､八幡屋六右衛門が犯人だと主張して…｡

56 DVD 一般 西鶴一代女　(１９５２年) モノクロ スタンダード 137 1 平22 岩波映像

年老いて､百姓たちの笑い者になった街娼お春｡ふらふらと迷い込んだ
寺で､五百羅漢の仏像に過去の男たちの面影を見た彼女は､若かりし
頃を思い起こす｡それは時代と男に翻ろうされ続けた､波乱の日々
だった｡

57 DVD 一般 三万両五十三次　 (１９５２年) モノクロ スタンダード 65 1 平22 岩波映像
黒船の相つぐ渡来に､国をあげて閉国か開港かの議論でわきかえって
いたとき､各老堀田備中守は､強行に開港を主張し､反対派たる京都の
公家たちを懐柔する資金三万両の黄金を京都へ送ることになった｡

58 DVD 一般 地獄門　 (１９５３年) カラー スタンダード 89 1 平21 岩波映像

平清盛の厳島詣の留守を狙って起された平治の乱で､平康忠は､焼討
をうけた御所から上皇と御妹・上西門院を救うため､身替りを立てて敵を
欺いた｡上西門院の身替りとなった袈裟の車を譲る遠藤武者盛遠は､
敵をけちらして彼女を彼の兄・盛忠の家に届けたが､袈裟の美しさに
心を奪われる｡

59 DVD 一般 十三の眼　 (１９４７年) モノクロ スタンダード 76 1 平22 岩波映像

１９４７年松田定次監督作品「十三の眼」 前年に公開された「七つの顔」
の続編というよりも､ 同じ主人公が活躍する映画である｡片岡千恵蔵演
じる風采のあがらない私立探 偵・多羅尾供内が､事件の謎を解き､悪者
を退治する痛快娯楽作｡
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60 DVD 一般 十六文からす堂　千人悲願　 (１９５１年) モノクロ スタンダード 70 1 平22 岩波映像

「からす堂」と称する若い浪人の易者は薬研堀の安五郎親分の娘お柳
を危難から救ったことから､お柳とその子分達が安五郎を殺した犯人を
探していることを知る｡「からす堂」に心を寄せている小料理「たつみ」の
女将お紺の許へ足繁く通う白覆面の武士の悪相に…｡

61 DVD 一般 上州鴉　 (１９５１年) モノクロ スタンダード 86 1 平22 岩波映像

信州路のある宿場での出来事｡大戸の関所を破って以来消息を絶った
お尋ね者の星越の瀧蔵は､故郷恋しさにこの宿場へやって来て信濃屋
に投宿した｡年貢に困って娘のお光を身売りさせるために来ていた百姓
佐兵衛は…｡

62 DVD 一般 すっ飛び駕 　(１９５２年) モノクロ スタンダード 94 1 平22 岩波映像

千代田城のお数寄屋坊主というのは表向き､練塀小路に住んで､ゆすり
たかりを業とする河内山宗俊は､ふとしたことから奥州棚倉藩の
金子市之丞という男を救った｡聞けば市之丞の父は､棚倉藩の筆頭家老
であったが…｡

63 DVD 一般 丹下左膳餘話　百萬両の壺　(１９３５年) モノクロ スタンダード 92 1 平22 岩波映像

代々伝わるこけ猿の壺には百万両の価値があった｡だが､単なる古ぼけ
た壺だと思われた壺は転々として､矢場の常連であった七兵衛の息子・
ちょい安の金魚入れとなっていた｡矢場の用心棒をしていた丹下左膳は
子供嫌いのお藤とともに､一人残された幼いちょい安の面倒を見ること
になるが…｡

64 DVD 一般 続・丹下左膳　 (１９５３年) モノクロ スタンダード 75 1 平22 岩波映像

妖刀乾雲・坤龍をめぐる江戸市内の擾乱にこころ悩ました南町奉行
大岡越前守は､将軍家を動かして饗庭主水正を出府せしめ､擾乱の
元凶丹下左膳が饗庭藩士なりや否やを糾すが､累の及ぶことを怖れた
主水正は､これを否む｡ばかりか､主君懐しさに訪れた左膳を冷めたく
追い払い…｡

65 DVD 一般 父ありき　 (１９４２年) モノクロ スタンダード 94 1 平21 岩波映像

妻に先立たれ､男手一つで息子を育ててきた金沢の教師・堀川は､
修学旅行の事故の責任をとり辞表を出す｡息子を連れて故郷の長野県
に戻った堀川は村役場で働くことになる｡息子の良平は中学に進み寄
宿舎に入り､堀川は単身上京してもう一働きして良平を進学させてやり
たいと話す｡

66 DVD 一般 土と兵隊　 (１９３９年) モノクロ スタンダード 120 1 平22 岩波映像

夕陽を浴びて輸送船隊が航行してゆく｡その船内では､敵前上陸を前に
して､肉親に手紙を書くもの､配給の酒をくみかわすもの､軍歌を歌うもの
たちのいずれもが､張りつめた気持をかくしきれなかった｡第二分隊長
玉井伍長は､自分が倒れた時は坂上上等兵を分隊長に戦うよう後事を
託し…｡

67 DVD 一般 天狗飛脚　(１９４９年) モノクロ スタンダード 80 1 平22 岩波映像

江戸の飛脚問屋の老舗天狗屋も近頃は新進亀屋のために大量の飛脚
を引き抜かれ今は辰､六助､太平のわずか三人が残り､それがそろって
鈍足ときては店はさびれる一方で､主人佐吾兵衛と娘おしゅんは頭を悩
ましていた｡ある日､この三人組が町の居酒屋で長太という快足を持つ
男を発見した｡

68 DVD 一般 東京物語　 (１９５３年) モノクロ スタンダード 136 1 平21 岩波映像

尾道で暮らす老夫婦・周吉ととみは､東京で暮らす子どもたちを訪ねる
ため久々に上京する｡しかし医者の長男・幸一も美容院を営む長女・
志げもそれぞれの生活に忙しく､両親を構ってばかりいられない｡唯一
戦死した次男の妻・紀子だけが彼らに優しい心遣いを見せるのだった｡

69 DVD 一般 戸田家の兄妹　(１９４１年) モノクロ スタンダード 106 1 平21 岩波映像

戸田家の当主が亡くなり､借財の整理に本宅などを処分することになっ
た｡母と三女の節子は､当分の間長男の進一郎の家に身を寄せることに
なる｡次男の昌二郎は､自分のことは心配ないと兄に告げ天津へ旅立
つ｡母と節子は､進一郎の妻から冷たくされて長女の千鶴の家に移る
が…｡

70 DVD 一般 長屋紳士録　 (１９４７年) モノクロ スタンダード 72 1 平21 岩波映像

東京の焼け跡に復興の家がぼつぼつ建ちはじめ､昔なじみの顔もそろ
ってきた｡数年前夫を失い､続いて一子をも失ったおたねは､たった一人
で昔通りの荒物屋を開いている｡ある日彼女の家の裏に住む占見登竜
堂先生は､一見戦災孤児のような少年幸平を拾ってきた｡

71 DVD 一般 七つの顔　(１９４６年) モノクロ スタンダード 81 1 平22 岩波映像
あるレヴュー劇場の花形歌手清川みどりが出演中楽屋から出火した｡
新紙紙上に「歌姫誘拐される」「ダイヤの首飾をめぐる怪事件」の記事が
大々的に報道され､社会の耳目をしん動した｡

72 DVD 一般 人情紙風船　 (１９３７年) モノクロ スタンダード 86 1 平21 岩波映像

江戸の貧乏長屋で浪人の首吊りが発生､役人が調べに来る｡長屋の住
人である髪結いの新三は､長屋の連中で浪人の為にお通夜をしてやろ
うと言い､大家を説き伏せて酒をせしめる｡お通夜が行われるが､長屋の
連中は酒がただで飲めると喜び陽気な馬鹿騒ぎを行う｡

73 DVD 一般 麦秋　 (１９５１年) モノクロ スタンダード 124 1 平21 岩波映像

間宮周吉は北鎌倉に住む老植物学者である｡息子康一は医者で東京
の某病院に通勤､娘紀子は丸ノ内の貿易会社の専務佐竹宗太郎の秘
書である｡佐竹の行きつけの築地の料亭「田むら」の娘アヤは紀子と学
校時代からの親友で二人共未婚であるが…｡

74 DVD 一般 晩春　 (１９４９年) モノクロ スタンダード 108 1 平21 岩波映像

曽宮周吉は大学教授をしながら鎌倉に娘の紀子と二人で住んでいた｡
周吉は早くから妻を亡くし､その上戦争中に無理した娘の紀子が身体を
害したため長い間父と娘は､どうしても離れられなかった｡そのために
二七歳の年を今でも父につくし､父は娘の面倒を何にくれとなくみて
やっていた｡

5



　　DVD等教材目録 令和4年4月更新

番号 種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

75 DVD 一般 一人息子 　(１９３６年) モノクロ スタンダード 87 1 平21 岩波映像

大学進学を希望する息子のため､貧しいながらも何とか学費を捻出して
東京へと送り出す｡ところが数年後､東京で出世しているはずの息子の
もとを訪れた母親は､息子が夜学教師として妻子とともに貧しい生活を
送っていることを知り､愕然とする｡

76 DVD 一般 風雲児信長　 (１９４０年) モノクロ スタンダード 91 1 平22 岩波映像

織田信長の若き日の物語｡信長のあまりに奇抜な行動で周囲の評判は
最悪｡傅役の平手政秀は苦悩の連続｡美濃からの濃姫嫁入りや､
父・信秀の死に際してもその振る舞いは変わらず｡信長を戒めるため
平手は自害してしまう｡

77 DVD 一般 魔像　 (１９５２年) モノクロ スタンダード 98 1 平22 岩波映像

千代田城御蔵番を勤める神尾喬之助は､元旦早々組与頭の戸部近江
介を急先峰に､御番所の面々から､年賀の礼を尽さなかったとつめよら
れる｡近江介は､懸想していた園絵が神尾の妻になったうらみもあった
が､実直生真面目な神尾を邪魔に思っていたからであった｡

78 DVD 一般 マライの虎　（１９４３年） モノクロ スタンダード 80 1 令1 岩波映像
マレーシアに住んでいた日本人の床屋の息子が､太平洋戦争の開始に
より､ 迫害された家族の復讐に燃え､盗賊となって､暴れまわるが､
やがて､日本軍の手先となり､その命令に従って活躍するようになる｡

79 DVD 一般 武蔵野夫人 　(１９５１年) モノクロ スタンダード 88 1 平21 岩波映像

富士山の見える武蔵野の「はけ」｡そのはけに建てられた亡父の家に夫
の秋山忠雄と住む道子｡この家に道子のいとこの大学生・勉が下宿する
ようになり､やがて二人は強く惹かれあう｡秋山は近所に住む大野英治
の妻の富子と姦通しようとしていた...｡

80 DVD 一般 雪夫人絵図　 (１９５０年) モノクロ スタンダード 86 1 平22 岩波映像

雪夫人は､旧華族信濃家の一粒種のお姫様に育ち､養子直之を迎えて
結婚したが､直之は放蕩無頼､雪夫人を愛しながらもこれに飽き足らず
夫人を熱海の別荘においたまま､京都のキャバレーの女綾子に溺れ､
いたずらに財産を蕩尽している｡

 ◆９２０　外国の劇映画

81 DVD 一般 『哀愁』 (日本語吹き替え版)　　１９４０年/アメリカ モノクロ スタンダード 108 1 平20 岩波映像

第一次世界大戦下のロンドン､空襲の時ウォータール橋で出会う運命の
二人､英国将校のロイと踊り子マイラの悲恋を描いた恋愛映画の不朽の
名作｡ロバート・ティラーとヴィヴィアン・リーを配し､戦火の下､運命の
いたずらによって悲劇的なラストを迎えてしまう美しくも悲しい恋物語｡

82 DVD 一般 『赤い靴』 (日本語吹き替え版) 　１９４８年/イギリス カラー スタンダード 133 1 平20 岩波映像

アンデルセン童話の「赤い靴」を基にバレエダンサーの悲劇を描いたバ
レエ映画の傑作といわれる作品｡敏腕プロデューサー､ボリス・レルモン
トフ率いるバレエ団に新作『赤い靴』の主役としてヴィクトリアが大抜擢
される｡

83 DVD 一般 『アパッチ砦』 (日本語吹き替え版)　１９４８年/アメリカ モノクロ スタンダード 127 1 平22 ワールドピクチャー
南北戦争時代､サーズデイ中佐は先住民族アパッチとの間に不穏な
空気が流れる前線の砦に赴任する｡「いつか何かを成し遂げる」そんな
野望をもつ彼はアパッチ砦に何をもたらすのか？

84 DVD 一般 『雨に唄えば』(日本語吹き替え版)　１９５２年/アメリカ カラー スタンダード 102 1 平21 岩波映像

サイレントからトーキーに移行しはじめた時代のハリウッド､人気スター
のドンとリーナは１０本以上の作品に共演する名コンビ｡しかし､新作は
トーキー映画｡ドンはリーナの悪声にうんざりしていた｡そんな時､コーラ
スガールのキャシーを知る｡ドンは親友の音楽家と相談しキャシーを
起用

85 DVD 一般 『雨の朝巴里に死す』 (日本語吹き替え版)　　１９５４年/アメリカ カラー スタンダード 115 1 平20 岩波映像
戦後のパリ｡美しい娘ヘレンと姉のマリオンは､元従軍記者で作家の卵
チャールズと出会う｡二人は共にチャールズを愛していたが…｡

86 DVD 一般 『嵐が丘』 (日本語吹き替え版)　　１９３９年/アメリカ モノクロ スタンダード 105 1 平20 岩波映像

ジプシーの孤児ヒースクリフは養子として名家のアーンショー家で兄
ヒンドリーと妹キャシーと共に育てられる｡だが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彼は家出してしまう｡時が流れ､
ヒースクリフが紳士となって帰ってきて…｡

87 DVD 一般 『アラバマ物語』 (日本語吹き替え版)　　１９６２年/アメリカ モノクロ スタンダード 129 1 平20 岩波映像
アメリカ南部のアラバマ州｡妻を亡くし幼い子供を抱える弁護士フィンチ
に暴行事件の容疑者とされた黒人青年の弁護の任が下る｡人種差別と
偏見の中､黒人側についたフィンチに風当たりは強くなるが…｡

88 DVD 一般 『或る夜の出来事』 (日本語吹き替え版) 　１９３４年/アメリカ モノクロ スタンダード 105 1 平20 岩波映像
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｡

89 DVD 一般 『暗殺者の家』 (日本語吹き替え版)　１９３４年/イギリス モノクロ スタンダード 76 1 平22 ワールドピクチャー
休暇で娘とスイスを訪れたローレンス夫妻はフランス人のルイと親しくな
るが､直後彼は殺害されてしまう｡瀕死のルイから国家機密を聞かされ
た一家は､口封じのため新たなターゲットにされる｡

90 DVD 一般 『イヴの総て』 (日本語吹き替え版)　　１９５０年/アメリカ モノクロ スタンダード 138 1 平20 岩波映像

ある日､新進女優イヴ・ハリントンはアメリカ演劇界の栄えある賞に輝い
た｡だが､彼女がここまで上り詰めるには､一部の関係者たちしか知り
得ない紆余曲折の経緯があった｡８ヶ月前､田舎からニューヨークへ出
てきたイヴは､ひょんなことから憧れの舞台女優マーゴの住み込み秘書
となる｡

91 DVD 一般 『硫黄島の砂』 (日本語吹き替え版)　 １９４９年/アメリカ モノクロ スタンダード 110 1 平20 岩波映像

海兵隊軍曹のストライカーは､ニュージーランドのパエカカリキ基地で訓
練をしていた｡やがて､ストライカーの隊も前線への移動が決まり､タラワ
の戦い､次いで硫黄島の戦いに参加することとなり､日本軍の抵抗の前
に１人また１人と仲間たちは倒れていく｡
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92 DVD 一般 『失われた週末』 (日本語吹き替え版) 　１９４５年/アメリカ モノクロ スタンダード 101 1 平20 岩波映像

ドン・バーナムは３３歳､大学時代から小説家になるつもりで､中途退学
してニューヨークに飛び出してきたのだが､学窓の天才も世に出てはい
っこうに小説が売れない｡書けなくなってきて､焦慮をまぎらそうと一杯
の酒を飲んだのが諸悪の始まりで､どうやらアルコール中毒になって
しまい…｡

93 DVD 一般 『栄光何するものぞ』 (日本語吹き替え版) 　１９５２年/アメリカ カラー スタンダード 111 1 平20 岩波映像
海兵隊に新任軍曹クワートがやってきた｡ところが､彼は部隊の
フラッグ大尉と馬が合わず､事あるごとに喧嘩を繰り返す…｡

94 DVD 一般 『駅馬車』 (日本語吹き替え版)　１９３９年/アメリカ モノクロ スタンダード 99 1 平22 ワールドピクチャー

１８８０年代アメリカ西部､アリゾナからニューメキシコに向けて出発する
一台の駅馬車に乗り合わせた９人｡それぞれ目的や人に言えない過去
を持ち反発し合う｡しかし西部の長旅でジェロニモ率いるアパッチ・イン
ディアンが駅馬車を襲撃する｡果たして無事にニューメキシコへたどり着
けるのか！

95 DVD 一般 『奥様は魔女』 (日本語吹き替え版)　１９４２年/アメリカ モノクロ スタンダード 77 1 平22 ワールドピクチャー

現代に蘇った魔女ジェニファーは復讐のため仇敵の子孫であり､結婚を
控えた州知事候補のウーリーに惚れ薬を飲ませてふってやろうとする
が､ふとした事から自分で飲んでしまう｡たちまち恋におちたジェニファー
はウーリーの結婚阻止に躍起になり…｡

96 DVD 一般 『オール・ザ・キングスメン』 (日本語吹き替え版) 　１９４９年/アメリカ モノクロ スタンダード 109 1 平20 岩波映像

政界浄化を唱え知事選にうって出た小役人が､二度の落選で理想主義
を地にまみれさせ､俗物に堕ちて行く様を､初めは彼に共感し取材を始
めた記者の視点から描く｡やがて､汚い手口で知事になった役人は､彼
に反対する人達を力で封じ込める独裁者になっていた…｡

97 DVD 一般 『汚名』 (日本語吹き替え版) 　１９４６年/アメリカ モノクロ スタンダード 101 1 平20 岩波映像

父にかけられたスパイ容疑のために売国奴の娘と呼ばれたアリシアは､
パーティーでFBI捜査官のデブリンと出会う｡だが彼は南米で暗躍する
ナチの首領セバスチャンをよく知る彼女を利用するために近付いたの
だった｡アリシアと繰り広げる危険な恋の行方は…｡

98 DVD 一般 『カヴァルケード／大帝国行進曲』 (日本語吹き替え版) 　１９３３年/アメリカ モノクロ スタンダード 110 1 平20 岩波映像

英国の名門の流れをくむマリヨット家の当主ロバートは愛妻ジェーンと
エドワード､ジョーイの2人の息子を残して１９００年に勃発したボーア戦
争に出征した｡マリヨット家の侍僕アルフレッドも妻のエレンと娘ファニー
と別れて､ロバートの従卒として南アフリカの戦地へ向かった｡

99 DVD 一般 『カサブランカ』 (日本語吹き替え版)　　１９４０年/アメリカ モノクロ スタンダード 102 1 平20 岩波映像

第2次大戦下の仏領モロッコのカサブランカ､酒場を経営するリックは昔
の恋人イルザに再会する｡だが彼女は反ナチのリーダーである夫ラズロ
に伴われ､旅券を手に入れるために現れたのだった｡リックはイルザを愛
するがゆえに､イルザとラズロの国外脱出に手を貸す決意をする｡

100 DVD 一般 『ガス燈』 (日本語吹き替え版)　　１９４４年/アメリカ モノクロ スタンダード 114 1 平20 岩波映像

ロンドン､ソーントン街｡ガス燈の点る頃､この町を後にしイタリア留学に
向かうポーラ｡彼女の育て親である､名歌手の誉れ高き叔母は何者か
に殺され､事件は未解決｡傷心のまま旅立った彼女だったが､新天地で
恋をし､声楽の勉強を諦め､その相手､作曲家のグレゴリーと夫婦に
なる｡

101 DVD 一般 『風と共に去りぬ』 (日本語吹き替え版) 　１９３９年/アメリカ カラー スタンダード 212 1 平20 岩波映像
南北戦争前後のアトランタを舞台に激動の時代に生きるスカーレット・
オハラの炎のような恋と波乱万丈の半生を雄大なスケールで描いた
不朽の名作｡

102 DVD 一般 『間諜最後の日』 (日本語吹き替え版) 　１９３６年/イギリス モノクロ スタンダード 87 1 平20 岩波映像

第１次世界大戦最中のスパイ暗躍を題材にしたサスペンス｡イギリスの
陸軍大尉ブロディは､スイスのジュネーヴで暗躍するドイツのスパイ摘
発を命ぜられ､情報部長Rからリチャード・アシェンデンという偽名を
貰い､ジュネーヴへ派遣された｡だが､誤って無実の旅行客を殺して
しまい…｡

103 DVD 一般 『黄色いリボン』(日本語吹き替え版)　１９４９年/アメリカ カラー スタンダード 103 1 平21 岩波映像
スタアク砦のブリトルス大尉は老齢のためあと６日で退役の身であった
が､一斉蜂起したインディアンの掃討作戦を指揮することになる｡

104 DVD 一般 『救命艇』 (日本語吹き替え版) 　１９４４年/アメリカ,イギリス モノクロ スタンダード 96 1 平20 岩波映像
第二次大戦下､魚雷攻撃を受けた船から脱出した生存者たちが一隻の
救命艇にたどり着く｡そこには様々な人種・職業・身分の人々がいたが､
この極限状況下では平時の人間関係が維持できるはずもなかった…｡

105 DVD 一般 『巨星ジーグフェルド』 (日本語吹き替え版) 　１９３６年/アメリカ モノクロ スタンダード 177 1 平20 岩波映像

生涯女出入りが激しく資金の苦労につきまとわれたジーグフェルドに
W・パウエル､彼の晩年の糟糠の妻ビリーにM・ロイと､当時人気絶頂
だった「影なき男」シリーズの名コンビが夫婦役で組んだのはご愛敬｡
ファニー・ブライスなどのジーグフェルドのショウ出身のスターが本人
役で顔を出す｡

106 DVD 一般 『疑惑の影 』(日本語吹き替え版)　１９４２年/アメリカ モノクロ スタンダード 108 1 平22 ワールドピクチャー

カリフォルニア州の田舎町サンタローザで暮らすニュートン一家のもと
に突然チャーリー叔父さんが訪ねてくる｡ニュートン家の長女チャーリー
は同じ名前の叔父の来訪を喜んでいたが､やがて2人の探偵が訪ねて
くると次第にチャーリー叔父さんに秘密があるのではないかと疑い
始める…｡

107 DVD 一般 『キングソロモン』 (日本語吹き替え版)　１９３７年/イギリス モノクロ スタンダード 80 1 平22 ワールドピクチャー

金剛石の発掘でひと山当てようとアフリカへやって来たイギリス人
オブライエンとその娘ケイシー｡ところが計画は上手くいかず資金難に
陥ってしまう｡そんなある日､瀕死のスペイン人から"ソロモン王の宝窟"
の地図を手に入れた彼らは､案内人アランらとともに宝探しの冒険に
乗り出すが…｡
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108 DVD 一般 『グランド・ホテル』 (日本語吹き替え版)　　１９３３年/アメリカ モノクロ スタンダード 113 1 平20 岩波映像

ベルリンのグランド・ホテル､そこは様々な人が去来するところ｡ここを
舞台に､人気の凋落した孤独なバレリーナ､賭博で大金を失った今は
宝石泥棒の男爵､野心的な女性記者､破産寸前の実業家など５人の
男女の人生模様を描く｡

109 DVD 一般 『黒水仙』 (日本語吹き替え版)　１９４６年/イギリス カラー スタンダード 100 1 平22 ワールドピクチャー

シスター・クローダーは､ヒマラヤ山麓の高地に新しく出来る修道院に
就任し､子供のために教育や農作業をすることになる｡期待と不安に胸
を膨らませながら､シスター４人を連れて向かうのだった｡最初は順調に
見えたが､慣れない僻地での暮らしのせいで､信仰心に翳りが見え
始める者も出てきた｡

110 DVD 一般 『荒野の決闘』 (日本語吹き替え版)　１９４６年/アメリカ モノクロ スタンダード 97 1 平22 ワールドピクチャー

カウボーイのアープ四人兄弟はメキシコで買った牛を運びカリフォルニ
アへ向かっていた｡彼らはクラントン父子に会った次の日､留守をしてい
た末弟のジェームスが射殺され牛も盗まれてしまう｡長兄ワイヤットは
クラントンの仕業とにらんでツームストンの警官となる｡

111 DVD 一般 『心の旅路』 (日本語吹き替え版)　　１９４２年/アメリカ モノクロ スタンダード 125 1 平20 岩波映像

第一次大戦の後遺症で記憶喪失になった男は踊り子ポーラに助けられ
る｡二人は愛し合い結婚｡出先のリバプールで交通事故に遭った彼は昔
の記憶を取り戻すが､ポーラと暮らした日々を忘れてしまう｡実業家と
なった彼を見つけたポーラは秘書として近づき､真実を伝えようか迷う
が…｡

112 DVD 一般 『仔鹿物語』 (日本語吹き替え版)　１９４６年/アメリカ カラー スタンダード 128 1 平22 ワールドピクチャー
フロリダ北部の林で自然と戦いながら農作をするバクスター一家｡やせ
て背の高い父親のペニーと家事に追われる母､息子ジョディの開拓生
活と動物たちとのふれあいを通じて少年の成長を描いた作品｡

113 DVD 一般 『コレヒドール戦記』 (日本語吹き替え版)　 １９４５年/アメリカ モノクロ スタンダード 135 1 平20 岩波映像
真珠湾攻撃の報にブリック大尉が率いる哨戒魚雷艇部隊も日本軍爆
撃隊の奇襲に応じ戦闘を開始した｡負傷した艇長のライアンは､搬送さ
れた野戦病院で美しい看護婦サンディと出会い恋に落ちる｡

114 DVD 一般 『コロラド』 (日本語吹き替え版)　１９４８年/アメリカ カラー スタンダード 98 1 平22 ワールドピクチャー

１８６５年南北戦争の終わり頃､オウエン・デヴァロウ大佐は反乱軍を包
囲して虐殺することを部下に命ずるという非条理な行為を犯した｡コロラ
ドに帰還して彼は､親友デル・スチュワート大尉も愛している女キャロリ
ン・エメットにうまく言い寄った｡

115 DVD 一般 『砂漠の鬼将軍』 (日本語吹き替え版) 　１９５１年/アメリカ モノクロ スタンダード 88 1 平20 岩波映像

"砂漠の狐"と異名をとった独軍アフリカ方面司令官ロンメル元帥は､戦
況不利となっても強硬策を主張するヒットラーの横暴さを許せず､彼を暗
殺する計画に加担｡だが､計画は不成功に終わり､ロンメルも主謀者の
一員として反逆罪に問われる…｡

116 DVD 一般 『サハラ戦車隊』 (日本語吹き替え版)　 １９４３年/アメリカ モノクロ スタンダード 97 1 平20 岩波映像

１９４2年の北アフリカ戦線｡１台の戦車が修理を続けていた｡隊からは
ぐれた米軍のグン軍曹以下３名が搭乗する戦車であり､命令に従い砂
漠を南下していた｡途中､６名だけ生き残った米国軍部隊と合流｡進行
するうち､スーダン兵､イタリア軍捕虜から宿敵ドイツ軍まで加わり､総
勢十余名となり…｡

117 DVD 一般 『山河遥かなり』 (日本語吹き替え版)　　１９４９年/アメリカ モノクロ スタンダード 105 1 平20 岩波映像

第2次大戦直後のベルリン｡アウシュビッツで母と離れ離れになった
チェコの少年が､記憶を失い失語症の状態で国連救護所の車から逃
走｡たまたま出会った米兵に拾われ､一緒に生活しながら人間性を取
り戻していく…｡

118 DVD 一般 『三十九夜』 (日本語吹き替え版) 　１９３５年/イギリス モノクロ スタンダード 88 1 平20 岩波映像
謎の美女は「三十九段...」と言い残して息絶えた！外交官のハネイは
偶然出会った女が殺されたことから逃亡を余儀なくされる｡僅かな手掛
かりを頼りに､彼は真犯人を捜し始めるが…｡

119 DVD 一般 『三十四丁目の奇跡』 (日本語吹き替え版)　　１９４７年/アメリカ モノクロ スタンダード 96 1 平20 岩波映像

ニューヨーク､メイシー百貨店の催す感謝祭パレードの一番人気は
サンタクロースの行進だ｡そのサンタに選ばれたクリングル老人は評判
を呼ぶが､彼は自分はサンタだと言い張ってしまう｡やがて､妄想狂と
見なされた彼は精神病医を殴るという事件を起こし､弁護士フレッドの
助けを借りて…｡

120 DVD 一般 『サンセット大通り』 (日本語吹き替え版)　　１９５０年/アメリカ モノクロ スタンダード 110 1 平20 岩波映像
売れない脚本家ギリスは､無声映画時代の大女優ノーマの家へ迷い込
む｡華やかな世界への返り咲きを願う彼女は､ギーリに脚本の手直しを
頼むが…｡

121 DVD 一般 『桑港(サンフランシスコ)』 (日本語吹き替え版)　　１９３６年/アメリカ モノクロ スタンダード 115 1 平20 岩波映像

１９０５年大晦日の夜､サンフランシスコの歓楽地帯バーバリー・コースト
で､メリー・ブレイクは火事で焼け出され､しばらくカフェ「パラダイス」の唄
姫として職を得る｡ここの持ち主ブラッキー・ノートンはこの辺切っての
顔役だが､初めて近づいた堅気の娘メリーに愛情を感じるようになる｡

122 DVD 一般 『シェーン』(日本語吹き替え版)　１９５３年/アメリカ カラー スタンダード 118 1 平21 岩波映像
開拓地ワイオミングのスターレット家に世話になっていた旅人のシェーン
は､スターレット家を目の敵にしている牧場主ライカー一味と対決する｡

123 DVD 一般 『ジェーン・エア』  (日本語吹き替え版)　　１９４０年/アメリカ モノクロ スタンダード 96 1 平20 岩波映像

悲惨な子ども時代を過ごした孤児のジェーン・エアは､教師の資格を取
り､ソーンフィールドという屋敷で住み込みの家庭教師の職を得る｡晴れ
て新しい生活を手したジェーンは､屋敷の主人ロチェスターと恋に落ちて
いくが､ロンチェスターにはある秘密があった｡

124 DVD 一般 『自転車泥棒』 (日本語吹き替え版) 　１９４８年/イタリア モノクロ スタンダード 88 1 平20 岩波映像

長い失業の末､映画ポスター貼りの職を得たアントニオは､質屋から自
転車を請け出し､六歳の息子ブルーノを乗せ町を回るが､ふとした隙に
自転車が盗まれてしまう｡警察に行くが相手にされず､自力で探すこと
にするが､思い余って今度は自分で自転車泥棒を働くが…｡
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125 DVD 一般 『シマロン』 (日本語吹き替え版) 　１９３１年/アメリカ モノクロ スタンダード 124 1 平20 岩波映像

１８８９年のオクラホマでは､土地獲得競争が行なわれた｡家族の期待を
背負って参加したヤンシーは､ある女に騙され､土地を奪われてしまう｡
その後ヤンシーは､辺境の地に移住し新聞社を興す｡新聞社が軌道に
乗った頃､再び冒険を求めて旅立っていった…｡

126 DVD 一般 『市民ケーン』  (日本語吹き替え版)　 １９４１年/アメリカ モノクロ スタンダード 119 1 平20 岩波映像

アメリカの新聞界の帝王ケーンは壮大な邸宅の内で片手に雪景色の
一軒家のあるガラス玉を握り"バラのつぼみ"という言葉を残し死んだ｡
次第に明らかになっていく真実｡それは巨大な権力と財力を欲しいまま
にしながらも孤独で空虚な人生を送った一人の新聞王の姿だった…｡

127 DVD 一般 『シャレード』(日本語吹き替え版)　１９６３年/アメリカ カラー スタンダード 113 1 平21 岩波映像

レジーナは友人とのスキー旅行の途中で離婚を決意するが､帰宅する
と夫は死んでいた｡さらに､夫が戦時中に３人の男と軍資金を横領した
あげく､仲間をだましていた事実が発覚する｡３人から脅迫を受けるは
めになったレジーナは､旅行で知り合ったピーターに助けを求めるが…｡

128 DVD 一般 『ジャンヌ・ダーク』 (日本語吹き替え版)　　１９４８年/アメリカ カラー スタンダード 145 1 平20 岩波映像

１５世紀初頭､百年戦争で､フランスは劣勢だった｡小さな農村出身の
信仰深い１６歳のジャンヌは､神の啓示を受け､救国のため旅立つ｡ジャ
ンヌは軍隊の先頭に立ち､一撃にオルレアンの敵を粉砕し奪回した｡し
かし新王シャルルは裏切り､休戦協定に応じてしまう…｡

129 DVD 一般 『ショウ・ボート』 (日本語吹き替え版)　１９５１年/アメリカ カラー スタンダード 108 1 平22 ワールドピクチャー

ミシシッピーの流れを行くショウボート｡アンディ船長と継母パーシィに
育てられたマグノリアは､美しい娘盛りを迎えていた｡彼女と仲良しの
ジュリーは､ショウボートの主演女優だが､ハーフ児の身で白人俳優
スティーブンと結婚していることが法に触れて､去って行かねば
ならなかった｡

130 DVD 一般 『白い恐怖』 (日本語吹き替え版) 　１９４５年/アメリカ モノクロ スタンダード 111 1 平20 岩波映像

新任の医師バランタインは､白地に縞の模様を見ると発作を起こす奇癖
を持っていた｡やがて､彼の代わりに来るはずだったエドワーズ博士が
行方不明になるという事件が起こる｡バランタインが疑惑の渦中に立た
される中､女医コンスタンスだけは彼の無罪を信じ発作の原因を追究
するが…｡

131 DVD 一般 『紳士協定』 (日本語吹き替え版) 　１９４７年/アメリカ モノクロ スタンダード 118 1 平20 岩波映像

一人のジャーナリストが､アメリカの反ユダヤ主義を調査するため､自ら
ユダヤ人と偽って取材をする｡ユダヤ人の立場になって初めて分かる
様々な差別｡出版社自体にも存在する偏見と闘いながら､真の正義を
追求していく姿を感動的に描く｡

132 DVD 一般 『紳士は金髪がお好き』 (日本語吹き替え版)　１９５３年/アメリカ カラー スタンダード 92 1 平22 ワールドピクチャー

ローレライとドロシーはナイトクラブで踊り子をしながら玉の輿に乗ること
を夢見ている｡ローレライは金持ちの息子ガスをつかまえているが､彼の
父親は2人の挙式に反対している｡ローレライとドロシーはフランス旅行
を決行して豪華客船に乗り込み…｡

133 DVD 一般 『頭上の敵機』 (日本語吹き替え版) 　１９４９年/アメリカ モノクロ スタンダード 133 1 平20 岩波映像

アメリカ空軍第９１８爆撃隊がドイツの軍需工場を破壊すべく昼間爆撃
を行う｡敵の対空砲火の届かない上空から爆撃するのが通常だが､ドイ
ツ軍の基地を覆うコンクリート壁が厚く､通常の爆撃では破壊し得ないこ
とが分かり､低空からの爆撃を余儀なくされた｡それはまさに自殺行為
であった｡

134 DVD 一般 『西部戦線異状なし』 (日本語吹き替え版)　　１９３０年/アメリカ モノクロ スタンダード 128 1 平20 岩波映像

欧州大戦に於て西部戦線の戦いたけなわなる頃｡ドイツのある町の学
校の窓下を戦場に向かう大部隊が通過しつつある｡そこの教室では老
教師カントレックが生徒達に愛国主義を吹き込んでいる｡進軍の雑音と
教師の弁舌に若い生徒達の血潮は燃えて彼らは直ちに出征を志願
する｡

135 DVD 一般 『戦艦バウンティ号の叛乱』 (日本語吹き替え版)　　１９３５年/アメリカ モノクロ スタンダード 132 1 平20 岩波映像

１７８７年､いきなり酒場にクリスチャン(クラーク・ゲーブル)らの強制徴
募隊がやってきて新婚のスミスも含めて2年間の航海を命ずる｡戦艦
バウンティ号では叛乱は重罪だとして､既に死んでいる人間に2４回の
鞭打ちが行われる｡展帆でも最後のものは鞭打ちとなる｡タヒチ島へ
向けて英国を出航｡

136 DVD 一般 『ゾラの生涯』 (日本語吹き替え版)　　１９３７年/アメリカ モノクロ スタンダード 116 1 平20 岩波映像

若き日のエミール・ゾラは､パリの屋根裏の破れ部屋でポール・セザンヌ
と同居し ､真実追求の激しい情熱を著作に打ち込んだ｡真を書いたゆえ
にようやく得た出版社での職も失ったが､ある日警官に追われていた巷
の女ナナを救い…｡

137 DVD 一般 『第3逃亡者』 (日本語吹き替え版)　１９３７年/イギリス モノクロ スタンダード 84 1 平22 ワールドピクチャー

映画女優クリスティンは､嫉妬深い夫ガイに男出入りをなじられた翌朝､
死体で浜に打ち上げられた｡発見者は被害者と顔見知りのロバート｡
通報しようとした彼は来あわせた女達にとがめられ､逆に逮捕されてし
まった｡凶器として使われたのは､彼のレインコートのベルトだったのだ｡

138 DVD 一般 『第三の男』 (日本語吹き替え版)　　１９４９年/イギリス モノクロ スタンダード 105 1 平20 岩波映像
親友のハリーの招きでこの街を訪れた作家マーチンスは到着早々彼が
死んだと知らされる｡彼の死には第三の男が立ち会っていたというの
だが…｡

139 DVD 一般 『第十七捕虜収容所』 (日本語吹き替え版)　１９５３年/アメリカ モノクロ スタンダード 119 1 平22 ワールドピクチャー

皆の協力のもと､脱走を試みた2人の捕虜が射殺される｡仲間内から裏
切り者がいるとの声が上がり､一匹狼のセフトンは真っ先に疑いの目を
向けられる｡なんとか疑惑を晴らそうと､ドイツ軍のスパイ探しをするセフ
トンだったが…｡

140 DVD 一般 『太平洋作戦』 (日本語吹き替え版) 　１９５１年/アメリカ カラー スタンダード 99 1 平20 岩波映像

１９４2年の初夏､日本軍の攻撃を阻止して反攻に転じるため､ハワイの
オアフ島で猛訓練を行っていたアメリカ海兵隊ＶＭＦ第2４７戦闘機中隊
は､超低空銃爆撃戦術を主張する冷血な職業軍人カービー少佐に
ひきいられて､ガダルカナル島上陸に参加した｡
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141 DVD 一般 『黄昏』 (日本語吹き替え版)　　１９５１年/アメリカ モノクロ スタンダード 112 1 平20 岩波映像

１９世紀のシカゴ､田舎娘キャリーを見初めた一流レストランの支配人
ハーストウッドはレストランの金を盗み､キャリーを連れてニューヨークへ
と移り住むが､どんどん落ちぶれていく｡ついに彼が乞食にまでなって
しまった時､彼女は女優として成功する｡

142 DVD 一般 『誰がために鐘はなる』 (日本語吹き替え版)　　１９４３年/アメリカ カラー スタンダード 156 1 平20 岩波映像

スペイン動乱を舞台にゲリラ活動に参加したアメリカ人の心情を描いた
悲恋ドラマ｡政府の軍事輸送を阻止するため､鉄橋の爆破計画が練られ
た｡作戦に参加したアメリカ人ロバートは､ジプシーのゲリラに協力を求
める｡そこでロバートは美しい娘マリアと出会い､二人は激しく惹かれ
合うが…｡

143 DVD 一般 『断崖』 (日本語吹き替え版) 　１９４１年/アメリカ モノクロ スタンダード 99 1 平20 岩波映像
ずさんな財産管理の仕方や､懸命に毒薬について調べている夫の姿
を見て､妻の疑念は日々増していく｡そして､家を出ようとした妻を乗せ
たまま､夫の運転する車は断崖目指して突き進む…｡

144 DVD 一般 『地上最大のショウ』 (日本語吹き替え版) 　１９５２年/アメリカ カラー スタンダード 152 1 平20 岩波映像
世界最大のサーカスとして知られているリングリング・ブラザース
バーナム・アンド・ベイリー一座に､新しく空中曲芸の名人セバスティア
ンが加わることになった｡

145 DVD 一般 『地上より永遠に』 (日本語吹き替え版) 　１９５３年/アメリカ モノクロ スタンダード 118 1 平20 岩波映像
１９４１年の夏､ハワイ・ホノルルの兵営にプルーと呼ばれる青年兵が
転隊して来た｡プルーはこの部隊に公正な待遇を期待してきたのだが､
現実は彼の考えていた様にはいかなかった｡

146 DVD 一般 『椿姫』 (日本語吹き替え版)　１９３７年/アメリカ モノクロ スタンダード 108 1 平20 岩波映像

１８４７年のパリ｡社交界の花形マルグリット・ゴーティエは､世話役の
プリュダンス夫人にロシアのバルビル男爵を紹介すると言われ､オペラ
見物の桟敷席に座る｡夫人の言う一階の二列目の男性客をオペラグラ
スで覗くと､一人の美青年がにこやかに微笑みかけた｡

147 DVD 一般 『つばさ』  (日本語吹き替え版)　 １９２７年/アメリカ モノクロ スタンダード 139 1 平20 岩波映像

中西部の田舎町育ちのジャックは土地の富家の娘シルヴィアを恋する
が､隣家のメアリーの彼への思慕に気付かなかった｡シルヴィアは名家
の御曹子デヴィッドと相思相愛の仲｡やがてアメリカ参戦｡二人は同じ
飛行機隊に入る｡やがて撃墜王として知られるようになった両者は､勲
章を授与され､休暇でパリに出かけた…｡

148 DVD 一般 『肉弾鬼中隊』 (日本語吹き替え版) 　１９３４年/アメリカ モノクロ スタンダード 65 1 平20 岩波映像

欧州大戦中メソポタミヤ砂漠において英軍の一中尉の率いる騎兵偵察
隊が突如､何処からともなく銃丸が飛んできて中尉は即死する｡中尉の
死体は砂に埋められ軍曹が代わって指揮し､そのまま進軍を続けるが､
軍曹は分隊の使命も､目的地も､また本隊が現在何処にいるかも知ら
なかった｡

149 DVD 一般 『バグダッドの盗賊』 (日本語吹き替え版)　１９４０年/イギリス カラー スタンダード 106 1 平22 ワールドピクチャー

バグダッドのアーマド王は宰相の裏切りにより牢獄に投ぜられてしまう｡
牢獄にはバグダッドの盗賊と呼ばれる少年アブーがいた｡二人は脱獄に
成功しバスラーへと｡しかし､宰相の魔法で王は盲目に､アブーは犬へと
姿を変えられてしまうのだった｡王の地位奪回への冒険の旅が始まる
のだ｡

150 DVD 一般 『バターンを奪回せよ』 (日本語吹き替え版) 　１９４４年/アメリカ カラー スタンダード 95 1 平20 岩波映像

真珠湾攻撃以来､日本軍の南洋諸島での戦況は勢いを増していた｡
コレヒドール島のアメリカ将兵基地も空襲を受け､日本軍の手に落ちる
のは時間の問題だった｡ジョゼフ・マドン大佐はバターンの待避壕でか
ろうじて空襲を免れた｡しかし､バターンは日本軍の手に落ち…｡

151 DVD 一般 『ハムレット』（日本語吹き替え版）　１９４８年/イギリス モノクロ スタンダード 153 1 令1 岩波映像

十三世紀デンマーク王は､庭園に眠っていて毒へびにかまれて亡くな
ると､王位は弟ク ローディアスが継ぎ､幾ばくもなくして前王妃ガートル
ードが新王と結婚した｡ 前王の一子ハムレットはすでに成人しており､
本来ならば王位に即くべきであるのだが…｡

152 DVD 一般 『パラダイン夫人の恋』 (日本語吹き替え版) 　１９４７年/アメリカ モノクロ スタンダード 115 1 平20 岩波映像
美貌のパラダイン夫人は盲目の夫を毒殺した嫌疑で起訴された｡この
事件を担当することになった弁護士キーンは彼女の美しさに心奪われ
る｡彼は無罪を勝ち取ろうと躍起になるが､夫人には何か裏の秘密が…｡

153 DVD 一般 『巴里のアメリカ人』 (日本語吹き替え版)　　１９５１年/アメリカ カラー スタンダード 113 1 平20 岩波映像
パリに住むアメリカ人ジェリー・ミュリガンは､気ままな感じ易い青年だ｡
パリに留まって一１人前の絵描きになることが宿望だが､絵の勉強は
一向に進まない｡だが友達はたくさんできた

154 DVD 一般 『バルカン超特急』 (日本語吹き替え版)　１９３８年/イギリス モノクロ スタンダード 98 1 平22 ワールドピクチャー

ロンドン行きの列車に乗り込んだアイリスは､ミス・フロイという老女と知
り合う｡しかし一眠りしたあと気がつくと彼女の姿がこつ然と消え､乗客
のみんなが存在を否定する｡魔術師や尼層､脳外科医など疑わしい連
中ばかりの四面楚歌の状況下､１人の青年と共に彼女の捜索を始め
るが...｡

155 DVD 一般 『陽のあたる場所』 (日本語吹き替え版)　　１９５１年/アメリカ モノクロ スタンダード 122 1 平20 岩波映像

ジョージは母子2人きりの貧しい家に育ち､水着製造工場を経営してい
る伯父のチャールズに会い､彼の工場に職を得る｡ある日､映画館で隣
合わせになった職場の女性アリスと親しくなる｡が､初恋の相手アンジ
ェラと再会し､アリスを殺害する決意をするが…

156 DVD 一般 『百万長者と結婚する方法』(日本語吹き替え版)　１９５３年/アメリカ カラー スタンダード 96 1 平21 岩波映像

美人モデルの３人､バツイチで姉御肌のシャッツィ､ド近眼で間抜けな
ポーラ､現実的で計算高いロコは､幸せになるために百万長者と結婚す
る計画を立て､ニューヨークの最高級アパートに暮らし始めた｡果たして
最後に３人が選ぶのはお金､それとも愛？

157 DVD 一般 『舞台恐怖症』 (日本語吹き替え版) 　１９５０年/イギリス モノクロ スタンダード 110 1 平20 岩波映像

夫を殺したスター女優シャーロットは､愛人ジョナサンに助けを求める｡
ジョナサンは後始末のためにシャーロットの屋敷を訪れるが､女中に目
撃されてしまい警察に追われるハメに｡ジョナサンを匿うことになった友
人のイブは､ジョナサンの容疑を晴らすべくシャーロットに近づくが…｡
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158 DVD 一般 『フライング・タイガー』 (日本語吹き替え版) 　１９４２年/アメリカ カラー スタンダード 101 1 平20 岩波映像

蒋介石もその名を称えた､中国軍外人戦闘機部隊「フライング・タイガー
ス」｡彼らは隊長ジムの指揮のもと､日本軍航空機部隊と果敢に戦って
いたが､物量の差ゆえやむなく犠牲者を抱えることもあった｡ジムはラン
グーンで､ある事件で隊を追われた鼻つまみ者､ウディの復隊を懇願
される｡

159 DVD 一般 『ブロードウェイ・メロディー』 (日本語吹き替え版) 　１９２９年/アメリカ モノクロ スタンダード 100 1 平20 岩波映像

歌手のエディは自作曲の"ブロードウェイ・メロディ"を引っ提げ､ジーグ
フェルドを彷彿とさせるザンフィールドのショウに大いに売り込む｡そし
て､成功した彼を頼って､ドサ廻りで互いに苦労したマホーニー姉妹が
ＮＹへやって来る｡

160 DVD 一般 『別離』 (日本語吹き替え版)　　１９３９年/アメリカ モノクロ スタンダード 70 1 平20 岩波映像

名ヴァイオリニスト､ホルガー・ブラントは紐育の演奏会を終えて伴奏者
のトマスとマネジャーを連れ､妻と娘のアン・マリーの待つ故郷に向かう｡
トマスは後進の指導に専念しようとしたが彼の元に教えを乞うた女流ピ
アニスト､アニタは偶然にもアン・マリーにピアノを教えていた人だった｡

161 DVD 一般 『望郷』 (日本語吹き替え版)　１９３７年/フランス モノクロ スタンダード 94 1 平22 ワールドピクチャー

パリを逃れ潜伏するペペ・ル・モコは､懐かしの町の匂いを身に纏う女
ギャビーにぞっこんとなり､甘い逢瀬を重ねる｡いよいよ女の去る日が来
て､慎重な男であったの､軽率にも彼女を追って波止場に現れ､警察に
捕まり…｡

162 DVD 一般 『真昼の決闘』 (日本語吹き替え版)　 １９５２年/アメリカ モノクロ スタンダード 84 1 平20 岩波映像

１８７０年､西部のハドリーヴィルという小さな町｡この町の保安官ケイン
は､事務所でエミイと結婚式を挙げていた｡彼は結婚と同時に保安官の
職を辞し､他の町へ向かうことになっていた｡そのとき､ケインに恨みを抱
く４人のならず者たちが彼を殺しに町にやってくるという知らせが届く…｡

163 DVD 一般 『見知らぬ乗客』 (日本語吹き替え版)　 １９５１年/アメリカ モノクロ スタンダード 101 1 平20 岩波映像

テニス選手のガイは､列車で出会った青年・ブルーノから互いの邪魔者
を殺す交換殺人を持ち掛けられる｡相手にしないガイだったが､ブルーノ
は殺人を実行｡アリバイがなく､警察から疑われるガイに､ブルーノは執
拗に脅迫する｡「次は君の番だ! 」と…｡

164 DVD 一般 『ミニヴァー夫人』(日本語吹き替え版)　１９４２年/アメリカ モノクロ スタンダード 134 1 令1 岩波映像

ロンドンから程遠くないイングランドの小さい町ベルハムに､ミニヴァー
夫妻は幸福な家庭をもっていた｡ナチが始めた戦争にいつ英国も加わ
らねばならぬか分からないが､ベルハムは平和で､駅長バラードもバラ
の花を展覧会に出そうと丹精している｡

165 DVD 一般 『モロッコ』 (日本語吹き替え版)　　１９３０年/アメリカ モノクロ スタンダード 90 1 平20 岩波映像

モロッコ駐屯の独国外国人部隊の一兵卒にトム・ブラウンという米国人
がいた｡彼は人を人とも思わぬ不敵の男で､女なんかは一時の慰み物
くらいにしか心得ず､飽きれば弊覆のごとくに捨てて省みないという風
だった｡

166 DVD 一般 『山羊座のもとに』 (日本語吹き替え版) 　１９４９年/イギリス カラー スタンダード 117 1 平20 岩波映像

イギリスの流刑地だった１９世紀オーストラリア｡かつて犯罪者としてこ
の地へ送られ一代で財を築きあげた街の有力者フラスキーの元に､一
攫千金を狙うイギリス総督の甥チャールズがやって来る｡チャールズは
フラスキーの妻ヘンリエッタが心を病んでいることを知り､彼女を救おうと
するが…｡

167 DVD 一般 『郵便配達は二度ベルを鳴らす』 (日本語吹き替え版)　　１９４６年/アメリカ モノクロ スタンダード 113 1 平20 岩波映像

ポー河沿いのレストラン・ドガナの経営者ブラガーナの妻ジョヴァンナ
は､一回りも年の違う夫との生活にへきえきし､退屈な毎日を送ってい
た｡そんなある日､一台のトラックから放り出されてドガナのカウンター
を叩いた男､ジーノに魅せられ､激情がわくのを感じた｡

168 DVD 一般 『恐喝（ゆすり）』 (日本語吹き替え版)　１９２９年/イギリス モノクロ スタンダード 82 1 平22 ワールドピクチャー

襲われそうになり､我が身を守るため相手をナイフで刺し殺してしまった
ヒロインと､その恋人で彼女を庇おうとする刑事のフランク｡そして､その
ことをネタに二人を恐喝しようともくろむ男のやりとりをスリリングに描い
ている｡

169 DVD 一般 『欲望という名の電車』 (日本語吹き替え版)　　１９５１年/アメリカ モノクロ スタンダード 122 1 平20 岩波映像

アル中で元教師のブランチがニューオーリンズの妹夫婦の家を訪ねて
くる｡上品そうに振る舞い容色ばかり気にする彼女に義弟スタンリーは
我慢できない｡彼女の汚れた過去を知った彼はブランチと恋仲のミッチ
にそれを教えた…｡

170 DVD 一般 『リオ・グランデの砦』 (日本語吹き替え版)　１９５０年/アメリカ モノクロ スタンダード 105 1 平22 ワールドピクチャー

リオ・グランデ河のほとりにある砦に､指揮官の息子が一兵卒としてや
って来る｡更に､その後を追って､別居していた妻が､息子を除隊させて
連れ戻そうと乗り込んでくる｡しかし､砦はインディアンとの戦闘の最中
で､連日激しい戦いが繰り広げられていた｡

171 DVD 一般 『緑園の天使』 (日本語吹き替え版) 　１９４５年/アメリカ カラー スタンダード 128 1 平20 岩波映像

１９2０年｡イギリスの片田舎で肉屋を営んでいるブラウン家の娘ヴェル
ヴェットは何よりも馬が好きで､どうにかして自分が１匹飼えるような身
分になりたいと願っていた｡ある日､彼女の家を頼ってマイという騎手く
ずれの少年がやって来た｡

172 DVD 一般 『レベッカ』 (日本語吹き替え版)　　１９４０年/アメリカ モノクロ スタンダード 130 1 平20 岩波映像
貧しいヒロインは英国紳士マキシムにマンダレイ屋敷の後妻として迎え
られるが､そこは謎の死を遂げた前妻レベッカの影に支配されていた｡

173 DVD 一般 『ロープ』 (日本語吹き替え版)　 １９４８年/アメリカ カラー スタンダード 80 1 平20 岩波映像
自分たちの能力を誇示するために完全犯罪を計画した二人の青年
フィリップとブランドンは､大学の同級生を殺害し…

174 DVD 一般 『ローマの休日』 (日本語吹き替え版) 　１９５３年/アメリカ モノクロ スタンダード 118 2 平20 岩波映像

ある小国の王女アンがローマを訪れた｡王女は王室礼儀的な堅苦しい
行事にうんざりで､侍従の目を盗みひとりで街へ飛び出してゆき､広場の
ベンチで寝込んでしまったところを､通りかかったアメリカ人新聞記者
ジョー・ブラドリーに助け起こされ､彼のアパートで一晩を過ごす｡
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175 DVD 一般 『若草物語』 (日本語吹き替え版) 　１９４９年/アメリカ カラー スタンダード 122 1 平20 岩波映像
１９世紀半ば､アメリカは南北戦争下に突入｡マサチューセッツ州のマ
ーチ家も父が従軍し､母のマーチ夫人､１６歳の長女メグ､１５歳の次女
ジョー､１３歳の三女ベス､１2歳の末っ子エミーが留守宅を守っていた｡

176 DVD 一般 『我が家の楽園』 (日本語吹き替え版) 　１９３９年/アメリカ モノクロ スタンダード 127 1 平30 岩波映像

大富豪のカービーは､軍需工場拡大のため土地の買収に乗り出すが､
ある風変わりな一家の反対にあう｡跡取り息子トニーの恋人アニーがそ
の一家の娘であることを知った彼は､2人の交際に大反対｡トニーはな
んとか交際を認めてもらおうと奮闘する｡

177 DVD 一般 『わが谷は緑なりき』 (日本語吹き替え版)　　１９４１年/アメリカ モノクロ スタンダード 118 1 平20 岩波映像

ギリム・モーガンの一家は､１０歳の末っ子のヒューをのぞいて､すべて
炭坑で働いていた｡彼等はみな応分の収入があり､平和だった｡家族の
受ける給料は家長のモーガン老によって保管され､家庭のために決め
られた使途にあてられていた｡

178 DVD 一般 『我が道を往く』 (日本語吹き替え版)　 １９４６年/アメリカ モノクロ スタンダード 130 1 平20 岩波映像

ニューヨークの下町にある貧しい教会セント・ドミニックを舞台に､老牧師
とそこに赴任してきた若い副牧師オマリーが財政困難な教会のために
悪戦苦闘する姿を愛と友情をからめて描いた作品｡オマリーは不良少
年たちを集めて聖歌隊を作り､知人のオペラ歌手リンデンを招いて教会
の再建に尽くす｡

179 DVD 一般 『私は告白する』 (日本語吹き替え版)　１９５３年/アメリカ モノクロ スタンダード 95 1 平22 ワールドピクチャー

カナダのある教会で働く男が､神父に､強盗殺人をしてしまったと告解｡
やがて､その事件の容疑者として神父に嫌疑がかかる｡だが､懺悔中に
聴いたことは他言してはならない､というカトリックの戒律のため､神父は
真犯人の名を明かすことが出来なかった…｡

180 DVD 一般 『私を野球に連れてって』 (日本語吹き替え版) 　１９４９年/アメリカ カラー スタンダード 93 1 平20 岩波映像

遊び人のエデイと純情なデニスは野球チーム「ウルブス」のスター選手
だが､ステージへの夢をあきらめきれないでいた｡そこに新しいオーナー
のキャサリンがやってくるが､厳しい彼女のため夜遊びもできない｡そこ
で策略をめぐらすエディ｡

181 DVD 一般 『我等の生涯の最良の年』 (日本語吹き替え版) 　１９４６年/アメリカ モノクロ スタンダード 170 1 平20 岩波映像

軍用輸送機B１７に乗り合わせた復員兵三人は､同じ故郷の町の飛行
場に着く｡歩兵軍曹アル・スチヴンスンは中年の銀行員､青年飛行大尉
フレッド・デリーは百貨店の番頭であった｡一番若い水兵のホーマー・
パーリッシュは両手の代わりに鉄のカギのついた義手の傷い軍人
である｡

 ◆９３０　アニメ

182 DVD 小 アニメ落語館 全巻セット(3枚組) カラー スタンダード 119 1 平29 株式会社亜細亜堂
第１巻　①馬の田楽　　②お血脈
第２巻　①かぼちゃ屋　②転失気
第３巻　①たらちね    　②つる    　③一目上がり　④替り目

183 DVD 小～一般 アルプスの少女ハイジ カラー スタンダード 107 1 令1 日本コロンビア株式会社
両親を事故で亡くし叔母に育てられた少女・ハイジが､アルムの山に住
む偏屈な祖父アルムおんじに預けられて雄大な自然や心優しい人々と
触れ合う中で様々なことを学び､成長していく様を描いたホームドラマ｡

184 DVD 幼・小 アンディパンダ&ウッドペッカー　　他全８話 カラー スタンダード 64 1 平25 岩波映像

①アンディ・パンダ ②リンゴの誘惑 ③アンディのプレゼント
④キツツキとパンダ一家 ⑤アンディとベッカーのショパン演奏会
⑥フィッシュ・フライ ⑦アンディ交響楽団 ⑧キツツキとパンダ一家
⑨パーティ荒らし

185 DVD 幼・小 ウッディ・ウッドペッカー　ペッカーの迷パイロット　他８話 カラー スタンダード 53 1 平23 岩波映像

①ハチャメチャドライブ　②ペッカーの迷パイロット
③ペッカーの野球対決　④サーカスで大はしゃぎ
⑤誰が誰を料理するのか　⑥ペッカーのシルクハット
⑦明日は明日の風が吹く　⑧手品師ペッカー

186 DVD 一般 風のように カラー ワイド 42 1 平30 エクラアニマル

日本中､花を求めて旅をする養蜂家一家のトラックが谷底に転落し､少
年三平だけが生き残った｡三平は蜂に刺されて倒れていた少女チヨと
出会い､彼女の住む里で暮らすことになる｡やがて三平は､村人もあき
らめて手につけずにいた荒地を一人で開墾し､突如姿を消した｡

187 DVD 幼・小 グーフィー　グーフィーのスキー教室　他全８話 カラー スタンダード 25 1 平23 岩波映像

①グーフィーのスキー教室　②グーフィーの野球教室
③グーフィーの水泳教室　④グーフィーのゴルフ教室
⑤グーフィーの虎退治　⑥グーフィーのバスケットボール
⑦グーフィーの大仕事　⑧グーフィーのテニス教室

188 DVD 幼 クリスマスキャロル カラー スタンダード 29 1 平16 学研

意地悪で偏屈者の老人・スクルージ｡クリスマス・イブの晩､そんな彼の
前に亡くなった共同経営者の亡霊が現れる｡亡霊は過去・現在・未来
の３人の幽霊をスクルージに紹介し､彼に幼かったころの思い出など､
さまざまな記憶をよみがえらせる｡そして､最後に未来の幽霊が見せた
ものは…｡

189 DVD 小～一般 サンタ・カンパニー　～真夏のメリークリスマス～ カラー ワイド 27 1 令3 KENJI STUDIO
ノエルはクリスマスが大嫌い｡両親は離婚し､一緒に住む父親も仕事に
大忙し｡今年もひとりぼっちかと憂鬱な気持ちで横浜の自宅に帰ると､
なぜかそこには「サンタ・カンパニー」という会社が広がっていました｡

190 DVD 幼・小 サンタさんは大いそがし！ カラー スタンダード 12 1 平21 (有)アニメーション画房わ組

また､クリスマスの日がやってきます｡サンタさんと森の妖精たちは､世
界中の子供たちの為にプレゼントの木を育てます｡夏の暑い日も､冬の
寒い日も､それは大いそがし｡さあプレゼントの木には大きな実がみの
り､トナカイたちも元気いっぱい！ソリにたくさんプレゼントを積み込ん
で､さあ出発です｡
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　　DVD等教材目録 令和4年4月更新

番号 種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

191 DVD 幼 七夕ものがたり カラー スタンダード 20 3 平16 学研

天を支配する天帝は､織姫には美しい織物を織るように命じ､また彦星
には､黄金の子牛を育てるように命じました｡それぞれ一生懸命に仕事
に取り組んでいたある日､織姫のところに､彦星の吹く美しい笛の音が
聞こえてきます｡彦星もはた織りのリズミカルな音にひかれ､お互いに
引き寄せられていきます｡やがて二人は､遊ぶことに夢中になり､仕事
をすっかり忘れてしまいました｡それを見た天帝は…｡

192 DVD 幼・小 地球が熱を出している カラー スタンダード 20 1 平21 (有)アニメーション画房わ組

①地球温暖化とは!?　②太陽光と地球の関係
③「温室効果」「温室効果ガス」とは?　④何故､温暖化が進んだのか?
⑤温暖化による影響・被害　⑥温暖化に対する対策
⑦環境に理想的な生活のあり方　⑧いままでできる事とは?

193 DVD 幼・小 チップとデール　リスのいたずら合戦　他全８話 カラー スタンダード 25 1 平23 岩波映像
①リスの朝ごはん　②リスの冬支度　③リスのオモチャ合戦
④リスのいたずら合戦　⑤リスの手袋騒動　⑥リスの汽車ごっこ
⑦リス君は歌姫がお好き　⑧リスのピーナッツ

194 DVD 幼・小 トゥイーティー　ネコとネズミの赤ずきん　他全８話 カラー スタンダード 53 1 平23 岩波映像
①ネコたちの大作戦　②食うか食われるか　③公演は楽しいわが家
④子ネコとバトル　⑤悪知恵合戦　⑥雪の日の出来事
⑦迷惑なコンサート　⑧ネコとネズミの赤ずきん

195 DVD 幼・小 とべないホタル カラー スタンダード 17 1 平21 共和教育映画社

羽がちぢんで生まれた為に､とべないホタルがいました｡彼を励まし､助
ける仲間のホタルたち｡足の不自由な妹の為にホタルを取りにやってき
た姉と弟｡ホタルと子供たちとのふれあいを通して､やさしさと､思いやり
の大切さを描きました｡

196 DVD 小～一般 殿さまの茶わん カラー ワイド 16 1 平29 東映

昔､ある国の有名な陶器師が殿さまの茶碗を作ることになりました｡そ
れは美しく上品な､軽くて薄手の茶碗が出来上がりました｡茶碗が重く
て厚手のは品がないと云うのです｡殿さまは食事のたびに手が焼ける
ような熱さを我慢しなければなりませんでした｡ある日､旅で立ち寄った
百姓家で名もない職人の作った茶碗に出会った時､殿さまはほっとす
るのでした｡いくら有名な陶器師でも親切心が無いと何の役にも
たたない｡

197 DVD 小～一般 NITABOH 仁太坊-津軽三味線始祖外聞 カラー ワイド 100 1 平29 ワオ・コーポレーション

生まれて間もなく母を失い､８歳の時､当時流行していた天然痘に冒さ
れて失明した仁太郎｡ある日､ゴゼのタマナの三味線演奏に魅せられ
た彼は､三味線を習い始める｡その後､父親が亡くなった仁太郎は天涯
孤独の身に｡

198 DVD 幼・小 バッグス・バニー　イタズラなウサギ　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平23 岩波映像
①イタズラなウサギ　②カメウサギに勝つ　③スーパーウサギ
④バニーは大どろぼう　⑤バニーの宇宙旅行　⑥南極の旅
⑦赤頭巾ウサギに気をつけろ　⑧夢は音楽家

199 DVD 幼・小 フィリックス・ザ・キャット　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平25 岩波映像

①勇敢な王様　②フィリックスと金のガチョウ　③フィリックスと海の神様
④きれいなネコにはトゲがある　⑤星占いで大災難
⑥フィリックスオランダへ行く　⑦由緒正しきネコ
⑧フィリックスのロミオとジュリエット

200 DVD 小～一般 負傷した線路と月 カラー ワイド 15 1 平29 東映

線路が､「痛い痛い」と言っている｡機関車に傷つけられてしまったのだ｡
かたわらに咲く､なでしこがなぐさめてあげる｡雨も､熱くほてった体をさま
してあげる｡月は､「あなたを傷つけた機関車をつきとめてあげる」と旅に
出る｡果たして､線路を傷つけた､本当の悪者は誰？

201 DVD 幼・小 プルート　プルートの遊び友達　他全８話 カラー スタンダード 25 1 平23 岩波映像
①プルートの遊び友達　②プルートの泣き虫　③プルートの動物園
④プルートの仲直り　⑤プルートの名探偵　⑥プルートのおつかい
⑦プルートの恋の季節　⑧プルートのサーカス大好き

202 DVD 小～一般 ふるさと-JAPAN カラー ワイド 98 1 平29 ワオ・コーポレーション

“童謡を子供たちに伝える”という兄の遺言を胸に､年末に開かれる地
区合唱大会での優勝を目指す小学校教師の理恵子｡ところが生徒の
起こした事件で大会への参加は中止となり､生徒が亡くなるという悲劇
も起こる｡

203 DVD 幼 ポパイ vol.１　王子様になりたい！　他 カラー スタンダード 33 1 平21 ワールドピクチャー
①王子様になりたい！　②ポパイはタクシー運転手
③もし大統領になれたら　④乱暴者はどっちだ？
⑤ポパイのおばけ騒動

204 DVD 幼 ポパイ vol.２　オリーブの心変わり　他 カラー スタンダード 27 1 平21 ワールドピクチャー
①ポパイの心変わり　②ポパイのほうれん草畑　③ポパイは映画監督
④ボクシングチャンプへの大作戦

205 DVD 小～一般 ムーミン谷とウインターワンダーランド カラー ワイド 86 1 令1 アミューズソフト
冬になれば春まで長い眠りにつくムーミン一家｡しかし､好奇心いっぱい
のムーミントロールは､まもなく訪れる冬を感じるため外へ出かけ､そこで
初めて「クリスマス」の存在を知り…｡

206 DVD 幼・小 みんなのアイドル　ベティちゃん　他全８話 カラー スタンダード 56 1 平25 岩波映像
①ベティのダイエット　②赤ずきんちゃん　③白雪姫　④お風呂なんて
大嫌い　⑤ベティ日本へ行く　⑥ベティ愛の勝利　⑦ベティと陽気な音
楽隊　⑧ベティのシンデレラ

207 DVD 小～一般 リトルマーメイド カラー シネスコ 77 1 令3 プルーク
海に住む人魚姫のアニーは､ある嵐の日に船を見つける｡船は激しい波
にさらわれ､船から幼い娘が投げ出されてしまう｡

208 DVD 幼・小 ルーニー・テューンズ　命がけのクイズ・ショー　他全８話 カラー スタンダード 55 1 平23 岩波映像
①猫は負け犬　②いとしのバニー　③バッグスの大脱走
④命がけのクイズ・ショー　⑤オレがスターだ　⑥料理の達人
⑦恐怖のティータイム　⑧ゴー！ゴー！ドカン！

209 DVD 幼・小 ようこそ！エコロ島 カラー スタンダード 17 1 平21 (有)アニメーション画房わ組
ストップ温暖化!緑溢れる島“エコロ島”を舞台に､環太くんと境子ちゃん
のきょうだいが､地球温暖化やエコロジーについて､考え話し合う｡
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番号 種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

210 DVD 幼 アニメの世界で優しく英語力　世界名作童話パート１　①シンデレラひめ　②にんぎょひめ カラー スタンダード 30 1 平21 ワールドピクチャー ①シンデレラひめ　②にんぎょひめ

211 DVD 幼 アニメの世界で優しく英語力　世界名作童話パート２　①赤ずきん　②しらゆきひめ カラー スタンダード 30 1 平21 ワールドピクチャー ①赤ずきん　②しらゆきひめ

212 DVD 幼 アニメの世界で優しく英語力　世界名作童話パート３　①三びきのこぶた　②ながぐつをはいた猫 カラー スタンダード 30 1 平21 ワールドピクチャー ①三びきのこぶた　②ながぐつをはいた猫

213 DVD 幼 アニメの世界で優しく英語力　世界名作童話パート４　①おおかみと７ひきのこやぎ　②アリババと４０人のとうぞく カラー スタンダード 30 1 平21 ワールドピクチャー ①おおかみと７ひきのこやぎ　②アリババと４０人のとうぞく

214 DVD 幼 アニメの世界で優しく英語力　世界名作童話パート５　①みにくいあひるの子　②ちびくろサンボ カラー スタンダード 30 1 平21 ワールドピクチャー ①みにくいあひるの子　②ちびくろサンボ

215 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   １　　ファンタジア（日本語吹替え版） カラー スタンダード 117 1 平18 アプロック

８つの異なる時代を８つの古典音楽にのせて描く､ファンタスティックなア
ニメーションによるバレエ劇｡ミッキー・マウスが指揮者兼時の魔術師と
して登場｡収録曲はバッハの『トッカータとフーガ』､チャイコフスキーの
『くるみ割り人形』､デュカスの『魔法使いの弟子』､ストラビンスキーの
『春の祭典』､ベートーベンの『交響曲／田園』､ポンキエルリの『時の踊
り』､ムソルグスキーの『はげ山の一夜』､シューベルトの『アベ・マリア』｡

216 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   ２　　バンビ（日本語吹替え版） カラー スタンダード 70 1 平18 アプロック

大鹿グレート・スタッグの子として生まれたバンビは兎やスカンク､牝鹿
のファリンらと楽しく遊びながらすくすく成長する｡母鹿を人間に捕らわれ
る悲しみ､ファリンをめぐっての争いを経て､逞しい牡鹿となった彼を待つ
試練は､キャンプに来た人間の不注意から起きた森の大火だった…｡

217 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   ３　　ダンボ（日本語吹替え版） カラー スタンダード 62 1 平18 アプロック

サーカスの象ジャンボが生んだ子象の名前は“ダンボ”｡ところが､あま
りにも大きな耳をしていたダンボはサーカスの笑いもの｡芸をさせても
失敗ばかり｡みんなから仲間はずれにされて､すっかりしょげこんでしま
う｡けれども､ネズミのティモシーに勇気づけられたダンボは練習を重ね
て､空を飛べるようになる｡みんなに笑われていた大きな耳は立派な
翼､ダンボは空飛ぶ象としてサーカス一のスターになる…｡

218 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   ４　　シンデレラ（日本語吹替え版） カラー スタンダード 72 1 平18 アプロック

昔あるところにシンデレラという美しい娘がいて､義理の母と姉たちに召
使いのように扱われていました｡ある日､お城の王子さまが婚約者をさ
がすための舞踏会を開いたが､義理の母と姉たちに邪魔をされました
が妖精のちからを借りて舞踏会へ行くことができたシンデレラは､０時と
ともにあわてて帰ったため､お城にガラスのくつを片方落としてしまいま
した｡王子さまはガラスのくつをたよりにシンデレラを探しだし､ふたりは
結婚して幸せに暮らした｡

219 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   ５　　白雪姫（日本語吹替え版） カラー スタンダード 81 1 平18 アプロック

白雪姫の継母の女王は自分よりも美しい者が許せません｡「この世で
美しい女は？」と魔法の鏡に問いかけていましたが白雪姫が成長する
と魔法の鏡の答えは変わりました｡怒った女王は白雪姫を殺すよう家
来に命令しました｡森に逃げた白雪姫は７人の小人の家で居候するこ
とに｡魔法の鏡によって､白雪姫が生きていることを知っ女王は､毒りん
ごを作ると白雪姫をだまし､毒りんごを食べさせました｡仕事から帰って
きた小人たちは､白雪姫が死んだと思い､悲しみました｡そこへ､嵐にあ
って迷い込んだ王子様が優しくキスをして､白雪姫は目を覚ましました｡

220 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   ６　　ピノキオ（日本語吹替え版） カラー スタンダード 86 1 平18 アプロック

人形作りの名人ゼペットは､丸太から一体の人形を作り出した｡その晩､
ピノキオと名付けられた人形に命が宿る｡ゼペットはピノキオを我が子の
ように可愛がるが､人形サーカスの興行師ロレンジーニが目を
付けて…｡

221 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   ７　　ピーターパン（日本語吹替え版） カラー スタンダード 75 1 平18 アプロック

ロンドン郊外に住む少女ウェンディの元に､ある夜､おとぎ話のピーター
・パンが妖精ティンカー・ベルと共に現れた｡ウェンディ､弟マイケルと
ジョンは､空を飛べる魔法の粉を振りかけられて､いつまでも子供のまま
でいられる“ネバーランド”へと旅立つ｡

222 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   ８　　ふしぎの国のアリス（日本語吹替え版） カラー スタンダード 73 1 平18 アプロック

退屈な昼下がり､アリスは大忙しで走っていく服を来た白うさぎを追い
かけるうち､深い穴に落ちてしまい…なんとも奇妙な世界に迷い込んで
しまいます｡自分の体は伸び縮み､美しい花たちは歌いだし､“お誕生
日じゃない日”をお祝いし､おかしなことばかり起こります｡

223 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ   ９　　ガリバー旅行記（日本語吹替え版） カラー スタンダード 74 1 平18 アプロック

嵐に巻き込まれ遭難したガリバーが打ち上げられた先は小人の国の
海岸で､ガリバーは彼らの力になることを約束し､そこで過ごすことにな
った｡しかし､ガリバーはひょんなことからその国を追われ､敵の国に逃
げた｡その国の海岸にボートがあり､ガリバーはようやく帰り道につくこ
とができた｡

224 DVD 幼・小 アニメ名作シリーズ １０　　三人の騎士（日本語吹替え版） カラー スタンダード 70 1 平22 アプロック

誕生日プレゼントで友人から映写機と８mmフィルムを贈られたれたドナ
ルドは､友人たちと物語を楽しむ｡次のプレゼントは飛び出す絵本です｡
その本から抜け出した「ホセ・キャリオカ」に誘われ､不思議な体験を
する｡

225 DVD 幼・小 ウォルト・ディズニー　みにくいアヒルの子　他全８話 カラー スタンダード 64 1 平25 岩波映像
①みにくいアヒルの子　②黄金の王様　③ノアの箱舟
④蓮池の赤ん坊たち　⑤楽しい復活祭　⑥踊るニワトリ
⑦かしこいメンドリ　⑧森の音楽会

226 DVD 幼・小 ウォルト・ディズニー　３匹の子ぶた　他全８話 カラー スタンダード 63 1 平25 岩波映像
①３匹の子ぶた　②田園交響楽　③いたずら子猫
④うさぎとかめと花火合戦　⑤真夜中の舞踏会　⑥空飛ぶネズミ
⑦フグとペンギン　⑧田舎のねずみ
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番号 種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

227 DVD 幼・小 ウォルト・ディズニー　アリとキリギリス　他全８話 カラー スタンダード 63 1 平25 岩波映像
①アリとキリギリス　②サンタのプレゼント　③風車小屋のシンフォニー
④モスの消防隊　⑤おとぎ王国　⑥人魚の踊り　⑦働き子ぶた
⑧子守歌

228 DVD 幼・小 ウォルト・ディズニー　うさぎとかめ　他全８話 カラー スタンダード 70 1 平25 岩波映像
①うさぎとかめ　②子猫の武勇伝　③小さなハイアワサ
④子ぞうのエルマー　⑤オオカミは笑う　⑥ネズミ三銃士
⑦音楽の国　⑧花と木

229 DVD 幼・小 ウォルト・ディズニー　フィガロとクレオ　他全８話 カラー スタンダード 75 1 平25 岩波映像
①フィガロとクレア　②子猫のフィガロ　③フィガロとフランキー
④優しきライオン・ランパート　⑤ちびのヘラジカ・モリス
⑥リンゴ作りのジョニー　⑦プカドン交響曲　⑧小さな家

230 DVD 幼・小 ウォルト・ディズニー　赤ずきんちゃん　他全８話 カラー スタンダード 63 1 平25 岩波映像
①赤ずきんちゃん　②サンタのオモチャ工房　③海の王ネプチューン
④魔法使いの森　⑤小鳥の冒険　⑥クッキーのカーニバル
⑦子どもの夢　⑧３匹の親なし子ねこ

231 DVD 幼・小 ウォルト・ディズニー　青い自動車　他全８話 カラー スタンダード 78 1 平25 岩波映像
①青い自動車　②メロディ　③フットボール　④チキン・リトル
⑤ペリカンとシギ　⑥勇敢な機関士　⑦フランクリン物語
⑧牡牛のフェルディナンド

232 DVD 幼・小 おはよう！コケッコーさん １ カラー ワイド 30 1 平29 日本コロムビア株式会社

①おはようコケッコーさん　②朝ごはんだよ！コケッコーさん
③発明コケッコーさん　④ピーヒはめいたんてい　⑤ピームはヒーロー
⑥おやつはなーに？　⑦ごめんねのきもち　⑧たのしくあそぼう！
⑨だいすき！おかあさん　⑩こんにちはトミー

233 DVD 幼・小 おはよう！コケッコーさん ２ カラー ワイド 30 1 平29 日本コロムビア株式会社

①なかよしトミー　②ようこそ！トミー　③コケッコーさんのおおみそか
④コケッコーさんのおしょうがつ ⑤しろくてまあるいもの？
⑥はじめてのおつかい　⑦どっちがすごい！？ ⑧ふっらいぱん♪
⑨ホットケーキをつくっちゃおう　⑩あめあめ　ふれふれ

234 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『赤ずきん』 カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

235 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『赤ずきん』        　　　　　　　　　  ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

236 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『命の水』 カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

237 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『命の水』        　　　　　　　　　　  ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

238 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『金のがちょう』 カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

239 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『金のがちょう』        　　　　　　　  ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

240 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『ブレーメンの音楽隊』      カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

241 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『ブレーメンの音楽隊』      　　　　 ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

242 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『６人のごうけつ』  カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

243 DVD 幼・小 グリム名作劇場　『６人のごうけつ』        　　　　　  ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

244 DVD 幼・小 シートン動物記　ちび犬チンク カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

245 DVD 幼・小 シートン動物記　ちび犬チンク　　　　　　　　　　　　 　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

246 DVD 幼・小 シートン動物記　森を守る小さな赤リス カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

247 DVD 幼・小 シートン動物記　森を守る小さな赤リス　　　　　　　 　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

248 DVD 幼・小 シートン動物記　ギザ耳うさぎ カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

249 DVD 幼・小 シートン動物記　ギザ耳うさぎ　　　　　　　　　　　　　  ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

山男のビリーじいさんは､チンクというかわいい子犬を買っていた｡ある
日､ビリーじいさんは町へ行くことになり､チンクにテントの見張りを言い
つけて､出かけて行きました｡しばらくするとテントを狙うコヨーテが忍び
寄ってきました｡果たしてチンクはテントを守ることができるのでしょう
か？
リスたちは､母親の教えによって生きていくための知恵を学びます｡しか
し､それ以上に先祖から受けついできた「不思議な知恵」の働きによる
ことも多いのです｡おいしい実のなるヒッコリーやそのほか､森の木はた
いていリスたちによって植えられることが多いのです｡

ギザ耳うさぎとは､彼の耳がギザギザになっているのでつけられた名前
です｡それは､彼が最初にやった「冒険」のためにできたキズなのです｡
好奇心の強いこのうさぎは､黒ヘビとの戦いで片耳を噛みちぎられてし
まったのです｡され､ギザ耳うさぎの次はどんな冒険になるのでしょう｡

赤ずきんは､おかあさんに頼まれ､病気のおばあさんにお菓子とぶどう
酒を届けに行く｡心配なおかあさんは､くれぐれも森の中で寄り道しない
よう注意する｡森には悪いオオカミがいるのだ｡ずるがしこいそのオオカ
ミは先回りをして､まず先におばあさんを食べてしまう｡何も知らずにやっ
てきた赤ずきんはベッドに寝ているおばあさんの耳が大きいので不思
議に思う｡

とある国に大病で臥せっている王様がいた｡王様は二人の王子のうち､
優しい弟の王子を後継ぎにと考えていた｡そんな時､弟は難病をもたち
どころに治してしまう生命の水のことを聞きつけてくる｡ なんとか自分
が王位につこうと思っている兄がその水を探しに行くが､大入道に森の
かなたに吹き飛ばされてしまう｡弟は大入道に水のありかを教えても
らい､魔法にかけられた城へやって来る｡

ある村に４人の親子が住んでいた｡ある日､長男が父に代わって仕事に
出かけると一寸法師に出会う｡何か食べ物をくれないかと言われるが､
意地悪な長男は取り合わない｡そして長男は森で大ケガをしてしまう｡
今度は心の優しい次男のハンスが仕事に行くと､また一寸法師が現わ
れた｡次男が食べ物を分けてあげると､一寸法師は､この先に行ったと
ころにある大きな木を切れと言って消える｡ハンスがその木を切ると中
から金のがちょうが現われる｡

荷物運びの年老いたロバがいた｡飼い主の夫婦が､もう役に立たないの
で食べてしまおうと言っているのを聞いて､馬小屋を飛び出す｡途中､老
いた猟犬に会い､すっかり意気投合｡プレーメンで音楽師になるため､2
匹して旅に出る｡やがて猫とにわとりが仲間に加わった｡一行が足を止
めた森の中に盗賊たちの隠れ家があり､ちょうど寞会の最中だった｡そ
こで４匹で協力して盗賊たちを追い出してしまう｡

ある国に欲張りでけちな王様と姫がいた｡命がけで戦った豪傑な兵士
に褒美の一つも与えない｡そこで怒った兵士は､森で出会った力持ち､
凄腕の猟師､鼻息男､早足男､帽子男 (ハゲ頭から冷たい空気が出て
くる)と力を合わせて､国王と姫を懲らしめようとする｡
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250 DVD 幼・小 シートン動物記　タラク山の熊王 カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

251 DVD 幼・小 シートン動物記　タラク山の熊王　　　　　　　　　　　　 ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

252 DVD 幼・小 シートン動物記　峰の王者　羊のクラッグ カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

253 DVD 幼・小 シートン動物記　峰の王者　羊のクラッグ              ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 23 1 平23 Ｔ＆Ｋ

254 DVD 小 児童文学ライブラリー　かさこ地蔵（1年生向き） カラー スタンダード 13 1 平27 光村図書出版
貧乏なじいさまは､雪をかぶった６体のお地蔵様に､売り物のかさを
かぶせてあげました｡すると､その夜…｡

255 DVD 小 児童文学ライブラリー　大きなかぶ（1年生向き） カラー スタンダード 14 1 平28 光村図書出版

おじいさんがかぶのたねをまきました｡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ぬこうとしました｡けれども､かぶはぬけま
せん｡おじいさんおばあさん まご 犬 ねこ ねずみが力をあわせてぬこう
としました｡

256 DVD 小 児童文学ライブラリー　花いっぱいになあれ（1年生向き） カラー スタンダード 12 1 平28 光村図書出版
花のたねをつけて､子どもたちが飛ばした真っ赤な風船の一つが､山で
昼寝をしていた､子ぎつねコンのところに落ちてきました｡

257 DVD 小 児童文学ライブラリー　くじらぐも（1年生向き） カラー スタンダード 11 1 平28 光村図書出版

子供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｡真っ白い
雲のくじらです｡くじらに飛び乗ろうとみんなは手をつないで､丸い輪に
なると､思いっきりジャンプしました｡先生と子供たちは雲のくじらに乗
っていました｡

258 DVD 小 児童文学ライブラリー　たぬきの糸車（2年生向き） カラー スタンダード 12 1 平27 光村図書出版
たべものがとれなくなってものんきなたぬき｡よるになるとやってきて､
いえのまえでさわいだ｡ポンポコはらつづみをうったり､にもつをしょって､
わっしょいわっしょいあるいたり､おどったり｡

259 DVD 小 児童文学ライブラリー　手ぶくろを買いに（2年生向き） カラー スタンダード 15 1 平28 光村図書出版
寒い冬の夜､手ぶくろを買うために街へ降りた子ぎつね｡母ぎつねに､
片方の手を人間の手に変えてもらっていましたが､帽子屋に差し出し
たのは間違った方の手だったのです｡

260 DVD 小 児童文学ライブラリー　王さまでかけましょう（2年生向き） カラー スタンダード 12 1 平28 光村図書出版
つばめにライオンやぞうのいる国へ連れて行ってもらおうとする王様｡
ところが､あれもこれもと準備するうちに雨が降ってきて…｡

261 DVD 小 児童文学ライブラリー　つりばしわたれ（3年生向き） カラー スタンダード 13 1 平27 光村図書出版
東京からきた女の子､トッコは山のつりばしがこわくてわたれない｡
ところがある日､やまびこがカスリの着物を着てあらわれて…｡

262 DVD 小 児童文学ライブラリー　ちいちゃんのかげおくり（3年生向き） カラー スタンダード 14 1 平28 光村図書出版

お父さんが出征する前の日のことです｡先祖のお墓参りに行った帰り
道､ちいちゃんのお父さんは家族に「かげおくり」の遊びを教えてくれま
した｡影法師をじっと見つめて１０数え､数え終えたらすぐ空を見上げる
と影がそっくり空に映って見えるというのです｡ちいちゃんとお兄ちゃ
ん､お母さん､お父さんは４人で「かげおくり」をしました｡影法師は､まる
で記念写真のように空に映りました｡

263 DVD 小 児童文学ライブラリー　三年とうげ（3年生向き） カラー スタンダード 13 1 平28 光村図書出版
ころぶと３年しか生きられないといわれているさんねん峠で､いそいで
いたおじいさんが､ころんでしまった！さあ､どうしよう?

264 DVD 小 児童文学ライブラリー　一つの花（4年生向き） カラー スタンダード 11 1 平27 光村図書出版
「一つだけのお花､だいじにするんだよ｡」おとうさんは､一りんのコスモス
をゆみ子にわたすと､戦争にいきました｡それから､１０年―――､ゆみ子
はおとうさんのことを覚えていません｡

265 DVD 小 児童文学ライブラリー　白いぼうし（4年生向き） カラー スタンダード 13 1 平28 光村図書出版
男の子がぼうしの中につかまえたチョウをにがしてしまった｡松井さん
がチョウのかわりに思いついたものとは…｡

266 DVD 小 児童文学ライブラリー　ごんぎつね（4年生向き） カラー スタンダード 20 1 平28 光村図書出版

両親のいない小狐ごんは村へ出てきては悪戯ばかりして村人を困ら
せていた｡ある日ごんは兵十が川で魚を捕っているのを見つけ､兵十
が捕った魚やウナギを逃がすという悪戯をしてしまう｡それから十日
ほど後､兵十の母親の葬列を見たごんは､あのとき逃がしたウナギは
兵十が病気の母親のために用意していたものだと悟り､後悔する｡

267 DVD 小 児童文学ライブラリー　大造じいさんとガン（5年生向き） カラー スタンダード 20 1 平28 光村図書出版

群れの頭領「残雪」の賢さから､狩人の大造じいさんは､がん狩りがうま
くいかなくなります｡ある日仲間をはやぶさから助けようとした残雪を､
一度は狙うも逆に助けたのです｡そして､「おれたちは　また　どうどう
と　たたかおうじゃあないか」と､しとめたくてしかたがなかったはずの
相手が､とびさるすがたを見まもりながら､大きな声でよびかけるの
でした｡

268 DVD 小 児童文学ライブラリー　わらぐつのなかの神様（5年生向き） カラー スタンダード 24 1 平27 光村図書出版

夕方まで友達と近くの丘でスキーをしていたマサヨのスキーぐつはぐっ
しょりです｡おかあさんが新聞紙を入れておいてくれたけど手をつっこん
でみると､くつの中はまだ冷たくて､明日学校のスキーにはいていける
か心配です｡

269 DVD 小 児童文学ライブラリー　やまなし（6年生向き） カラー スタンダード 15 1 平27 光村図書出版

蟹の兄弟が､川底でクラムボンについて話をしています｡そんなとき､天
井を泳いでいた魚が､突然飛び込んできた何者かに食べられてしまい
ました｡ 蟹の兄弟は､恐ろしさに震えます｡上流からは､白樺の花が流れ
てきました｡そこへ､兄弟の父親がやってきます｡

270 DVD 幼 (新) ジャングル大帝 ① 誕生　 カラー スタンダード 24 1 令3 学研

271 DVD 幼 (新) ジャングル大帝 ① 誕生　　　　　　　　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 24 1 令3 学研

猟師のランは､2匹の子ぐまを育てていました｡ジャックと名付けた頭の
良い子ぐまがお気に入りでしたが､ジャックを手放すことになり､猟師を
やめてしまいました｡ある日､家畜を襲う「タラク山の熊王」を仕留めて
ほしいと頼まれ､ランは熊王を追って再び山に向かうことに…｡

大角羊のクラッグは､知恵と勇気､そして丈夫な体と､誰よりも立派な角
によって､大きな群れのリーダーになります｡しかし､その角が人間の欲
望の対象となり､多額の賞金がかけられてしまいます｡クラッグと漁師
のスコッティとの運命的な戦いが始まりました｡

アフリカ奥地にある秘境｡ここではパンジャという名の白いライオンが
出没｡魔神として人間たちに恐れられていた｡しかし密猟者の手にか
かり､パンジャは命を落としてしまう｡
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272 DVD 幼 (新) ジャングル大帝 ② 約束　 カラー スタンダード 24 1 令3 学研

273 DVD 幼 (新) ジャングル大帝 ② 約束     　　　　　　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 24 1 令3 学研

274 DVD 幼 (新) ジャングル大帝 ③ 旅立ち　 カラー スタンダード 24 1 令3 学研

275 DVD 幼 (新) ジャングル大帝 ③ 旅立ち　　　　　　　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 24 1 令3 学研

276 DVD 幼 スーパーマン vol.１　生き返った古代恐竜　他 カラー スタンダード 33 1 平21 ワールドピクチャー
①生き返った古代恐竜　②ジャングルの危険なリズム
③すい星と電磁望遠鏡　④ニセスーパーマンとの決着

277 DVD 幼 スーパーマン vol.２　黄金列車を救え！　他 カラー スタンダード 33 1 平21 ワールドピクチャー
①黄金の列車を救え！　②恐怖の弾丸自動車
③モノコア島大ふんか　 ④秘密の捜査官

278 DVD 幼 スーパーマン vol.３　犯人を捜せ！　他 カラー スタンダード 29 1 平21 ワールドピクチャー ①犯人を捜せ！　②乗っ取られた爆弾飛行機　③謎のロボット大暴れ

279 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『名犬ラッシー』 カラー スタンダード 90 1 平16 Ｔ＆Ｋ

280 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『名犬ラッシー』　                   ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平16 Ｔ＆Ｋ

281 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『トム・ソーヤーの冒険』 カラー スタンダード 90 1 平16 Ｔ＆Ｋ

282 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『トム・ソーヤーの冒険』　       ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平16 Ｔ＆Ｋ

283 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『赤毛のアン』 カラー スタンダード 90 1 平16 Ｔ＆Ｋ

284 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『赤毛のアン』　                    ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平16 Ｔ＆Ｋ

285 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『フランダースの犬』 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

286 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『フランダースの犬』　　　　　  ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

287 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『あらいぐまラスカル』 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

288 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『あらいぐまラスカル』　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

289 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『南の虹のルーシー』 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

290 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『南の虹のルーシー』　　　　  ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

291 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『母をたずねて三千里』 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

292 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『母をたずねて三千里』　　　  ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

293 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『ふしぎな島のフローネ』 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

294 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『ふしぎな島のフローネ』　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

動物好きの少年スターリングは､森で母親を亡くしたあらいぐまの赤
ちゃんを見つけます｡スターリングはこのあらいぐまに「ラスカル」と名付
けて大切に育てることにしました｡かわいいラスカルはたちまちみんな
の人気者になりますが､ある日､とうもろこしの味を覚えたラスカルは､
村の畑を荒らして騒動を起こし､スターリングを困らせることに…｡やが
て､スターリングにとって大きな決断の時がやってきました｡

ポップル一家は､農場を持つ夢をかなえるため､イギリスから開拓が始
まって間もない南オーストラリアへやってきました｡家は小屋というほど
の小さな規模ですが､ケイトと動物好きのルーシーにとって､珍しい生き
物のいるこの場所は､毎日が楽しいことばかり｡しかし､一家の期待に反
して土地はなかなか手に入らず､慣れない仕事に苦労を強いられる日々
が続きます｡３年の月日が流れ､一家の夢はかなわずにいました…｡

アルゼンチンへ出かせぎに行ったまま､連絡のとだえたお母さんをたず
ねようと､少年マルコはたったひとりでイタリアのジェノバを旅立ちます｡
ところが､やっとの思い出たどりついた先にお母さんの姿はありません
でした｡ペッピーノ一座や旅先で出会う人々のあたたかい応援を受け､
そしてたがいに助け合いながら､わずかな手がかりをたよりにお母さん
を探しつづけるマルコ…｡はたして､マルコはお母さんに会うことができ
るのでしょうか…｡

スイスからオーストラリアへ移り住むことになったフローネとその家族｡
しかし､旅の途中で乗っていた船は嵐で遭難してしまいます｡ピクニック
気分のフローネですが､食べるものも住むところもありません｡誰もいな
いこの島で､おてんばで好奇心旺盛な少女・フローネとその家族の冒
険に満ちた生活が始まります｡

船から脱出したレオは海上を漂流していた｡そのレオを発見したのは
密猟者だったが､彼もまた船の遭難によって漂流者となっていた｡

レオが送り込まれた場所は､人間の管理下に置かれたサファリパーク
だった｡レオは仲間のケン一と共に､パークからの脱出を図る｡

舞台はイギリスの小さな炭坑の町｡ここに住む小さな少年ジョンと愛犬
ラッシーはまるで兄弟のように大の仲良し｡そんな中､公爵の孫娘であ
るプリシラと出会い､友達のサンディやコリンも一緒に､楽しく幸せな
日々を過ごしていました｡しかし､ジョンのお父さんが働く炭坑から石炭
がでなくなり､廃坑の危機を迎えてしまいます｡それは､ジョンとラッシー
にとって､つらい試練の始まりだったのです｡

アメリカ開拓時代｡ミシシッピー川沿いの小さな村で大自然をかけ回る
トム・ソーヤー｡トムは､先生やポリーおばさんに毎日しかられてばかり｡
でも､トムはみんなの人気者｡今日も親友のハックと大冒険の計画を立
てて､大人たちを驚かせます｡ある夜､化け物屋敷を探検しようとした
トムとハックは､恐ろしい出来事を目撃してしまうのでした｡

おしゃべりで空想の世界に心をはばたかせる少女｡アン・シャーリー｡
ある春の日､カナダの東部プリンスエドワード島に暮らす老兄妹マシュ
ウとマリラの元にやってきます｡農作業の手伝いができる男の子が欲
しかった2人は最初､このそばかすだらけの赤毛の女の子にとまどい
を見せますが､ここにおいて欲しいと強く望むアンを引き取る決心をしま
す｡期待に胸をふくらませ､アンのグリーンゲイブルでの生活が始まり
ました｡

ベルギーのアントワープ近くの小さな村｡心やさしい少年ネロは､画家に
なることを夢見ながら､おじいさんと愛犬パトラッシュ､そして幼なじみの
アロアや友だちに囲まれて､貧しいながらも幸せな日々をおくっていま
した｡ところが､そんなネロに次々と不幸がおそいかかります｡おじいさ
んの死､風車小屋への放火のうたがい､絵画コンクールの落選…｡そし
てクリスマスの夜｡すべてを失ったネロがたどりついた場所は､あこが
れ続けていたルーベンスの絵がある大聖堂だったのです…｡
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番号 種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

295 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『私のあしながおじさん』 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

296 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『私のあしながおじさん』　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

297 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『トラップ一家物語』 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

298 DVD 幼・小 世界名作劇場完結版　『トラップ一家物語』　           ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 90 1 平21 Ｔ＆Ｋ

299 DVD 小 ぞくぞく村のオバケたち　１ カラー スタンダード 52 1 平30 東映ビデオ株式会社 ①ミイラのラムさん　②魔女のオバタン

300 DVD 小 ぞくぞく村のオバケたち　２ カラー スタンダード 40 1 平30 東映ビデオ株式会社 ①ちびっこおばけグー・スー・ピー　②小鬼のゴブリン

301 DVD 小 ぞくぞく村のオバケたち　３ カラー スタンダード 40 1 平30 東映ビデオ株式会社 ①おおかみ男　②ドラキュラのむすこ

302 DVD 幼・小 楽しいムーミン一家　１話 ムーミン谷の春 カラー スタンダード 25 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

303 DVD 幼・小 楽しいムーミン一家　１話 ムーミン谷の春 　　　　　　 ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 25 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

304 DVD 幼・小 楽しいムーミン一家　２話 魔法の帽子 カラー スタンダード 25 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

305 DVD 幼・小 楽しいムーミン一家　２話 魔法の帽子 　　　　　　　　 ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 25 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

306 DVD 幼・小 楽しいムーミン一家　３話 浜で見つけた難破船 カラー スタンダード 25 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

307 DVD 幼・小 楽しいムーミン一家　３話 浜で見つけた難破船 　　 ※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 25 1 平22 ティアンドケイテレフィルム

308 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　ＡＳＴRO　ＢＯＹ　鉄腕アトム カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

309 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　ＡＳＴRO　ＢＯＹ　鉄腕アトム　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

310 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　緑の猫 カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

311 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　緑の猫　　　　　　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

312 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　雨ふり小僧 カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

313 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　雨ふり小僧　　　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

314 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　るんは風の中 カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

315 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　るんは風の中　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

316 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　山太郎かえる カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

317 DVD 幼・小 手塚治虫アニメワールド　山太郎かえる　　　　　　　　※副音声・字幕スーパー付バリアフリー対応作品 カラー スタンダード 24 1 平23 Ｔ＆Ｋ

318 DVD 幼・小 ドナルド・ダック　ドナルドの駅長さん　他全８話 カラー スタンダード 25 1 平23 岩波映像
①ドナルドの駅長さん　②ドナルドの海水浴　③ドナルドのダンス大好き
④ドナルドの消防隊長　⑤ドナルドのカメラ大好き　⑥ドナルドの雪合戦
⑦ドナルドの透明人間　⑧ドナルドのパイロット

319 DVD 幼・小 ドナルドダック　①ドナルドの磁石騒動　他全８話 カラー スタンダード 67 1 平24 岩波映像

①ドナルドの磁石騒動　②ドナルドのメキシカン・ドライブ
③ドナルドの博物館見学　④ドナルドの昼寝　⑤ドナルドの腕白時代
⑥ドナルドの腕白教育　⑦ドナルドの森林警備隊
⑧ドナルドはデイジーに首ったけ

学校生活になじめず悩んでいた高校生アキラは､ポスターの中の少女
に恋をする｡友達のいないアキラにとって「るん」と名付けたその女の
子は､ただ一人の友達｡そして彼は､ポスターのモデルになった本物
の「るん」を捜し始める…｡

両親を失い人間に拾われたクマの山太郎は､目の前を走る蒸気機関
車のしい六（C６2）と仲良くなり､やがて汽笛のように吠えるようになる｡
鎖で繋がれていた山太郎は､友だちのしい六に励まされ､自由への道
を踏み出そうとするが…｡

ムーミン谷の住人は冬の間は眠って過ごします｡春が来て､ムーミン谷
の住人が目覚めました｡南を旅していたスナフキンも帰ってきたよう
です｡さっそく､ムーミンはスナフキンとスニフをさそって山に登りました｡
山でムーミンパパの帽子に似た帽子を見つけ､家に持ち帰りました｡
しかし､その帽子はとても不思議な帽子だったのです…｡

山で見つけた帽子は､中に何か入れると別の物に変えてしまう不思議
な帽子です｡危険な帽子なので川に捨ててしまいましたが､ムーミンと
スナフキンが川で見つけ､誰にも見つからないようにムーミン家の地下
室にかくしました｡ところが大変！誰かが帽子に何か入れたようです｡
ムーミンの家から植物が生えてきて､このままでは家がつぶれてしま
います！

なぜかムーミンのパパもスノークもヘムレンさんも､自信をなくして落ち
込んでいます｡ムーミンとスナフキンは探検に出かけ､浜に打ち上げら
れた難破船を見つけました｡修理すれば､また海の上を走れそうなの
で､みんなで修理することになりました｡修理しているうちに､どうやら
おとなたちは､なくした自信をとりもどしたようです｡

世界ではロボットが人間の手足となって活躍｡アトムは心を持つロボット
として人間達の間に波紋を広げ､反対する人々から迫害を受ける事
も…｡アトムの願いは一つ｡それは「人間とロボットが友達でいられる世
界を作る事」だった｡

悪の魅力を飼い主の耳にささやく緑の猫・グリーンに操られる旧友の
息子サンボ・ユノーを救うため､ヒゲオヤジこと私立探偵伴俊作が緑の
猫を追求する｡そして､緑の猫の正体が葉緑素から出来ている宇宙生
物だとつきとめる…｡

奥沢村の分校に通う中学生のモウ太｡ある日､モウ太は傘の妖怪雨
ふり小僧と出会う｡雨ふり小僧はモウ太の履いてる新品の雨靴が､
すっかり気に入ってしまう｡モウ太は３つの願いをかなえたら雨靴を
あげると約束をするが…｡

明るく活発な女の子ジュディ・アボット｡幼少時代､孤児院で育ったジュ
ディは､ある紳士の援助により､ハイスクールへ進学します｡ジュディは
その紳士を親しみを込めて「あしながおじさん」と呼ぶのでした｡よい友
だちにも恵まれ､青春を謳歌するジュディ｡しかし､名門のハイスクール
では自分の生い立ちを打ち明けられず､一人悩みます｡なんな中､おお
らかな性格のジャーヴィスと知り合い､お互い好意を抱くのでした｡

オーストリアの英雄トラップ男爵の家に家庭教師としてやってきた
マリア｡一家は裕福でしたが､７人の子どもたちは反抗期で､家族の
温かさはありません｡しかし､マリアの明るさとひたむきな情熱で､しだ
いに心を開いていく子どもたち｡そして､一家にとってかけがえのない
存在となったマリアは､トラップ男爵から結婚を申し込まれます｡最初
は悩むマリアでしたが､トラップ一家を愛していたマリアは結婚を
受け入れるのでした｡
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320 DVD 幼・小 ドナルドダック　②ドナルドの少年団長　他全８話 カラー スタンダード 62 1 平24 岩波映像

①ドナルドの少年団長　②ドナルドのキツネ狩り
③ドナルドのゴルフデー　④ドナルドのラッキー・デー
⑤ドナルドのアイス・ホッケー　⑥食いしん坊がやってきた
⑦ドナルドの海水浴　⑧ドナルドの海洋団

321 DVD 幼・小 ドナルドダック　③ドナルドのペンギン　他全８話 カラー スタンダード 62 1 平24 岩波映像

①ドナルドのペンギン　②ドナルドのサインマニア
③ドナルドのおまわりさん　④ドナルドの仕事は楽し
⑤ドナルドの洗濯機　⑥ドナルドとヤギ　⑦ドナルドのダンス大好き
⑧ドナルドのモーターボート

322 DVD 幼・小 トムとジェリー　１　上には上がある　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平23 岩波映像
①上には上がある　②恐怖の白ネズミ　③おしゃべり小ガモ
④ジェリーとジャンボ　⑤にわとり婆さん　⑥ネズミ取り必勝法
⑦パーティ荒し　⑧猫はやっぱり猫でした

323 DVD 幼・小 トムとジェリー　２　赤ちゃんはいいな　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平23 岩波映像
①赤ちゃんはいいな　②母をたずねて　③おかしなアヒルの子
④可愛い逃亡者　⑤可愛い花嫁さん　⑥計算違い　⑦滅茶苦茶ゴルフ
⑧人造ネコ

324 DVD 幼・小 トムとジェリー　３　天国と地獄　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平23 岩波映像
①天国と地獄　②悪魔のささやき　③復讐もほどほどに
④透明ネズミ　⑤変な魚釣り　⑥やんちゃな生徒
⑦ボルおじさん　⑧夢と消えた百万ドル

325 DVD 幼・小 トムとジェリー　４　星空の音楽会　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平23 岩波映像
①星空の音楽会　②恋のとりこ　③いたずらきつつき　④お化け騒動
⑤ショックで直せ　⑥共同作戦　⑦ジェリーと金魚
⑧玉つきゲームは楽しいね

326 DVD 幼・小 トムとジェリー　５　恋ははかなく　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平23 岩波映像
①メリークリスマス　②トラになったトム　③恋ははかなく　④命の恩人
⑤台所戦争　⑥仲良し同盟　⑦なかよし　⑧トムのガールフレンド

327 DVD 幼・小 トムとジェリー　６　楽しいボーリング　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平23 岩波映像
①楽しいボーリング　②ここまでおいで　③ワルツの王様
④テニスなんて楽だね　⑤ピアノ・コンサート　⑥インディアンごっこ
⑦強敵あらわる　⑧土曜の夜は

328 DVD 幼・小 トムとジェリー　７ ジェリー街へ行く　他全8話 カラー スタンダード 60 1 平24 岩波映像
①ジェリー街へ行く　②あべこべ物語　③お掃除はこうするの
④西部の伊達ねずみ　⑤ジェリーの日記　⑥ごきげんないとこ
⑦淋しがりや　⑧こわいお手伝いさん

329 DVD 幼・小 トムとジェリー　８ バラ色の人生　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平24 岩波映像
①バラ色の人生　②海の底はすばらしい　③トム君空を飛ぶ
④トム氏の優雅な生活　⑤南の島　⑥可愛い子猫と思ったら
⑦夜中のつまみ食い　⑧春はいたずらもの

330 DVD 幼・小 トムとジェリー　９ 夢と消えたバカンス　他全８話 カラー スタンダード 60 1 平24 岩波映像
①夢と消えたバカンス　②捨てネズミ　③ウソをついたら
④トムさんと悪友　⑤仲間割れ　⑥お家はバラバラ　⑦海のバカンス
⑧ふんだりけったり

331 DVD 幼・小 トムとジェリー　10 花火はすごいぞ　他全８話 カラー スタンダード 49 1 平25 岩波映像
①花火はすごいぞ　②逃げてきたライオン　③素敵なおさがり
④勝利は我に　⑤ただいまお昼寝中　⑥パパは強いな　⑦パパの教育

332 DVD 幼・小 日本のおばけ話　絵からとびだしたねこ カラー スタンダード 15 1 令1 北星株式会社

ネコの大好きなお寺の小僧さん｡毎日､毎日ネコの絵ばかり描いてなま
けているものだから､おしょうさまに追い出されてしまった｡描きためた
ネコの絵をしょってたどりついたのは一軒の荒れ寺｡小僧さんが夜寝
こんだころ､戸口から巨大な化け物が現われて…｡

333 DVD 幼・小 日本のおばけ話　きもだめしのばん カラー スタンダード 15 1 平29 北星株式会社

村の若者達が茂吉の家に集まってわらでぞうりやわら靴を作る仕事を
していました｡退屈になってきたので､みんなで肝試しをする事になり､
いざ行こうとなると誰も行きたがりません｡すると茂吉が誰も行かないの
なら自分が先に行くと言い､母は止めたのですが茂吉は聞こうとしま
せん｡仕方なく母は茂吉に縄と鎌を渡し､肝試しに行かせることに
しました｡

334 DVD 幼・小 日本のおばけ話　のっぺらぼう カラー スタンダード 15 1 平29 北星株式会社

昔､大工の正八がお寺の修理をしていました｡ついつい仕事に夢中に
なり､すでに日も暮れて､空には赤い不気味な月がでていて何やら妙な
気配がします｡さすがの正八も帰りが心配になってきました｡正八は帰
りを急ぎました｡さびしい道を抜け､やっと江戸の町に着いた時です｡
お堀のそばの柳の木の下に白い女の人の影が…｡

335 DVD 幼・小 日本のおばけ話　百目のあずきとぎ カラー スタンダード 15 1 平30 北星株式会社

旅人が提燈の明りを頼りにおそるおそる夜道を歩いていると､ショキ
ショキ・・と､あずきを研ぐ音が聞こえてくる｡ふと下をみると､あずきの
つぶが散らばっていた｡手をのばすと､そのあずきがピョコンと立ち上
がって逃げだした｡

336 DVD 幼 日本の童話 １　①かぐやひめ　②したきりすずめ　③なっとうＢＯＹ カラー スタンダード 23 1 平21 ワールドピクチャー ①かぐやひめ　②したきりすずめ　③なっとうＢＯＹ

337 DVD 幼 日本の童話 ２　①つるのおんがえし　②３年ねたろう　③なっとうＢＯＹ カラー スタンダード 23 1 平21 ワールドピクチャー ①つるのおんがえし　②３年ねたろう　③なっとうＢＯＹ

338 DVD 幼 日本の童話 ３　①一休さん　②ももたろう　③なっとうＢＯＹ カラー スタンダード 23 1 平21 ワールドピクチャー ①一休さん　②ももたろう　③なっとうＢＯＹ

339 DVD 幼 世界の童話 １　①ピノキオ　②ピーターパン　③なっとうＢＯＹ カラー スタンダード 23 1 平21 ワールドピクチャー ①ピノキオ　②ピーターパン　③なっとうＢＯＹ

340 DVD 幼 世界の童話 ２　①シンデレラ　②にんぎょ姫　③なっとうＢＯＹ カラー スタンダード 23 1 平21 ワールドピクチャー ①シンデレラ　②にんぎょ姫　③なっとうＢＯＹ

341 DVD 幼 世界の童話 ３　①フランダースの犬　②ジャックと豆の木　③なっとうＢＯＹ カラー スタンダード 23 1 平21 ワールドピクチャー ①フランダースの犬　②ジャックと豆の木　③なっとうＢＯＹ
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342 DVD 幼 日本の名作童話 １　①うらしま太郎　②つるのおんがえし　③一休さん　④かぐやひめ カラー スタンダード 各15 1 平16 コアラブックス ①うらしま太郎　②つるのおんがえし　③一休さん　④かぐやひめ

343 DVD 幼 日本の名作童話 ２　①もも太郎　②かさじぞう　③ゆきおんな　④はなさかじいさん カラー スタンダード 各15 1 平16 コアラブックス ①もも太郎　②かさじぞう　③ゆきおんな　④はなさかじいさん

344 DVD 幼 年中行事アニメーションシリーズ　パート1 カラー スタンダード 49 1 平21 東映
①なかよし鯉のぼり　②赤いカーネーション　③七夕さま
④おじいちゃんはボクのヒーロー　⑤お月様とうさぎ

345 DVD 幼 年中行事アニメーションシリーズ　パート2 カラー スタンダード 54 1 平16 東映
①七五三と子どもたち　②神様がくれたクリスマスツリー
③年神様とお正月　④福は内！鬼は外！　⑤ひなまつり

346 DVD 幼・小 ぴったんこ！ねこざかな １ カラー ワイド 33 1 平29 日本コロムビア株式会社

①ぴったんこ！ねこざかな　②ねむるねこざかな　③おどるねこざかな
④そらとぶねこざかな　⑤まいごのねこざかな
⑥ねことさかなでねこざかな　⑦ねこざかなとうみのおばけ
⑧ねこざかなのおおそうじ　⑨ねこざかなのうんどうかい
⑩ねこざかなのはらいた

347 DVD 幼・小 ぴったんこ！ねこざかな ２ カラー ワイド 33 1 平29 日本コロムビア株式会社

①ねこざかなのおしっこ　②ねこざかなのけんか
③ねこざかなのクリスマス　④ねこざかなのぼうけん
⑤にげろ！ねこざかな　⑥うそつきねこざかな
⑦だっこだっこのねこざかな　⑧ふとっちょねこざかな
⑨ねこざかなのファッションショー　⑩ばんごはんはねこざかな

348 DVD 幼・小 ぴったんこ！ねこざかな ３ カラー ワイド 33 1 令1 日本コロムビア株式会社

①ねこざかなとカメじいさん　②ねこざかなのたからさがし
③ゆきのんのんねこざかな　④おとまりねこざかな
⑤かくれんぼねこざかな　⑥ねこざかなのねぼう
⑦ねこざかなといかざかな　⑧よふかし ねこざかな
⑨めいたんていねこざかな　⑩ねこざかなとシーラカンス

349 DVD 幼・小 ぴったんこ！ねこざかな ４ カラー ワイド 33 1 令1 日本コロムビア株式会社

①ねこざかなにでしいり！？　②まいごのこねことねこざかな
③ねこざかなのおうえんだん　④ねこざかなとうみのこびん
⑤はみがきねこざかな　⑥おわらいねこざかな
⑦ねこざかなのたまご　⑧ねこざかなとイッカクくん
⑨ねこざかなとうちゅうじん　⑩ねこざかなとタチウオせんせい

350 DVD 幼・小 ぴったんこ！ねこざかな ５ カラー ワイド 33 1 令1 日本コロムビア株式会社

①ねこざかなのさとがえり　②ねこさがなのおまつり
③しびれるねこざかな　④ねこざかなのはなび
⑤ねこざかなとマンボ・ウッ！　⑥ぺったんこねこざかな
⑦ねこざかなとうちゅうじん2　⑧おいしゃさんのねこざかな
⑨ふたりでねこざかな　⑩ねこざかなのたんじょうび

351 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　一足千里のわらじ　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①一足千里のわらじ　②山伏と白い狼　③月日のたつのは早い
④七羽の白鳥　⑤謎の恋歌　⑥「お」は難しい　⑦尻鳴りべら
⑧涙を流した鬼の面　⑨星の火

352 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　因幡の白兎　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①因幡の白兎　②嫁の坊主頭　③三枚のお札　④炭焼き長者
⑤金のなる木　⑥お坊さんの手ぬぐい　⑦三人の兄弟　⑧狼の眉毛
⑨どっこいしょ

353 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　浦島太郎　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①浦島太郎　②金太郎　③力太郎　④うぐいすの里　⑤平林
⑥宝くらべ　⑦いかとするめ　⑧三人泣き　⑨大工と鬼六

354 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　大江山の鬼退治　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①大江山の鬼退治　②小僧とネコの絵　③貧乏神　④馬方山姥
⑤えびのお伊勢参り　⑥なんの病　⑦山梨とり　⑧一軒家の婆さん
⑨ムカデの医者むかえ

355 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　織姫と彦星　他全９話 カラー スタンダード 69 2 平26 日本コロムビア
①織姫と彦星　②闇夜のカラス　③髪そり狐　④そそうの相九郎
⑤オンバの皮　⑥いもころがし　⑦火男　⑧ねずみのすもう
⑨和尚と小僧のぷ～ぷ～ぱたぱた

356 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　かぐや姫　他全９話 カラー スタンダード 69 2 平26 日本コロムビア
①かぐや姫　②鬼の妹　③まんじゅうこわい　④うばすて山
⑤水の神の文使い　⑥運のよいにわか侍　⑦海幸彦と山幸彦
⑧河童が出てきた日　⑨閻魔さまの失敗

357 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　笠地蔵　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①笠地蔵　②塩ふき臼　③大年の客　④風の神と子供たち
⑤漆の兄弟　⑥天の邪鬼とわらし　⑦あとかくしの雪　⑧三つの謎かけ
⑨こおった声

358 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　こぶとり爺さん　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①こぶとり爺さん　②たにし長者　③魚女房　④ほら吹き娘
⑤熊と狐　⑥和尚と小僧の川渡り　⑦しっぺい太郎
⑧天にのぼった息子　⑨無精くらべ

359 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　鶴の恩返し　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①鶴の恩返し　②宝ひょうたん　③若返りの水　④猫女房
⑤ごんぞう虫　⑥鼻高扇　⑦たわらの藤太　⑧狐のお産
⑨取っつく引っつく

360 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　天狗の隠れみの　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①天狗の隠れみの　②鬼婆さんが仲人　③閻魔様はハチゴロどん
④きき耳ずきん　⑤犬と猫と宝物　⑥幽霊の歌よみ　⑦たのきゅう
⑧てえてえ小法師　⑨にせ地蔵

361 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　花さか爺さん　他全９話 カラー スタンダード 69 2 平26 日本コロムビア
①花さか爺さん　②一寸法師　③おむすびころりん　④花を買った男
⑤ねずみ経　⑥牛の嫁入り　⑦八つ化け頭巾　⑧ほれ薬　⑨猿地蔵

362 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　ぶんぶく茶釜　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①ぶんぶく茶釜　②三年寝太郎　③鼻たれ小僧　④最後の嘘
⑤うれし､めでたや､ありがたや　⑥食わず女房
⑦和尚と小僧のかみがない　⑧ふるやのもり　⑨旅人馬
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363 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　町のねずみと田舎のねずみ　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①町のねずみと田舎のねずみ　②おしらさま　③うさぎとカメ
④蛇息子　⑤カッパとわらぞうり　⑥そら豆とわらと炭
⑦味噌買い橋　⑧猫檀家　⑨鳥呑み爺さん

364 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　三つの斧　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①三つの斧　②猿の婿どの　③天狗と盗人　④屁ひり嫁
⑤猫と茶釜の蓋　⑥ちゃくりかきふ　⑦ねずみの婿取り
⑧小石の手紙　⑨だんまりくらべ

365 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　桃太郎　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①桃太郎　②はちかつぎ姫　③十二支のはなし
④いくさはやめた　⑤大蛇と狩人　⑥尻尾の釣り
⑦天福地福　⑧菜飯八兵衛　⑨茗荷女房

366 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　ヤマタノオロチ　他全６話 カラー スタンダード 46 1 平26 日本コロムビア
①ヤマタノオロチ　②サトリ女　③匂いのお返し　④闇を裂く雄叫び
⑤タコほねなし　⑥元犬

367 DVD 幼・小 ふるさと再生　日本の昔ばなし　わらしべ長者　他全９話 カラー スタンダード 69 1 平26 日本コロムビア
①わらしべ長者　②天の羽衣　③厠の神様　④仁王とどっこい
⑤鷲のさらい子　⑥こんにゃく問答　⑦絵姿女房　⑧おいてけ掘
⑨金をひろったら

368 DVD 幼・小 マイロ １　マイロと雪だるま 他６話 カラー スタンダード 35 1 令1 株式会社コアラブックス
①マイロと雪だるま　②マイロと雪　③マイロと金魚
④手作りの小さな家　⑤おかたづけ　⑥屋根うら部屋　⑦ねこが来た

369 DVD 幼・小 マイロ ２　けがをした鳥 他５話 カラー スタンダード 30 1 令1 株式会社コアラブックス
①けがした鳥　②マイロのおそうじ隊　③おんがく大好き
④マイロと歯の妖精　⑤水もれ　⑥マイロとサーカス

370 DVD 幼・小 マイロ ３　マイロと自転車 他６話 カラー スタンダード 35 1 令1 株式会社コアラブックス
①マイロと自転車　②おばけが出た　③マイロとクモ　④ふよこが消えた
⑤マイロまちへ出かける　⑥子ねこがうまれる　⑦おふろ

371 DVD 幼・小 マイロ ４　ハリネズミのピックピック 他５話 カラー スタンダード 30 1 令1 株式会社コアラブックス
①ハリネズミのピックピック　②おじいちゃんとなかよし
③マイロと見知らぬおばさん　④もったいない　⑤大げんか　⑥キャンプ

372 DVD 幼・小 まんが日本絵巻　一 カラー スタンダード 101 1 令3 ブロードウェイ

①花の若武者 那須与一　②母恋し 安寿と厨子王
③岩見重太郎の怪獣ヒヒ退治　④美しき女武者 巴御前
⑤決闘!! 源頼光と酒呑童子　⑥笛の音悲し 平敦盛
⑦わんぱく大将 日吉丸　⑧悲しき舞姫 静御前

373 DVD 幼・小 まんが日本絵巻　二 カラー スタンダード 101 1 令3 ブロードウェイ

①ちえくらべ 曽呂利新左衛門　②象に乗った英雄 山田長政
③おらんだおいね　④阿倍仲麻呂 母を想う
⑤武者修行 塚原卜伝　⑥悲しい恋 皇女和宮
⑦俵藤太の大むかで退治　⑧まぼろしの大横綱 雷電

374 DVD 幼・小 まんが日本絵巻　三 カラー スタンダード 101 1 令3 ブロードウェイ

①黒潮に乗った冒険児 ジョン万次郎　②落城に散った愛 千姫
③稲妻に吠える竜 名工左甚五郎
④三本の矢の教え 毛利元就（前・後編）　⑤忠臣蔵 大石主税
⑥白鷺の舞い 出雲の阿国　⑦血染めの十字架 天草四郎

375 DVD 幼・小 まんが日本絵巻　四 カラー スタンダード 101 1 令3 ブロードウェイ

①少年 徳川吉宗　②フランキー落語 芝浜
③横綱 谷風梶之助　④初荷のみかん船 紀伊国屋文左衛門
⑤虎に乗った若武者 和藤内　⑥狂乱の炎 八百屋お七
⑦この子らに愛を 聖母細川ガラシャ（前・後編）

376 DVD 幼・小 ミッキーマウスシリーズ１　　ミッキーの消防隊　他　 カラー スタンダード 62 1 平22 岩波映像

①ミッキーの消防隊　②ミッキーのダンスパーティー
③ミッキーのライバル大騒動　④ミッキーとあざらし
⑤ミッキーと猟は楽し　⑥ミッキーの住宅移動
⑦ミッキーのポロゲーム　⑧ミッキーのドキドキ汽車旅行

377 DVD 幼・小 ミッキーマウスシリーズ２　　ミッキーのがんばれサーカス　他 カラー スタンダード 66 1 平22 岩波映像

①ミッキーのアイス・スケート　②ミッキーの巨人退治
③いたずら小象　④ミッキーの魚釣り
⑤ミッキーの害虫退治　⑥ミッキーの山登り
⑦ミッキーの船長さん　⑧ミッキーのがんばれサーカス

378 DVD 幼・小 ミッキーマウスシリーズ３　　ミッキーのお化け退治　他 カラー スタンダード 69 1 平22 岩波映像

①ミッキーのお化け退治　②ミッキーの造船技師
③ミッキーの猛獣狩り　④ミッキーとはらぺこオウム
⑤ミッキーの大演奏会　⑥ミッキーの引越し大騒動
⑦ミッキーの夢物語　⑧ミッキーの芝居見物

379 DVD 幼・小 ミッキーマウスシリーズ４　　ミッキーのハワイ旅行　他全８話 カラー スタンダード 25 1 平23 岩波映像

①ミッキーのハワイ旅行　②ミッキーの青春手帳
③ミッキーのつむじ風　④ミッキーのグランドオペラ
⑤ミッキーの捕鯨船　⑥プルートのお化け猫裁判
⑦ミッキーのアマチュア合戦　⑧ミッキーの大時計

380 DVD 幼・小 ミッキーマウスシリーズ５　　ミッキーの誕生日　他全８話 カラー スタンダード 25 1 平23 岩波映像

①ミッキーの誕生日　②ミッキーのオーケストラ
③ミッキーの魔術師　④ミッキーのあらいぐまをさがせ
⑤ドナルドダックの遠足大騒動　⑥ミッキーの不思議な薬
⑦ミッキーの愛犬　⑧ミッキーの大探検

381 DVD 幼・小 ミッキーマウスシリーズ６　　ミッキーのゴルフ　他 カラー スタンダード 52 1 平25 岩波映像

①ミッキーのゴルフ　②プルートの魔法のランプ
③プルートのユートピア　④プルートの誕生祝い
⑤プルートのクリスマスツリー　⑥プルートの悩み
⑦プルートの南米旅行　⑧ミッキーのアカデミー候補者パレード

382 DVD 幼・小 ミッキーマウス　①プルートの誕生日祝い　他全８話 カラー スタンダード 55 1 平23 ＡＲＴ　ＳＴＡＴＩＯＮ

①プルートの誕生祝い　②ミッキーのあらいぐまを探せ
③プルートのユートピア　④ミッキーとあざらし
⑤ミッキーの大探検　⑥ミッキーのダンスパーティー
⑦ミッキーのオーケストラ　⑧ミッキーの誕生日
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383 DVD 幼・小 ミッキーマウス　②ミッキー芝居見物　他全８話 カラー スタンダード 64 1 平23 ＡＲＴ　ＳＴＡＴＩＯＮ

①ミッキーの芝居見物　②プルートのクリスマスツリー
③ミッキーのつむじ風　④ミッキーのドキドキ汽車旅行
⑤プルートの魔法のランプ　⑥ミッキーの船長さん
⑦ミッキーの猟は楽し　⑧ミッキーの愛犬

384 DVD 幼・小 ミッキーマウス　③ミッキーの夢物語　他全８話 カラー スタンダード 70 1 平24 ＡＲＴ　ＳＴＡＴＩＯＮ

①ミッキーの夢物語　②ミッキーのがんばれサーカス
③いたずら小象　④ミッキーのグランドオペラ
⑤ミッキーのポロゲーム　⑥ミッキーの山登り
⑦ミッキーの引っ越し大騒動　⑧ミッキーのライバル大騒動

385 DVD 幼 リトルモンスター① カラー スタンダード 33 1 令2 東京メディアエンタープライズ
①ゴリラのペルミット　②ナンシーと恐竜　③くすぐったがりなティミー
④聞かない､出来ない､やる気ない　⑤食べ物大好き!
⑥不満がいっぱい　⑦またまた遅刻!

386 DVD 幼 リトルモンスター② カラー スタンダード 30 1 令2 東京メディアエンタープライズ
①一体､誰の誕生日?　②クリスマスは中止　③タビサの帽子 →サッ
カーを観に行こう　③ほじくり魔　④困り果てたよ　⑤お邪魔もの

387 DVD 幼 リトルモンスター③ カラー スタンダード 33 1 令2 東京メディアエンタープライズ
①ふざけないで　②オマセな悩み　③おっとっと
④なんでもかんでもパーフェクト！　⑤月曜病
⑥どうにも止まらない　⑦いつ？なに？なんで？どこ？

388 DVD 幼 リトルモンスター④ カラー スタンダード 30 1 令2 東京メディアエンタープライズ
①デイブの冒険　②人前はイヤ　③ゴミと罰
④みんな､さあ行くぜ!　⑤わるふざけ大好き!　⑥どうしよう?どうしよう?

 ◆９４０　人形劇・紙芝居

389 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   １　第１集　日本編①　かさじぞう　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①かさじぞう　②金の斧　③じゅげむじゅげむ

390 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   ２　第１集　日本編②　ごんぎつね　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①ごんぎつね　②わらしべちょうじゃ　③三枚のお札

391 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   ３　第１集　日本編③　つるのおんがえし　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①つるのおんがえし　②かぐやひめ　③てぶくろをかいに

392 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   ４　第１集　世界編①　ブレーメンの音楽隊　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
①三びきのやぎのがらがらどん　②ハーメルンのふえふき男
③ブレーメンの音楽隊

393 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   ５　第１集　世界編②　マッチ売りの少女　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①マッチうりの少女　②みにくいあひるの子　③けものの城

394 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   ６　第１集　世界編③　王さまの耳はロバの耳　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
①王さまの耳はロバの耳　②おおかみと七ひきのこやぎ
③バラモンとトラとジャッカル

395 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   ７　第２集　日本編①　うらしまたろう　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①うらしまたろう　②おむすびころりん　③びんぼう神とふくの神

396 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   ８　第２集　日本編②　さるとかに　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①さるとかに　②ねずみのよめいり　③ゆきおんな

397 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場   ９　第２集　日本編③　かちかちやま　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①かちかちやま　②一休さん　③さんねんねたろう

398 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場 １０　第２集　世界編①　おやゆびひめ　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①おやゆびひめ　②イソップときつね　③幸福な王子

399 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場 １１　第２集　世界編②　赤ずきん　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①赤ずきん　②最後の一葉　③ぎざみみうさぎ

400 DVD 幼・小 こどもにんぎょう劇場 １２　第２集　世界編③　西遊記　他　全３話 カラー スタンダード 45 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ ①西遊記 第一回　②西遊記 第二回　③ふしぎなひしゃく

401 DVD 幼 人形アニメ　　わらしべ長者 カラー スタンダード 18 1 平16 学研

貧しい子どもの乙丸は､ある日一匹のあぶをわらに結んで遊んでいま
した｡そこへ通りかかった若宮が､あぶが結ばれているわらを欲しがり
ました｡乙丸はそのわらを若宮にあげると､お礼にみかんを三つもらい
ます｡

402 DVD 幼 人形アニメ　　彦一とんちばなし カラー スタンダード 18 1 平16 学研
村一番のとんち者の彦一は困っているお城の家老に知恵比べに協力
して勝ったらすいかを全部買ってもらう約束をしました｡

403 DVD 幼 人形アニメ　　つるのおんがえし カラー スタンダード 17 1 平16 学研
ある夜､やってきた娘は､何日も部屋にこもっては見事な布を織りあげ
ます｡おじいさんたちはついに娘との約束をやぶって中をのぞいて
しまい…｡

    423 枚

       5 枚

     16 枚

    444 枚

DVD枚数

DVD-ROMビデオ枚数

CD-ROM枚数

全保有本数
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