
DVD・VHS 

 

 

「＊」印は、官公庁、企業等から寄贈された教材です。                             ( )は購入年度、[ ]は制作または公開年です。 

「＋」印は、岡山市、岡山県等が制作した郷土教材です。                            VHS とシリーズは色を変えています。 

情     操     教     育 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

 V679 ホシガリ姫の冒険 (アニメ)(H4) 

- 金銭教育 - 

20 幼･小(低) 

 V690 ゆきちゃんのこんにちは (アニメ)(H4) 19 幼･小(低) 

  年中行事アニメーション (H5)   

 V734 福は内! 鬼は外! 11 保･幼･小(低) 

 V735 ひなまつり 10 保･幼･小(低) 

 V736 なかよし鯉のぼり 9 保･幼･小(低) 

 V737 七夕さま 10 保･幼･小(低) 

 V738 神様がくれたクリスマスツリー     12 保･幼･小(低) 

 V1047 泣いた赤おに (人形アニメ)(H6) 18 保･幼･小 

 V1096 いのししうりっ子のぼうけん (アニメ)(H7)   22 幼･小(低) 

 V1117 どんぐりと山猫 (アニメ)(H7) 20 幼･小･一般 

 まんが日本昔ばなし (アニメ)(H8)   

 V1120 第 1巻 50 幼･小･一般 

 花咲か爺さん/夢を買う/さるかに合戦/たのきゅう  

 V1121 第 2巻 50 幼･小･一般 

 桃太郎/豆つぶころころ/わらしべ長者/田植地蔵  

 V1122 第 3巻 

浦島太郎/絵姿女房/一休さん/髪長姫 

50 幼･小･一般 

 V1123 第 4巻 50 幼･小･一般 

 三枚のお札/そこつ惣兵衛/分福茶釜/湖の怪魚  

 V1124 第 5巻 50 幼･小･一般 

 一寸法師/火男/カチカチ山/大沼地の黒竜  

 V1125 第 6巻 50 幼･小･一般 

 金太郎/宝の下駄/おむすびころりん/馬方とタヌキ  

 V1126 第 7巻   50 幼･小･一般 

 養老の滝/雀とキツツキと山鳩/こがねの斧/蛙の恩返し  

 V1127 第 8巻   50 幼･小･一般 

 七夕さま/さだ六とシロ/河童の雨ごい/イワナの怪  

 V1128 第 9巻 50 幼･小･一般 

 耳なし芳一/月見の枝/三年寝太郎/ひょうたん長者  

 V1129 第 10巻         50 幼･小･一般 

 舌切り雀/龍の淵/おいてけ堀/河童のくれた妙薬  

 V1130 第 11巻         50 幼･小･一般 

 うばすて山/芋ほり長者/だんだらぼっち/ムカデの使い  

 V1131 第 12巻 50 幼･小･一般 

 へひり女房/旅人馬/八郎潟の八郎/猿の恩返し  

 V1132 第 13巻         50 幼･小･一般 

 塩ふきうす/あとかくしの雪/羅生門の鬼/大歳の火  

 V1133 第 14巻         50 幼･小･一般 

 雪女/岩屋の娘/かしき長者/ソラ豆の黒いすじ  

 V1134 第 15巻        50 幼･小･一般 

 小太郎と母龍/オオカミと娘/タヌキと彦一/ねずみの嫁  

 V1135 第 16巻         50 幼･小･一般 

 八つ化け頭巾/クラゲの骨なし/座敷童子/ナマズの使い 

 V1136 第 17巻         50 幼･小･一般 

 鉢かつぎ姫/一軒家の婆/ねずみ経/にんじんとこぼうとだいこん 

 V1137 第 18巻       50 幼･小･一般 

 くわず女房/蛙になったぼた餅/むりどん/小僧がま  

 V1138 第 19巻 50 幼･小･一般 

 きつねの嫁入り/熊と狐/うぐいす長者/ミソサザイは鳥の王様 

 V1139 第 20巻 50 幼･小･一般 

 カサ売りお花/船幽霊/赤ん坊になったお婆さん/水神さまと虹の橋 

 アニメ世界名作劇場 (H8) 30 幼･小 

 V1140 第 1巻 赤毛のアン 30 幼･小 

 V1141 第 2巻 母をたずねて三千里 30 幼･小 

 V1142 第 3巻 小公女セーラ 30 幼･小 

 V1143 第 4巻 ふしぎの国のアリス 30 幼･小 

 V1144 第 5巻 トム・ソーヤの冒険 30 幼･小 

 V1145 第 6巻 愛の若草物語 30 幼･小 

 V1146 第 7巻 ピーターパンの冒険 30 幼･小 

 V1147 第 8巻 あらいぐまラスカル 30 幼･小 

 V1148 第 9巻 愛少女ポリアンナ物語 30 幼･小 

 V1149 第 10巻 みつばちマーヤの冒険 30 幼･小 

 アニメ文学館 (H8)   

 V1150 第 1巻 伊豆の踊り子/野菊の墓 50 中 

 V1151 第 2巻 高野聖/怪談 50 中 

 V1152 第 3巻 風立ちぬ/春琴抄 50 中 

 V1153 第 4巻 太陽の季節/オリンポスの果実 50 中 

 V1154 第 5巻 舞姫/たけくらべ 50 中 

 V1155 第 6巻 あすなろ物語/人生劇場 50 中 

 V1156 第 7巻 放浪記/奉教人の死/高安犬物語 75 中 

 V1157 第 8巻 潮騒 

(前編)春のめざめ/(後編)夏のあらし 

50 中 

 V1158 第 9巻 坊っちゃん 50 中 

 (前編)新任教師 怒る/(後編)赤シャツ 退治  

 V1159 第 10巻 路傍の石 

(前編)中学志望/(後編)つらい日々 

50 中 

 V1160 第 11巻 ビルマの竪琴 

(前編)埴生の宿/(後編)別れのうた 

50 中 

 V1161 第 12巻 姿三四郎 

(一部)紘道館の風雲児 

(二部)必殺の山嵐 

(三部)右京ｹ原の対決 

75 中 

 V1162 第 13巻 明智小五郎シリーズ 

屋根裏の散歩者/心理試験/赤い部屋 

75 中 

 V1163 第 14巻 ホームタウンの事件簿/天からの声 50 中 

 V1164 第 15巻 友情/学生時代 50 中 

 ビデオ文学館 (H8)   

 V1165 第 1巻 伊豆の踊り子 68 中･一般 

 V1166 第 2巻 富嶽百景 53 中･一般 

 V1167 第 3巻 芋粥/密柑 75 中･一般 

 V1168 第 4巻 蛍 45 中･一般 

 V1169 第 5巻 性に目覚める頃 160 中･一般 

 V1170 第 6巻 清兵衛と瓢箪/赤西蠣太 80 中･一般 

 V1171 第 7巻 あすなろ物語より 

       「深い深い雪の中で」 

85 中･一般 

 V1172 第 8巻 坊っちゃん  前編 109 中･一般 

 V1173 第 9巻 坊っちゃん  後編 130 中･一般 

 V1174 第 10巻 羅生門/トロッコ/舞踏会 62 中･一般 

 V1175 第 11巻 たけくらべ 118 中･一般 

 V1176 第 12巻 風の又三郎/注文の多い料理店 150 中･一般 

 V1177 第 13巻 千曲川のスケッチ 68 中･一般 

 V1178 第 14巻 小さき者へ 48 中･一般 

 V1179 第 15巻 大和路/信濃路 115 中･一般 

 V1180 第 16巻 潮騒（前編） 130 中･一般 

 V1181 第 17巻 潮騒（後編） 130 中･一般 

 V1182 第 18巻 遠野物語 75 中･一般 

 V1183 第 19巻 風琴と魚の町 80 中･一般 

 V1184 第 20巻 なめとこ山の熊/どんぐりと山猫/ 

狼森と笊森/盗森 

80 中･一般 

 V1302 ぼくの青空 (アニメ)(H9) 

- 筋ジストロフィーと闘う - 

28 小･中 

 V1303 ぼくときどきぶた (アニメ)(H9) 25 幼・小 

 V1304 ぼくへそまでまんが (アニメ)(H9) 25 幼・小 

 V1308 かもとりごんべえ (人形アニメ)(H9) 15 幼・小 

 V1309 マッチ売りの少女 (人形アニメ)(H9) 18 幼・小 

 V1310 ヘレンと共に 

- アニー・サリバン -  (アニメ)(H9) 

20 小(高)・中 

 V1327 PiPi とべないホタル (アニメ)(H9) 90 小･中･一般 

 V1328 野ばら (人形アニメ)(H9) 19 幼・小 

 V1369 ニルスの不思議な旅 (アニメ)(H10) 

－ わんぱくニルス － 

29 幼・小 

 V1370 ニルスの不思議な旅 (アニメ)(H10) 

－ 空からの救援隊 － 

29 幼・小 

 V1371 注文の多い料理店 (アニメ)(H10) 23 小・中 

 アニメ世界の昔ばなし (H10)   

 V1396 1.三びきの子ぶた/アラジンとまほうのランプ 22 保・幼 

 V1397 2.ヘンゼルとグレーテル/幸福の王子 22 保・幼 

 V1398 3.しらゆき姫/みにくいあひるの子 22 保・幼 
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 V1399 4.フランダースの犬/ 

おおかみと七ひきの子やぎ 

22 保・幼 

 V1400 5.マッチうりの少女/はだかの王様 22 保・幼 

 V1401 6.赤ずきんちゃん/ 

町のねずみといなかのねずみ 

22 保・幼 

 V1402 7.ガリバー旅行記/にんぎょ姫 22 保・幼 

 V1403 8.ジャックとまめの木/ 

アリババと四十にんの盗賊 

22 保・幼 

 V1404 9.長ぐつをはいたねこ/おやゆび姫 22 保・幼 

 V1405 10.シンデレラ/おおかみ少年 22 保・幼 

 V1409 きつねとぶどう (アニメ)(H11) 11 幼・小 

 V1410 豆象武勇伝 (アニメ)(H11) 15 幼・小 

 V1411 猫の事務所 (アニメ)(H11) 22 保・幼・小 

 V1412 氷河ねずみの毛皮 (アニメ)(H11) 24 小・中 

 V1413 花さき山 (アニメ)(H11) 11 小(低･中) 

 V1453 がんばれまあちゃん (字幕入)(H11) 48 小・一般 

 V1454 ゆうかんな十人のきょうだい (アニメ)(H11) 20 幼・小 

 V1455 むくはとじゅうの名犬物語 (アニメ)(H11) 20 小・中 

 V1456 ミッキーマウスのキャンピングカー 

 (アニメ)(H11) 

9 幼・小 

 V1457 どうぶつ村のリトル・インデアン 

 (アニメ)(H11) 

10 幼・小 

 年中行事アニメーション (H11)   

 V1458 年神様とお正月 10 幼・小 

 V1462 七五三と子どもたち 10 幼・小 

 V1473 こねこ (劇映画・ソ連)(H12) 

- 旅するチグラーシャ - 

84 小・一般 

 V1474 くもの糸 (アニメ)(H12) 11 小（高） 

 V1475 マザーテレサ (アニメ)(H12) 20 小・一般 

 パーシーとどうぶつたち (アニメ)[H9](H12)   

 V1480 春 「ひみつのめいろ」 25 幼・小(低) 

 V1481 夏 「ちからをあわせて」 25 幼・小(低) 

 V1482 秋 「あらしのあとで」 25 幼・小(低) 

 V1483 冬 「ゆきのふるよる」 25 幼・小(低) 

 ※ 各巻 50分（日本語吹替版 25分 英語オリジナル版 25分） 

 のばらの村のものがたり (人形アニメ)[H9](H12)  

 V1484 春 「春のピクニック」 25 幼・小(低) 

 V1485 夏 「小川のほとりで」 25 幼・小(低) 

 V1486 秋 「木の実のなるころ」 25 幼・小(低) 

 V1487 冬 「雪の日のパーティー」 25 幼・小(低) 

 ※ 各巻 50分（日本語吹替版 25分 英語オリジナル版 25分） 

 V1488 そばの花さいた日 (アニメ)(H12) 13 小(低) 

 V1489 走れメロス (アニメ)(H12) 20 小 

 V1490 杜子春 (アニメ)(H12) 21 保・幼・小・中 

 V1493 冬休みだ、全員集合！(アニメ)(H12) 

- 冬の行事や習慣 - 

18 幼・小 

 V1494 おじゃる丸 (アニメ)[H12](H12) 

ちっちゃいものの大きなちから 

11 小(低･中) 

 年中行事アニメーション [H12](H12)   

 V1495 赤いカーネーション - 母の日 - 10 小(低･中） 

 V1496 おじいちゃんはボクのヒーロー  

- 敬老の日 - 

10 小(低･中） 

 忍たま乱太郎のがんばるしかないさ (アニメ)[H11](H12)  

 V1498 ①よいと思うことをおこなう 10 小(低･中） 

 V1499 ②あたたかい心でしんせつにする 10 小(低･中） 

 V1500 ③きまりを守って協力しあう 10 小(低･中） 

 年中行事アニメーション (H13)   

 V1512 お月様とうさぎ 10 保・幼・小 

 V1513 いのちのあさがお [H12](H13) 36 小(中)・保護者 

 V1519 赤鼻のトナカイ ルドルフ物語  

(人形アニメ)(H13) 

46 幼・小 

 V1534 みみずくとお月さま (アニメ)(H14) 11 小 

 V1535 心の花たば (アニメ)(H14) 13 小・一般 

 V1536 5等になりたい (アニメ)(H14) 76 小 

 世界名作アニメーション （全 5巻） (H14)   

 V1537 ①アーサー王物語 [H9] 50 保・幼・小 

 V1538 ②ロビンフッドの冒険 [H4] 50 保・幼・小 

 V1539 ③アリババと４０人の盗賊 [H5] 50 保・幼・小 

 V1540 ④裸の王様 [H6] 50 保・幼・小 

 V1541 ⑤人魚姫 [H10] 50 保・幼・小 

 素敵で小さなお話 第 1集 （全 3巻） (アニメ)[H14](H14) 

 V1542 ①キズついたオオカミと少女 

  フランスのモグラとイギリスのモグラ 

  素敵な贈り物の輪/見つかった! 

  大好きなクマのぬいぐるみ 

  気球に乗った腹ぺこワニとカエル 

35 保・幼・小 

 V1543 ②ボクの味方は強いワニ 

  夢の中のあなたとわたし 

  本に棲むこわい魔物たち 

  お花畑が、どうして? 

  ほんとうにオバケはいるの? 

31 保・幼・小 

 V1544 ③赤い鼻をなくしたピエロ 

利口なジャッカルにだまされたトラ 

暖かい手袋はだれのもの? 

海がにが手な海賊の子ども 

お花やさんになりたい狼のマキシム 

33 保・幼・小 

 V1545 源吉じいさんと子ぎつね (アニメ)(H14) 18 保・幼・小 

 V1564 身障犬ギブのおくりもの [H14](H14) 39 小（中） 

V1568 魔法の指輪 (人形アニメ)[H14](H15) 28 幼・小 

 「1ねん 1 くみ」シリーズ (アニメ)[H14](H15)   

 V1569 - １ばんワル - 13 幼・小 

 V1570 - １ばんでっかい - 13 幼・小 

 おれたち､ともだち! シリーズ (アニメ)[H14](H15)  

 V1571 ともだちや 13 幼・小 

 V1572 あしたもともだち 13 幼・小 

 V1584 盲導犬クイールの一生 (アニメ)(H15) 25 小･中･一般 

 V1605 落語アニメ おばけ長屋 (アニメ)(H16) 20 幼・小 

 V1606 ロビンソン・クルーソー (アニメ)（H16) 

 無人島の冒険 

40 小(中・高)･中 

 V1607 ライト兄弟物語 (アニメ)(H16) 20 小(中・高)・中・

一般 

 V1608 リボンの騎士 (アニメ)(H16) 63 幼･小･一般 

 V1612 きいちゃん (アニメ)[H14](H16) 

－ 私､生まれてきてよかった! － 

21 小(高)・一般 

 V1626 ミッキー･マウスとプルート (アニメ)(H17) 10 保・幼・小 

 V1635 野口英世の少年時代 (児童劇映画) 

 [S30](H17) 

49 

モノクロ 

小・一般 

 V1636 六人姉妹 (児童劇映画) [S34](H17) 47 

モノクロ 

小・一般 

 おれたち､ともだち! シリーズ (アニメ)[H14](H18)  

 V1644 ともだちくるかな 13 幼・小 

 V1645 じごくのそうべえ (アニメ)(H18) 16 幼・小 

 V1651 やさしいオオカミ (アニメ)[H16](H18) 15 小 

 おれたち､ともだち! シリーズ (アニメ)[H14](H19)  

 V1656 ごめんねともだち 13 幼・小 

 V1657 ごめんね､ミーちゃん (アニメ)[H17](H19) 12 幼・小 

 V1691 りゅうの目のなみだ (アニメ)[S56](H19) 20 保・幼・小・中 

 V1692 10ぴきのかえるのなつまつり 

 (アニメ)[H14](H20) 

20 幼・小 

 V1695 夢ものがたり 落語「芝浜」より 

 (アニメ)[H3](H20) 

20 保・幼・小 

 V1699 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 

  （アニメ）［H18］(H22) 

80 幼・小 

 V1700 金子みすゞ やさしさの風景 

(アニメ)［H17](H22) 

17 小・中 

 V1705 花さき山 (切り絵アニメ)［H2］(H22) 20 幼・小 

 V1706 モチモチの木 (切り絵アニメ)［H2］(H22) 20 幼・小 

DVD    

 D1 こねこ (劇映画・ソ連)[H8](H12) 

- 旅するチグラーシャ - 

84 小・一般 

 大藤信郎賞受賞 短編アニメ全集 (H12)   

 D2 1巻 ある街角の物語 (39分) 

     殺人 MURDER (10分) [S37] 

49 小・一般 

 D3 2巻 人間動物園 (3分) 

ＬＯＶＥ (5分) 

     椅子 (11分) 

アオス (10分)  

展覧会の絵 (32分) [S40] 

61 小・一般 

 D4 3巻 ふしぎなくすり (15分) 

     二匹のサンマ (14分) 

     部屋 The Room (5分) 

61 小・一般 
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     やさしいライオン (27分) [S40] 

 D5 4巻 みにくいあひるの子 (20分) 

     花ともぐら (16分) 

     ホーム・マイホーム (4分) 

     てんまのとらやん (18分) [S43] 

58 小・一般 

 D6 5巻 鬼 (8分) 

南無一病息災 (18分) 

詩人の生涯 (20分) 

水のたね (19分) [S47] 

65 小・一般 

 D7 6巻 道成寺 (19分) 

     虹に向かって (19分) 

     スピード (6分) 

     おこんじょうるり (26分) [S51] 

70 小・一般 

 D8 7巻 森の伝説 (30分) 

     いばら姫またはねむり姫 (22分) 

     注文の多い料理店 (19分) [S62] 

71 小・一般 

 D9 8巻 銀河の魚 (24分) 

るすばん (4分) 

くじら (9分) 

幽霊船 (11分) [H5] 

48 小・一般 

 D42 わらしべ長者 (人形アニメ)(H16) 

（日本語字幕機能付き） 

18 幼・小・一般 

D43 彦一とんちばなし  (人形アニメ)(H16) 

（日本語字幕機能付き） 

18 幼・小・一般 

 D44 つるのおんがえし (人形アニメ)(H16) 

（日本語字幕機能付き） 

17 幼・小・一般 

 D45 シートン動物記 タラク山の熊王 

 (アニメ)(H16) 

（バリアフリー対応 副音声・字幕付） 

23 幼・小 

 D46 シートン動物記 タラク山の熊王 

 (アニメ)(H16) 

 ※バリアフリー対応なし 

23 幼・小 

 D47 鉄腕アトム (アニメ)［H15](H16)  

 ※バリアフリー対応なし 

23 幼・小 

 D48 鉄腕アトム (アニメ)［H15](H16) 

（バリアフリー対応 副音声・字幕付） 

23 幼・小 

 D50 泣いて笑って涙して ポコァポコ (劇映画) 

- いっぽ一歩ゆっくり進もう -  (H16) 

53 小･中･一般 

 D55 風の旅人 （アニメ）[H15](H16) 30 中 

 - ベッド式車いす生活,ほんとうの自立とは -  

 D64 エールを贈るバス (児童劇映画) 

           [H17](H17) 

29 小・一般 

 D65 家族ロビンソン漂流記  

不思議な島のフローネ 

90 小・一般 

 （バリアフリー対応 副音声・字幕付） (アニメ)［H14](H17) 

 D66 家族ロビンソン漂流記  

不思議な島のフローネ 

90 小・一般 

 ※バリアフリー対応なし (アニメ)［H14](H17)   

 アニメ名作シリーズ (H18)   

D70 1.ファンタジア(日本語字幕版) 117 小・一般 

 D71 2.バンビ(日本語吹き替え版) 70 小・一般 

 D72 3.ダンボ(日本語吹き替え版) 62 小・一般 

 D73 4.シンデレラ(日本語吹き替え版) 72 小・一般 

 D74 5.白雪姫(日本語吹き替え版) 81 小・一般 

 D75 6.ピノキオ(日本語吹き替え版) 86 小・一般 

 D76 7.ピーターパン(日本語吹き替え版) 75 小・一般 

 D77 8.ふしぎの国のアリス(日本語吹き替え版) 73 小・一般 

 D78 9.ガリバー旅行記(日本語吹き替え版) 74 小・一般 

 D79 おばけパーティー  (アニメ・全 6話)(H18) 

（日本語・英語の字幕、音声切り替え付き） 

42 幼・小 

 D107 雪の女王 [1957 年ソ連](アニメ)(H18) 

（日本語吹き替え版） 

63 小・一般 

 D119 山古志村のマリと三匹の子犬 

 （アニメ）[H18](H18) 

45 幼・小 

 D129 まめうしくん （アニメ・3話入り）[H18](H19) 

まめうしのおとうさん 

まめうしのおかあさん 

まめうしとまめじい  

(バイリンガル収録 日本語・英語) 

30 保･幼･小(低) 

 D130 たまごにいちゃん （アニメ・3話入り） 

[H18](H19) 

こんにちはたまごにいちゃん 

 たまごにいちゃん 

 がんばるたまごにいちゃん 

(バイリンガル収録 日本語・英語) 

26 保･幼･小(低) 

 D149 スプーンおばさん ① (アニメ・12話) 120 保･幼･小(低) 

 ［H18］(H19) (バイリンガル収録 日本語・英語) 

 D151 みんないちばん （アニメ）［H18］(H19) 13 保･幼･小(低) 

 D169 コロちゃんのたんじょうび 

 (アニメ)[H17](H20) 

25 保･幼･小(低) 

 ※字幕版・日本語吹替え版切り替えあり・読みきかせモードあり 

 D174 石井のおとうさんありがとう [H16](H20) 

 岡山孤児院 － 石井十次の生涯 －  

 (劇映画） 

111 小(中)･一般 

 D197 ねずみくんのきもち (アニメ)[H20](H20) 12 幼・小 

 ＮＨＫこどもにんぎょう劇場 （全 6巻）(人形アニメ）[H18](H20) 

 D198 ①かさじぞう 

金の斧 

じゅげむじゅげむ 

45 幼・小 

 D199 ②ごんぎつね 

わらしべ長者 

  三枚のお札 

45 幼・小 

 D200 ③つるのおんがえし 

かぐやひめ 

  てぶくろをかいに 

45 幼・小 

 D201 ④三びきのやぎのがらがらどん 

  ハーメルンのふえふき男 

  ブレーメンの音楽隊 

45 幼・小 

 D202 ⑤マッチうりの少女 

みにくいあひるの子 

  けものの城 

45 幼・小 

 D203 ⑥王さまの耳はロバの耳 

  おおかみと七ひきのこやぎ 

  バラモンとトラとジャッカル 

45 幼・小 

 ねこざかなシリーズ (アニメ・2話収録)(H20)   

 D217 ねこざかな [S57･H13] 

(日本語・英語字幕、音声切り替え機能つき) 

23 保･幼･小(低) 

 D218 そらとぶねこざかな [H15･H16] 

(日本語・英語字幕、音声切り替え機能つき) 

23 保･幼･小(低) 

 D242 ぼくは王さま (アニメ・4話入り) 

               [H18](H21) 

40 幼・小 

 D243 いたずら子ネコ (アニメ・6 話入り)[S14](H21)    45 

     (日本語字幕・日本語吹替え版) 

幼・小 

 D244 クリスマスキャロル (アニメ)(H21) 

 (字幕機能対応) 

29 小・中・一般 

 年中行事アニメシリーズ [H17](H21)   

 D253 Ｐａｒｔ 1 なかよし鯉のぼり 

       赤いカーネーション 

七夕さま 

おじいちゃんはボクのヒーロー 

お月様とうさぎ 

49 保・幼・小 

 D254 Ｐａｒｔ 2 七五三と子どもたち 

       神様がくれたクリスマスツリー 

       年神様とお正月 

福は内! 鬼は外! 

ひなまつり 

54 保・幼・小 

 D255 宮沢賢治 銀河鉄道の夜 

    (アニメ・デジタル映像)[H18](H21) 

48＋ 

解説 23 

小・中 

 いとうひろし作品シリーズ (アニメ)[H18](H21)  

 D256 1. だいじょうぶ だいじょうぶ/ 

   へびくんのおさんぽ (2話入り) 

30 幼・小 

 (音声・字幕ともに、英語・日本語の選択可能。字幕なし可) 

 D257 2. ぱんつも いいな/すこしは きれいに/ 30 幼・小 

 すぷーんを もてば/おてては ぴかぴか (4話入り)  

 (音声・字幕ともに、英語・日本語の選択可能。字幕なし可) 

 D281 星の王子さま (アニメ)［H20］(H22) 30 小(高)･中･一般 

 D290 ハードル （アニメ）[H16](H22) 84 小(高)･中･一般 

 楽しいムーミン一家 (アニメ）(H22)   

 D291 1話 ムーミン谷の春 

※バリアフリー対応なし 

25 幼・小 

 D292 1話 ムーミン谷の春 

（バリアフリー対応 副音声・字幕付） 

25 幼・小 

 D293 2話 魔法の帽子 

※バリアフリー対応なし 

25 幼・小 

 D294 2話 魔法の帽子 

（バリアフリー対応 副音声・字幕付） 

25 幼・小 

 D295 3話 浜で見つけた難破船 

※バリアフリー対応なし 

25 幼・小 

 D296 3話 浜で見つけた難破船 

（バリアフリー対応 副音声・字幕付） 

25 幼・小 



DVD・VHS 

 

 

「＊」印は、官公庁、企業等から寄贈された教材です。                             ( )は購入年度、[ ]は制作または公開年です。 

「＋」印は、岡山市、岡山県等が制作した郷土教材です。                            VHS とシリーズは色を変えています。 

 ねずみくんのチョッキ (アニメ・6話収録)   

 D297 ①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 

38 幼・小 

 D298 うずらちゃんのかくれんぼ (アニメ) 11 保・幼・小（低） 

 くまのがっこう (アニメ・2話収録)[H19](H22)  

 D299 くまのがっこう 

ジャッキーのじてんしゃりょこう 

20 + 

特典 17 

幼・小（低） 

 D300 ジャッキーのパンやさん 

ジャッキーのおせんたく 

20 + 

特典 16 

幼・小（低） 

 D301 ジャッキーのおたんじょうび 

ジャッキーのうんどうかい 

20 + 

特典 11 

幼・小（低） 

 ねぎぼうずのあさたろう (アニメ)[H20](H23)   

 D313 巻之四 鉄火肌火の玉おてつ (4話入り) 

       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 

102 + 

特典 

幼・小（低） 

 D323 巻之一 旅立ちのとうげ (2話入り) 

        出会いの宿場町 

51 + 

特典 

幼・小（低） 

 D324 巻之二 謎のゆうれい屋敷 (4話入り) 

       おまんじゅうは恋の味 

       弁天様のくれた赤ん坊 

       きゅうべいと磯菊の花 

102 + 

特典 

幼・小（低） 

 D325 巻之三 嘘つき小僧すず吉 (4話入り) 

      村を救った秘密箱 

      くノ一の隠れ里 

      人情渡し舟 

102 + 

特典 

幼・小（低） 

 D326 きずだらけのりんご (アニメ)[H17](H23) 23 幼・小 

 D345 月とあざらし (アニメ)[H20](H23) 19 幼・小 

 ぞくぞく村のオバケたち (アニメ・2話収録)(H24)  

D348 ① 第 1話「ミイラのラムさん」 

   第 2話「魔女のオバタン」 

52 幼・小 

 トムとジェリー (アニメ・8話収録)(H24)   

 D349 上には上がある 

②恐怖の白ネズミ 

③おしゃべり子ガモ 

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 

60 幼・小 

 D350 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目茶苦茶ゴルフ 

⑧人造ネコ 

60 幼・小 

 世界名作童話集 (アニメ)[H18](H24)   

 D356 第 1巻 45 幼・小 

 トムソーヤの冒険/アリババと四十人のとうぞく/ゆきの女王 

 D357 第 2巻 45 幼・小 

 しらゆきひめ/ジャックと豆の木/王様の耳はロバの耳  

 D358 第 3巻 45 幼・小 

 おやゆびひめ/みつばちマーヤの冒険/しあわせな王子  

 D359 第 4巻 45 幼・小 

 ふしぎの国のアリス/小公女/アラジンとまほうのランプ  

 D360 第 5巻 45 幼・小 

 母をたずねて/あかずきん/シンデレラ   

 D361 第 6巻 45 幼・小 

 小公子/おおかみと七ひきの子やぎ/マッチ売りの少女  

 D362 第 7巻 45 幼・小 

 赤いくつ/はだかの王様/ピノキオ   

 D363 第 8巻 45 幼・小 

 オズのまほうつかい/そんごくう/アルプスの少女ハイジ  

 D364 第 9巻 45 幼・小 

 にんぎょひめ/フランダースの犬/王子とこじき  

 D365 第 10巻 45 幼・小 

 ロビンフットの冒険/ブレーメンのおんがくたい/ねむれる森の美女 

 D366 第 11巻 45 幼・小 

 白鳥の王子/赤毛のアン/ピーターパン   

 D367 第 12巻 45 幼・小 

 ヘンゼルとグレーテル/シンドバットの冒険/美女とやじゅう 

 D368 第 13巻 45 幼・小 

 たから島/くるみわり人形/みにくいあひるの子  

 D369 第 14巻 45 幼・小 

 白鳥のみずうみ/青いとり/ガリバー旅行記   

 D370 第 15巻 45 幼・小 

 三びきの子ぶた/ながぐつをはいたねこ/イワンのばか  

 ※日本語・英語・中国語・韓国語の音声と字幕の組み合わせ可 

D379 負傷した線路と月 (アニメ)[H22](H24) 15 幼・小 

 D380 森のなかまたち (アニメ)[H4](H24) 25 幼・小 

 D381 フランダースの犬 (アニメ)[S63](H24) 35 幼・小 

 D382 赤毛のアン (アニメ)[H3](H24) 40 幼・小 

*D408 アイヌのお話アニメ オルシペ スウォプ 24 小･中･一般 

 キッズコレクション ディズニーキャラクターズ (アニメ・8話収録)(H25) 

 D410 ドナルドダック 

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 

68 幼・小 

 D411 プルート 

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 

58 幼・小 

 ミッキーマウス (アニメ・8話収録)(H25)   

 D412 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 

69 幼・小 

 D413 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 

60 幼・小 

 D428 勇気あるホタルととべないホタル 

 (アニメ)[H2](H25) 

１７ 幼・小 

 D429 アニメ ハチ公物語 (H25) 18 幼・小 

 ふるさと再生 日本の昔ばなし (アニメ)[H25](H25)  

 D430 花さか爺さん (9話収録) 

一寸法師 

おむすびころりん 

夢を買った男 

ねずみ経 

牛の嫁入り 

八つ化け頭巾 

ほれ薬 

猿地蔵 

69 幼・小 

 D431 浦島太郎 (9話収録) 

金太郎 

力太郎 

うぐいすの里 

平林 

宝くらべ 

いかとするめ 

三人泣き 

大工と鬼六 

69 幼・小 

 D432 こぶとり爺さん (9話収録) 69 幼・小 
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たにし長者 

魚女房 

ほら吹き娘 

熊と狐 

和尚と小僧の川渡り 

しっぺい太郎 

天にのぼった息子 

無精くらべ 

 D433 ぶんぶく茶釜 (9話収録) 

三年寝太郎 

鼻たれ小僧 

最後の嘘 

うれし、めでたや、ありがたや 

食わず女房 

和尚と小僧のかみがない 

ふるやのもり 

旅人馬 

69 幼・小 

 D434 織姫と彦星 (9話収録) 

闇夜にカラス 

髪そり狐 

そそうの相九郎 

オンバの皮 

いもころがし 

火男 

ねずみのすもう 

和尚と小僧のぷ～ぷ～ぱたぱた 

69 幼・小 

 D435 わらしべ長者 (9話収録) 

天の羽衣 

厠の神様 

仁王とどっこい 

鷲のさらい子 

こんにゃく問答 

絵姿女房 

おいてけ堀 

金をひろったら 

69 幼・小 

 D436 かぐや姫 (9話収録) 

鬼の妹 

まんじゅうこわい 

うばすて山 

水の神の文使い 

運のよいにわか侍 

海幸彦と山幸彦 

河童が出てきた日 

閻魔さまの失敗 

69 幼・小 

 D437 三つの斧 (9話収録) 

猿の婿どの 

天狗と盗人 

屁ひり嫁 

猫と茶釜の蓋 

ちゃくりかきふ 

ねずみの婿取り 

小石の手紙 

だんまりくらべ 

69 幼・小 

 D438 天狗の隠れみの (9話収録) 

鬼婆さんが仲人 

閻魔様はハチゴロどん 

きき耳ずきん 

犬と猫と宝物 

幽霊の歌よみ 

たのきゅう 

てえてえ小法師 

にせ地蔵 

69 幼・小 

 D439 鶴の恩返し (9話収録) 

宝ひょうたん 

若返りの水 

猫女房 

ごんぞう虫 

鼻高扇 

たわらの藤太 

狐のお産 

取っつく引っつく 

69 幼・小 

 D440 因幡の白兎 (9話収録) 

嫁の坊主頭 

三枚のお札 

炭焼き長者 

金のなる木 

お坊さんの手ぬぐい 

三人兄弟 

狼の眉毛 

どっこいしょ 

69 幼・小 

 D441 大江山の鬼退治 (9話収録) 

小僧とネコの絵 

貧乏神 

馬方山姥 

えびのお伊勢参り 

なんの病 

山梨とり 

一軒家の婆さん 

ムカデの医者むかえ 

69 幼・小 

 D442 桃太郎 (9話収録) 

はちかつぎ姫 

十二支のはなし 

いくさはやめた 

大蛇と狩人 

尻尾の釣り 

天福地福 

菜飯八兵衛 

茗荷女房 

69 幼・小 

 D443 町のねずみと田舎のねずみ (9話収録) 

おしらさま 

うさぎとカメ 

蛇息子 

カッパとわらぞうり 

そら豆とわらと炭 

味噌買い橋 

猫檀家 

鳥呑み爺さん 

69 幼・小 

 D444 笠地蔵 (9話収録) 

塩ふき臼 

大年の客 

風の神と子供たち 

漆の兄弟 

天の邪鬼とわらし 

あとかくしの雪 

三つの謎かけ 

こおった声 

69 幼・小 

 D445 一足千里のわらじ (9話収録)  

山伏と白い狼 

月日のたつのは早い 

七羽の白鳥 

謎の恋歌 

「お」は難しい 

尻鳴りべら 

涙を流した鬼の面 

星の火 

69 幼・小 

 D446 ヤマタノオロチ (6話収録) 

サトリ女と桶屋 

匂いのお返し 

闇を裂く雄叫び 

タコほねなし 

元犬 

46 幼・小 

 D447 からすのパンやさん/どろぼうがっこう 

(アニメ)[H18](H25) 

40 幼・小 

D448 エリック・カールコレクション 

(アニメ)[H24](H25) 

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 

33 幼・小 

 D449 レオ・レオニ 5つの名作集 

 (アニメ)[H25](H25) 

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 

28 幼・小 

 D450 よっちゃんの不思議なクレヨン  

(アニメ)(H25) 

22 幼・小 

 D463 杜子春 (アニメ)(H26) 21 保･幼･小・ 

中・一般 

 10ぴきのかえる (アニメ・2話収録）(H26)   

 D476 ①10ぴきのかえる 

10ぴきのかえるのなつまつり 

40 幼・小 

 D477 ②10+1ぴきのかえる 

ぎろろんやまと 10ぴきのかえる 

40 幼・小 

 D478 日本の神話 天の岩戸 (影絵アニメ)(H26) 15 幼・小 

 D479 日本のおばけ話 きもだめしのばん 

  (アニメ)(H26) 

15 幼・小 



DVD・VHS 

 

 

「＊」印は、官公庁、企業等から寄贈された教材です。                             ( )は購入年度、[ ]は制作または公開年です。 

「＋」印は、岡山市、岡山県等が制作した郷土教材です。                            VHS とシリーズは色を変えています。 

 D480 金太郎 心のちからもち (アニメ)(H26) 13 幼・小 

 イソップ物語 (アニメ・4話収録)(英語ミニレッスン付)(H26) 

 D481 ①木こりと金のおの 

ライオンとネズミ 

しったかぶりのさる 

王さまになれなかったカササギ 

60 幼・小 

 D482 ②北かぜとおひさま 

まねしたカラス 

きつねとぶどう 

アリとセミ 

60 幼・小 

 D483 ③こな屋とロバ 

ウサギとカメ 

けんかした牛 

ひつじかいの少年 

60 幼・小 

 D484 ④いなかのねずみと町のねずみ 

森のばん人 

畑にうめた宝物 

かえるの王さま 

60 幼・小 

 D489 みんなで跳んだ 城北中学 2年 1組の記録 

 (アニメ)(H27) 

28 中 

 トムとジェリー (アニメ・8話収録)(H27)   

 D505 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ブルおじさん 

⑧夢と消えた百万ドル 

60 幼・小 

 キッズコレクション ディズニーキャラクターズ (アニメ・8話収録)(H27) 

 D506 チップとデール 

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 

53 幼・小 

 ねずみくんのチョッキ (アニメ・6話収録)(H27)  

 D513 ②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 

38 幼・小 

 D521 日本のおばけ話 のっぺらぼう  

(アニメ)(H27) 

15 幼・小 

 ファーブル昆虫記 (アニメ・4話収録)(H27)   

 D527 (1)ハチのなかまたち 40 幼・小 

 D528 (2)アリとオトシブミ 40 幼・小 

 D529 (3)セミとオサムシ 40 幼・小 

 D530 (4)モンシロチョウとカメムシ 40 幼・小 

 D531 (5)カマキリとミノムシ 40 幼・小 

 D532 (6)クモとシデムシ 40 幼・小 

 D533 (7)コオロギとゾウムシ 40 幼・小 

D534 (8)バッタとカミキリムシ 40 幼・小 

 D535 (9)センチコガネとアワフキムシ 40 幼・小 

 D536 (10)フンコロガシとサソリ 40 幼・小 

 D555 殿さまの茶わん (アニメ)(H28) 16 幼・小 

 D556 ココロ屋 (アニメ)(H28) 25 小 

  ぞくぞく村のオバケたち (アニメ・2話収録)(H28)  

 D557 ② 第 1話「ちびっこおばけグー・スー・ピー」 

   第 2話「小鬼のゴブリン」 

40 幼・小 

 D567 おれたち、ともだち! (アニメ・全 4話)(H28) 52 幼・小 

D575 日本のおばけ話 百目のあずきとぎ 

(アニメ)[H元](H29) 

15 幼・小 

D576 日本のおばけ話 絵からとびだしたねこ 

(アニメ)[H8](H29) 

15 幼・小 

D577 雪渡り (アニメ)[H6](H29) 

※バリアフリー対応なし 

23 幼・小 

D578 雪渡り (アニメ)[H6](H29) 

（バリアフリー対応 副音声・字幕付） 

23 幼・小 

D579 鬼の子とゆきうさぎ (アニメ)[H7](H29) 22 幼・小 

 トムとジェリー (アニメ・8話収録)(H30)   

D599 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 

60 幼・小 

D600 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 

60 幼・小 

D601 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 

60 幼・小 

D603 うしろのせきのオチアイくん (アニメ・2話入り)     46 

                            [H13](H30) 

小(低・中) 

D604 みんな友だち [H15](H30) 15 幼･小(低） 

D605 虹色ほたる ～ 永遠の夏休み ～ 

［H24］(H30) 

105 小(高)･中 

    

 


