
１６ミリフィルム 

 

 

情     操     教     育 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

F528 ななつぼし (影絵アニメ)(S43) 15 幼･小(低) 

 F531 泣いた赤おに (人形アニメ)(S43) 18 幼･小(低) 

 F583 みにくいあひるの子 (人形アニメ)(S44) 19 保･幼 

 F584 しろいぞう (人形アニメ)(S44) 20 保･幼･小 

 F604 ヘンゼルとグレーテル （人形アニメ）（S45） 10 保・幼・小(低) 

 F606 砂漠のちえくらべ （アニメ）（S45） 11 保・幼・小(低) 

 F608 ねこの家 (アニメ)(S45) 20 

モノクロ 

保・幼・小(低) 

 F643 赤ずきんちゃん (人形アニメ)(S46) 9 保・幼・小(低) 

 F645 つるのすごもり (アニメ)(S46) 17 保・幼・小(低) 

 F662 ジャッキーの動物園そうどう (S47) 13 小(低・中) 

 F676 すずめどんのおにたいじ (影絵アニメ)(S47) 19 保･幼･小 

 F678 シマリス坊やの冒険 (S47) 11 保･幼･小 

 F679 ふたごのこじか (S47) 11 保・幼・小(低) 

 F680 うさぎのぴょん太君 (S47) 11 保・幼・小(低) 

 F700 モチモチの木 (アニメ)(S49) 18 小･中･一般 

 F716 チコタンぼくのおよめさん (アニメ)(S50) 12 幼･小(低) 

 F717 海ひこ山ひこ (人形アニメ)(S50) 18 保･幼･小 

 F718  マッチ売りの少女 (人形アニメ)(S50) 18 保・幼・小(低) 

 F719 つるの恩がえし (人形アニメ)(S50) 18 保・幼・小(低) 

 F749 花さき山 (アニメ)(S52) 18 小(低･中) 

 F750 空とぶヤゴ (S52) 12 幼･小 

 F780 わたんべとすばらしい仲間 (S54) 40 小･中･一般 

 F781 かもとりごんべえ (人形アニメ)(S54) 15 保･幼･小 

F798 杜子春 (アニメ)(S56) 21 幼･小 

F802 大きい 1年生と小さな 2年生 (S57) 39 小 

F813 ブルドンズがんばる (S57) 50 小･中･一般 

F821 クオレ物語-左官屋アントニオ (アニメ)(S57) 25 小 

F825 猿の子踊りと仲間たち (S58) 49 小･中･一般 

F827 くまの子ジャッキー (アニメ)(S58) 

- シートン動物記より - 

27 幼･小 

F838 木龍うるし (人形劇)(S59) 25 幼･小 

F849 みにくい子がも (アニメ)(S60) 20 幼･小 

F850 ぼくら秘密探偵団 (S60) 75 小･中･一般 

F854 炭屋の子ベッチ (アニメ)(S60) 

- クオレ物語より - 

27 小 

F855 咲ちゃんのおふろやさん  (S60) 43 小･中･一般 

 F866 宗谷物語 (アニメ)(S61) 48 小･中･一般 

 F867 とびうおのぼうやは病気です (アニメ)(S61) 19 保･幼･小 

 F869 あざらしチック (アニメ)(S61) 10 保･幼･小 

 F870 白雪姫 (影絵アニメ)(S61) 10 保･幼･小 

 F872 うさぎとカメ (アニメ)(S61) 12 保･幼･小 

 F876 僕とサイの物語 (S62) 53 小･中･一般 

 F877 ポー川での大活躍 (アニメ)(S62) 

- クオレ物語より - 

25 小 

 F880 まぼろしの４番バッター (S62) 49 小･中･一般 

 F882 がんばれお兄ちゃん (アニメ)(S63) 

- シートン動物記より - 

30 幼･小 

 F883 はるかなるﾀﾗｸ山へ (アニメ)(S63) 

- シートン動物記より - 

27 幼･小 

 F884 サミーは小さな大選手 (S63) 60 幼･小･中 

 F899 タオタオ (アニメ)(S63) 

- クモの不思議な糸 - 

25 幼･小 

 F900 かぐや姫 (アニメ)(S63) 27 保・幼･小・中・

一般 

 F901 ロンロンじいさんのどうぶつえん 

 (アニメ)(S63) 

10 保･幼･小 

 F902 おうさまはだれだ (アニメ)(S63) 10 保･幼･小 

 F903 ぼくと仔犬のわんぱく大事件 (S63) 47 小･中･一般 

 F904 日本のおばけ話 

- のっぺらぼう -  (アニメ)(H元) 

15 幼･小 

 F905 しっぽのない子ねこ (アニメ)(H元) 60 幼･小 

 F914 アンパンマンとばいきんまん (アニメ)(H元) 10 保･幼･小 

 F915 ライオンそらをとぶ (アニメ)(H元) 10 保･幼･小 

 F916 ちゅうしゃがこわいムーじいさん 

 (アニメ)(H元) 

10 保･幼･小 

 F917 雄牛のフェルディナンド (アニメ)(H元) 8 幼･小 

 F918 ピーターと狼 (アニメ)(H元) 14 保･幼･小 

 F919 しあわせ色の小さなステージ (H元) 45 小･中･一般 

 F926 プーさんと虎 (アニメ)(H2) 

－ くまのプーさん より － 

30 保･幼･小 

 F927 わんぱくナージャの竜王退治 (アニメ)(H2) 60 幼･小 

 F929 草原の子テングリ (アニメ)(H2) 21 幼･小 

 F938 アンパンマンまじょの国へ (アニメ)(H2) 10 保･幼･小 

 F939 いじわる狐ランボー (アニメ)(H2) 15 保･幼･小 

 F940 新ちゃんがないた! (アニメ)(H2) 36 小･中･一般 

F943 一寸法師 (人形アニメ)(H3) 14 保･幼･小 

F944 白い馬 (アニメ)(H3) 21 幼･小 

F946 くまのおいしゃさん (アニメ)(H3) 23 幼･小(低) 

F947 木を植えた男 (アニメ)(H3) 30 小･中･一般 

F953 いたずら天使ミッシェル (H3) 80 幼･小･一般 

 F959 タマ＆フレンズ 3丁目物語         

- 夏 -  (アニメ)(H４) 

25 幼･小(低) 

 F960 てんまのとらやん (人形アニメ)(H4) 17 幼･小 

 F961 化けくらべ (アニメ)(H4) 21 幼･小 

 F962 赤いトラックと８人の子どもたち (H4) 90 幼･小･一般 

 F963 あしたぶたの日ぶたじかん (アニメ)(H4) 40 小 

 F964 プーさんとはちみつ (アニメ)(H4) 

－ くまのプーさん より － 

30 保･幼･小 

 F965 プーさんと大あらし (アニメ)(H4) 

－ くまのプーさん より － 

30 保･幼･小 

 F967 勇気あるほたると とべないホタル 

    (アニメ)(H4) 

17 幼･小 

 F968 ハクちゃん行進曲 (H4) 

- 子がもの母さん犬だって - 

46 小 

 F970 小さな家族 (H4) 

- おばあちゃんがいてぼくがいた - 

55 小･一般 

 F973 スノーマン (アニメ)(H4) 

           (音楽と映像のみ) 

26 幼･小 

 F975 すずめになった少年 (アニメ)(H5) 

- ウィリーの冒険 - 

80 小･一般 

 F977 こぎつねのおくりもの (アニメ)(H5) 30 小･一般 

 F978 水仙月の四日 (人形アニメ)(H5) 

  (音楽と映像のみ) 

12 小 

 F979 少年と子だぬき (人形アニメ)(H5) 13 保･幼･小 

 F980 タケオの夏 (H5) 58 小･一般 

 F981 さだ六としろ (アニメ)(H5) 15 幼･小 

 F983 ある島のきつね (人形アニメ)(H5) 14 幼･小 

F984 三ねん寝太郎 (アニメ)(H6) 43 幼･小 

 F985 ババロワさんこんばんは (アニメ)(H6) 24 幼･小・一般 

 F987 鉢かづき姫 (アニメ)(H6) 34 幼･小 

 F988 田舎ネズミと都会ネズミ (アニメ)(H6) 12 保･幼･小 

 F989 風のかけ橋 (H6) 42 小･中･一般 

 F990 ヘンゼルとグレーテル (人形アニメ)(H6) 10 保･幼･小 

 F991 ファーザー・クリスマス (アニメ)(H6) 30 幼･小 

 F992 明かりになったかたつむり (アニメ)(H6) 25 幼･小・一般 

 F994 ネズミさんの恩返し (アニメ)(H6) 22 保･幼･小 

 F995 日本のおとぎばなし (アニメ)(H７) 

- あずきおばけ -  

12 保･幼･小 

 F996 森のはずれ シャックリのぼうけん 

(アニメ)(H７) 

24 保･幼･小 

 F997 鬼がら (アニメ)(H7) 27 保･幼･小 

 F999 イルカと少年 (H7) 45 小･中･一般 

 F1000 ゆかいなピエロとにげだした六匹の熊 (H7) 51 小･中･一般 

 F1001 こぎつねコンと こだぬきポン (アニメ)(H7) 21 保･幼･小 

 F1002 こぎつねのおくりもの (アニメ)(H7) 30 保･幼･小 

 F1003 化けくらべ  (アニメ)(H7) 21 幼･小 

 F1004 すずめどんのおにたいじ (影絵アニメ)(H7) 19 幼･小(低) 

F1005 てんまのとらやん (人形アニメ)(H7) 17 幼･小 

 F1006 がんばれ まあちゃん (H7) 48 小･一般 

 F1007 鬼の子とゆきうさぎ (アニメ)(H7) 22 幼･小 

 F1008 キムの十字架 (アニメ)(H7) 80 小･中･一般 

 F1009 小さな町の牧童たち (H7) 50 小･中･一般 

 F1010 おおきなかぶ (アニメ)(H7) 21 幼･小(低) 

 F1011 フォックスウッド物語 (アニメ)(H8) 

- ひみつがいっぱい - 

25 幼･小 

F1012 イーヨのおたんじょう日 (アニメ)(H8) 28 保･幼･小 
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- くまのプーさんより - 

F1013 おうさまはだれだ (アニメ)(H8) 10 保･幼･小 

F1014 ライオンそらをとぶ (アニメ)(H8) 10 保･幼･小 

F1015 ちゅうしゃがこわいムーじいさん  

(アニメ)(H8) 

10 保･幼･小 

F1017 走れメロス (アニメ)(H8) 96 小･中･一般 

 F1018 ブック･こぎつね物語  (アニメ)(H8) 

- わんぱくブックの春夏秋冬 - 

77 幼･小 

F1019 モチモチの木 (切り絵アニメ)(H8) 20 幼･小 

F1020 はばたけ明日への瞳 (H8) 51 小･一般 

 F1021 山に輝くガイド犬平治号 (アニメ)(H8) 28 幼･小 

 F1022 日本のおばけ話 絵からとびだしたねこ 

                          (アニメ)(H8) 

15 幼･小 

 F1023 日本のおばけ話 きもだめしのばん 

(アニメ)(H8) 

15 幼･小 

F1025 ロバと少年 (アニメ)(H9) 27 保・幼・小 

 F1026 双子の星 (アニメ)(H9) 27 保・幼・小 

F1027 猫の事務所 (アニメ)(H9) 22 保・幼・小 

F1028 彦星と織姫 (アニメ)(H9) 20 保・幼・小 

 F1029 はむこ参る (シネマサイズ)（アニメ)(H9) 20 保・幼・小 

 F1030 ミッキー・マウスのメリー・クリスマス  

(アニメ)(H9) 

26 保・幼・小 

 F1031 忍たま乱太郎 パート 1 (アニメ)(H9) 25 保・幼・小 

 F1032 モジャ公 パート 1 (アニメ)(H9) 23 保・幼・小 

 F1033 アニメ・ハチ公物語 (アニメ)(H10) 18 保・幼・小 

 F1034 よっちゃんの不思議なクレヨン 

 (アニメ)(H10) 

22 保・幼・小 

 F1035 少年モーグリ (アニメ)(H10) 25 保・幼・小 

 F1036 かんすけさんと不思議な自転車 

 (アニメ)(H10) 

23 保・幼・小 

 F1037 注文の多い料理店 （アニメ)(H10) 23 幼・小 

 F1038 こぎつねの消防隊 （アニメ)(H11) 17 幼・小 

 F1039 白いラクダの親子 （アニメ)(H11) 18 幼・小 

 F1040 クマのミナクロと公平じいさん  

(アニメ)(H11) 

23 幼・小 

 F1041 ランボーのあぶないいたずら (アニメ)(H11) 16 幼・小 

 F1042 新・泣いた赤おに (アニメ)(H12) 20 幼・小・一般 

 F1043 映画 忍たま乱太郎 (アニメ)(H12) 45 幼・小・一般 

 F1044 トイレの花子さん (アニメ)(H12) 30 幼・小・一般 

 F1045 小さなゆうびんひこうきペドロ (アニメ)(H13) 8 幼・小 

 F1046 ベンとエイモス (アニメ)(H13) 23 幼・小 

 F1047 セロひきのゴーシュ (アニメ)(H13) 20 幼・小・一般 

 F1048 長くつ下のピッピ (アニメ)(H13) 76 幼・小 

 F1049 森のトントたち 

 クリスマス クリスマス (アニメ)(H13) 

25 幼・小 

 F1050 きこりのドナルド （アニメ)(H14) 8 保・幼・小 

 F1051 からすのパンやさん （アニメ)(H14) 20 保・幼・小 

 F1052 カワウソ親子の冒険 （アニメ)(H14) 19 幼・小(低) 

 F1053 ミッキーマウスと魔法の帽子 (アニメ)(H14) 10 幼・小(低) 

F1054 映画 おじゃる丸 (アニメ)(H15) 

約束の夏 おじゃるとせみら 

47 幼・小 

 F1055 シートン動物記 (アニメ)(H15) 

～ ギザ耳うさぎ ～ 

23 幼・小 

 F1056 ねずみくんのチョッキ 3 (アニメ)[H16](H17) 20 幼・小 

 F1057 お月様とうさぎ （アニメ)[H10](H17) 10 幼・小 

 F1058 かわいいミルクやさん (アニメ)(H17) 9 幼・小 

 F1059 「１ねん１くみ」シリーズ (アニメ)[H14](H17) 

- １ばんゆうき - 

13 幼・小 

 F1060 じごくのそうべえ (アニメ)(H18) 16 幼・小 

 F1061 だるまちゃんと だいこくちゃん 

   (アニメ)(H19) 

18 保・幼 

 F1062 ちびねこコビとおともだち 

   (アニメ)[H16](H19) 

20 幼・小 

 F1063 たぬきの糸車 (アニメ)(H20) 11 幼・小 

F1064 日本のおばけ話 百目のあずきとぎ 

(アニメ)[H元](H21) 

15 幼・小 

 F1065 花いっぱいになあれ (アニメ)[H元](H21) 12 幼・小(低) 

    

 

 

 

 

平     和     教     育 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

 F843 ヒロシマ・ナガサキ (S59) 46 小･中･一般 

 F936 戦争 - 子どもたちの遺言 -  (H2) 53 小･中･一般 

 F937 少年の日の思い出 (H2) 55 小･中･一般 

 F941 ひろしまのエノキ (アニメ)(H2) 24 幼･小 

 F948 天に焼かれる (アニメ)(H3) 

- 絵による証言 - 

17 小(高)･中･一般 

 F949 もしこの地球を愛するなら (H3) 26 小(高)･中･一般 

 F950 おこりじぞう (人形アニメ)(H3) 27 幼･小 

 F951 夏服の少女たち (アニメ)(H3) 

- ヒロシマ･昭和 20年 8月 6日 - 

30 小(高)･中･一般 

 F974 ガラスのうさぎ (H4) 

- 東京大空襲 - 

105 小･中･一般 

 F998 ポッポチャンとクリチャン (H7) 

- ヒロシマ・ナガサキのたび - 

59 小(高)･中･一般 

    

 

＊この他にも、他分野の 16ミリフィルムを多数取り揃えております。 

お気軽にお問い合わせください。 


