
分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 330
    子育てのこころ

・内容/あらすじ
子育ての基本自立の心、役割を果たすことの大切さに気付かせ思
いやりのある心豊かな人間として育てることを訴える。
・主対象層　： 一般/母親学級

・購入年度：Ｓ56年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 333
    私たち老人クラブの活動

・内容/あらすじ
孤独感が身にしみるそんな思いで生きる老人が増えてきた。クラ
ブを愛し、活用し、維持し促進することが使命といえる。
・主対象層　： 婦人教育/高齢者

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 334
    親と子が信じあうとき

・内容/あらすじ
正しく社会に適応していけるように子供をしつけるのは親の責任で
あることを訴える。地域の大人の一声の大切さを示す。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 335
    いのち

・内容/あらすじ
若い夫婦を例にとり、結婚し子供を産むことの悩みを周囲の励まし
を感動的に描き豊かな自己創造につながることを強調。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 336
    じっちゃ・ばっちゃとわらしっこ

・内容/あらすじ
健康なお年寄りに明るく、能力を生かして生きがいを高め、孤独を
なくして市民との交流を高めることに意をもっている。
・主対象層　： 青年学級

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：40分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 339
    だれもが通る道

・内容/あらすじ
青年期の子供との人間関係は難しい。子供はいつか必ず親の心
を理解する。親の姿は何にも勝る無言の教訓になる。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：28分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 340
    街

・内容/あらすじ
一人の少女と一匹の犬のある事件を通して、善意とか親切とかい
たわりの情とかを真剣に考え直すことを提起する実話。
・主対象層　： 子供会/ＰＴＡ/指導者

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：38分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 341
    ニホンザル－母の愛－

・内容/あらすじ
奇形のニホンザルが初めての赤ん坊を産んだ。“モズ”という。子
育ての逞しさを四季を通じて追い、野生の生活を探る。
・主対象層　： 子供会/ＰＴＡ/指導者

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 342
    親になるって

・内容/あらすじ
赤ちゃんの特性を正しく理解し、育児には夫の理解と協力がいか
に大切か、親になる責任とは何か、心構えや自覚を考える。
・主対象層　： 青年教育/家庭教育

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 344
    砂の家

・内容/あらすじ
受験期と青春期に悩む子供達に、どのように関わったらよいか考
えさせられる。
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：50分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 345
    父そして家庭

・内容/あらすじ
小学生・中学生・高校生という三つの家庭の場合を例に、父親の
あり方を考えます。
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 346
    親ばなれ子ばなれ

・内容/あらすじ
子供と親との葛藤を今日的な視点からとらえ、親と子の関係はどう
あるべきか考えます。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 347
    ボケない老後

・内容/あらすじ
専門医の話をおりこみながら、頭の老化を防止する具体的な方法
と心得を示唆します。
・主対象層　： 成人教育/高齢者

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 349
    まじめな話

・内容/あらすじ
オチンチンについて正しい理解を持ってもらい大事な我が子のす
こやかな成長に役立ててほしい。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 353
    ぼくにもできる

・内容/あらすじ
落ちこぼれといわれた中学生と不良グループが、まわりの人達の
協力で社会参加活動に加わり立ち直る。
・主対象層　： 青少年

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 356
    ブルドンズがんばる

・内容/あらすじ
仲間同士がひとつの目標に向かって助け合い励まし合って、頑張
りぬく姿を明るく楽しく描いたもの。
・主対象層　： 少年教室/一般

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：50分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 358
    ぼくの熊おじさん

・内容/あらすじ
焼き芋屋さんが内気な少年を変えた。体と本音をぶつけ合う中で
少年は積極的な生き方を身につけ豊かな心を培ってゆく。
・主対象層　： 家庭教育/一般

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：46分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 360
    手のひらの詩

・内容/あらすじ
豊富な“もの”に囲まれ生活している資源は有限である。物を大切
にする真義を理解しその実践を訴えるものである。
・主対象層　： 少年教育/家庭教育

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 362
    叱ることを考える

・内容/あらすじ
どう叱ったらよいか。行動を自律的に変容させていくための留意
点、叱責した後の対応の仕方、問題点を考える。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：28分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 363
    おやじは背中で叱ってくれた

・内容/あらすじ
息子が犯した過ちを身をもって正そうとした父の姿に少年はどう反
応したか。教育の本質、父親の役割を考える。
・主対象層　： 中学生/家庭教育

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 364
    罪の意識のない子どもたち

・内容/あらすじ
遊び型非行が激増しています。初期の段階でいかに善悪のけじめ
を持たせるか親の責任を問いかけます。
・主対象層　： 中学生/家庭教育

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 367
    幼児の交通安全とお母さんの
役割

・内容/あらすじ
母親の行動を通して幼児の交通安全教育のあり方を紹介し、事故
防止のために母親の役割がいかに大切かを描く。
・主対象層　： 母親教育

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 369
    奥の細道の世界

・内容/あらすじ
行脚の様子を旅の経路に従って描き、古典、文学に取り組もうと
する人々の作品への興味と理解を深めるように構成。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：36分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 370
    女子非行

・内容/あらすじ
身も心も傷つくのはいつも女性。彼女たちは親に反発し非行に傾
斜しながらも心では常に親に助けを求めている。
・主対象層　： 中学生/家庭教育

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 371
    お年寄りの交通安全教室

・内容/あらすじ
茶の間でお馴染みの獅子てんや、瀬戸わんやさんが面白く、わか
りやすく説明します。
・主対象層　： 高齢者

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 373
    ぬくもり

・内容/あらすじ
暴力を加えられていた気の弱い少年が労務者からかけられた励
ましの一言は少年の胸を電流のようにかけめぐった。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 379
    子供の心知ってますか

・内容/あらすじ
お父さんお母さん僕は本当にダメな子どもなのですか？こんな心
の声を聞いてほしいのです。子供の心を把握していますか。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 382
    お年寄りをねらう悪徳商法

・内容/あらすじ
様々な事例を取りあげ老夫婦、お年寄りは狙われやすく、近隣と
の心を開いたつき合い助け合っていく事の大切さを訴える。
・主対象層　： 婦人教育/高齢者

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：26分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 383
    バス停の座布団

・内容/あらすじ
バス停の待合室に誰かが作って置いた三枚の座布団。実話を参
考に見知らぬ人同士のふれあい、誠意の原点を考えます。
・主対象層　： 家庭教育/一般

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 386
    よい子の神話

・内容/あらすじ
性非行、身も心もボロボロになる前に親として、友として勿論自身
で何かできるのでは。どう対処したらよいか問題提起。
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：60分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 388
    お父さん、お母さんけんかしな
いで

・内容/あらすじ
問題行動に走らないとも限らない危険性をはらんだ家庭を通して、
両親の不和の重大性を考え家族関係の意義を考える。
・主対象層　： 家庭教育/母親学級

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：33分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 389
    はじめての反抗

・内容/あらすじ
幼児期の育て方で特に「自立」は重要な意義を持っている。その証
としての「反抗」の意味、対応するヒントを得る。
・主対象層　： 母親学級/ＰＴＡ

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 390
    わが子を伸ばす親の一言

・内容/あらすじ
言葉のニュアンス、態度を改めることで子供の「やる気」を引き出
せることを具体例を通して考えます。
・主対象層　： 家庭教育/母親学級

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：29分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 392
    母と子の絆愛のクレパス

・内容/あらすじ
母親の偏狭した教育とふとした言葉が子供にどんな影響を与えて
いたか、それらを通して子供の教育を考えます。
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：40分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 393
    ボケにならないために

・内容/あらすじ
ボケの正しい知識と最新の情報を紹介しながら、日常生活の中で
可能なボケ予防策を描きました。
・主対象層　： 高齢者/一般

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：24分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 395
    楽しいビデオ作品の作り方

・内容/あらすじ
カメラワークの基本的なテクニックや映像の表現方法、編集、録音
の仕方等について、作品を作ろうとしている人を対象。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 399
    横山大観

・内容/あらすじ
横山大観記念館９０年の歩みより。生い立ち～晩年。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 404
    母へ

・内容/あらすじ
心の孤独「電話」の中に「家族の団欒」を求める子供達。電話相談
の多数をしめはじめているのはなぜなのだろう。
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 405
    そこに愛

・内容/あらすじ
田舎暮らしの祖父と都会育ちの孫との心の交情を通して、そこにこ
そ愛があるのだということをしみじみと描いた家族愛。
・主対象層　： 家庭教育/高齢者

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 408
    親たちみんなの子どもたち

・内容/あらすじ
ＰＴＡ活動を通して知り合った親達が学級や地域の中で子育てを
皆で共有する事ができた実例をもとにＰＴＡの重要性を説く。
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：35分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 409
    私たちの井戸端会議

・内容/あらすじ
家庭での教育力の低下は近隣の親同士の育児等について相互に
学ぶ機会が不足し、情報交換がなくなっている事が原因。
・主対象層　： 家庭教育/婦人教育

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 410
    子どもの友情

・内容/あらすじ
親のアドバイスのもと、子供達の理解と勇気を軸に友情をしっかり
身につけていく事例を提示し、ヒントとして役立ててほしい。
・主対象層　： 家庭教育/少年教育

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 412
    子どもの成人型糖尿病

・内容/あらすじ
幼児期から肥満傾向にあり、慢性的な運動不足、様々なストレス
と成人型糖尿病の温床で生活しているようなものです。
・主対象層　： 母親学級/一般

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 413
    あそぼうよ

・内容/あらすじ
大人が何をなすべきかを考える上で大いに役立つでしょう。教育と
地域づくりに関心を持つ人々の集いに活用してほしい。
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 414
    風の色が見えた

・内容/あらすじ
定年後、日々なす術もなく妻べったりの生活を送っている男がシル
バー人材センターで活動し、働く友達を知り自らも社会参加する。
・主対象層　： 婦人教育/高齢者/一般

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 416
    路

・内容/あらすじ
罪の意識もなく人の自転車を勝手に乗り回す子。そんな息子の行
動にこだわる親がいた。これではいけないと思った父は・・・。
・主対象層　： 家庭教育/一般

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 420
    新しい自分との出会い

・内容/あらすじ
趣味や生きがいにつながるもの。生涯を通じて楽しめ情熱を傾け
られるサムシングが見出せた人は心豊かで幸せである。
・主対象層　： 成人教育/高齢者

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：34分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 421
    ゴミ減量作戦

・内容/あらすじ
ゴミは資源・公害・環境と様々な広がりを持つだけに解決の糸口を
探るのは難しい。正しい知識を持つことが前進の糸口。
・主対象層　： 家庭教育/一般

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 425
    Ｎｏ！と言うのも親の愛

・内容/あらすじ
子育ては親と子の本音と本音のぶつかりあい。口論、大げんか、
その中から本当の絆が生まれてくる。親の生きざまが必要。
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 430
    おばあちゃんほほえみをもう一
度

・内容/あらすじ
老後はどのように生きていくのが幸せなのかを探り、高校生として
の関わり方、家庭、地域のあり方を示唆していく。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 432
    エイズの知識と対策

・内容/あらすじ
エイズに関する正しい知識と情報を提示し、その予防のために、
具体的に何をなすべきかを訴える。
・主対象層　： 家庭教育/一般

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 433
    素敵にボランティア

・内容/あらすじ
本当の意味でのボランティアの心とは何かについて、担い手から
受け手の立場に変わった一人の主婦の視点から考えます。
・主対象層　： 小学生/婦人教育/一般

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 434
    わが子の長所みえてますか

・内容/あらすじ
親ってどうして短所ばかりが見えるの？わが子の長所を見出すに
は？それを考えてみます。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 435
    小さな勇気

・内容/あらすじ
親切にしたり、正しいことをした時、ちょっとした勇気を持って、その
後の充実感が素晴らしいものだということを訴えます。
・主対象層　： 家庭教育/道徳教育

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 437
    ガッツ親父とオサム

・内容/あらすじ
孤独の中で心の荒んでいった少年が父親との関係を回復して立ち
直り本来の純真な心を取り戻していく父と子の感動物語。
・主対象層　： 小学生～一般

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：56分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 439
    性ってなあに？
    －前編－

・内容/あらすじ
☆ セックスってなあに　☆月経ってなあに　☆男と女のからだのち
がい等
・主対象層　： 小３年～一般

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 441
    反抗
    －少年非行を考える－

・内容/あらすじ
愛情に飢える若者達。世間体だけを気にする母。心が発する危険
信号。青少年健全育成の鍵を握るものは何か？
・主対象層　： 家庭教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 443
    心をむすぶ愛のハーネス

・内容/あらすじ
全盲の小百合さんと盲導犬カンナが５キロのロードレースに挑戦。
みごと「走り抜いた」ことで多くの人々に感動を与える。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：55分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 444
    子どもの本音聞こえてますか

・内容/あらすじ
「子供電話相談室」には悲痛な叫びが寄せられています。『訴え』
を通して、親子の信頼の絆を築きあげるためには日常どうあるべ
きかを考えます。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：28分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 446
    君は素晴らしい

・内容/あらすじ
学歴社会の中で落ち込み、自身を失いがちな子に“君は素晴らし
い”とその能力を引き出し勇気を与えたオヤジ（大工さん）の実話
の物語。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 448
    ボランティアガイド
    （教育・環境・国際協力編）

・内容/あらすじ
今やボランティアは様々な分野に発展し、地域や社会に潤いを与
えている事例を紹介。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 450
    聞いてよお母さん

・内容/あらすじ
隆はついに塾をサボり白紙答案を出してしまう。悩み苦しむ心を親
に打ち明ける勇気を、行動を教える奥田先生。やがて・・・。
・主対象層　： 家庭教育/成人教育/ＰＴＡ

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：33分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 451
    わが家はただいま３６２歳

・内容/あらすじ
多世代同居の問題に直面したときの家族のあり方、心の準備を熟
年・実年の世代と共に考えてみる。
・主対象層　： 家庭教育/青年教育/成人教育

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：34分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 456
    いい子・わるい子

・内容/あらすじ
親にとって都合の「いい子」が抱える問題点を探り、自立心ややる
気が芽生え始める時期の親の対応の大切さを示唆します。
・主対象層　： 母親学級

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：28分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 457
    心の叫びが聞こえますか

・内容/あらすじ
早い段階で救うべき親のあり方を提示し、家庭、学校、地域、それ
ぞれの立場でいじめをなくすことの大切さをアピール。
・主対象層　： 中学校教員/ＰＴＡ

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：35分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 459
    幼児の自立と遊び

・内容/あらすじ
☆ 大切な乳児期のしつけ☆ 家庭や保育園でのケーススタディ☆
乳幼児の遊びは学びの場
・主対象層　： 家庭教育/一般

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 461
    ならぬことはならぬ

・内容/あらすじ
子どもの人間形成の場である家庭。父親が果たさなければならな
い役割を強く訴えます。お父さん、あなたの出番です。
・主対象層　： 家庭教育/少年教育/父親学級

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：29分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 465
    Ｏ－１５７と食中毒
    －家庭での予防－

・内容/あらすじ
私たちに出来ること、わたしたちがやるべきことは？最新の正確な
情報をもとにＯ－１５７を防ぐ食中毒対策を具体的に示す。
・主対象層　： 家庭教育/婦人教育

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：16分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 466
    水戸黄門のお年寄りの交通安
全

・内容/あらすじ
事故を防ぐにはお年寄り自身が自分の心理、身体的特性を理解し
たうえでルールを守り行動する事を再度考えます。
・主対象層　： 高齢者/一般

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：25分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 467
    中年からの私づくり

・内容/あらすじ
自分の老年期についてのイメージをどう持つか。「私としての自
分」をどう生きていくか。４人の女性の場合を考えます。
・主対象層　： 婦人教育/一般

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：31分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 468
    ぶれあい

・内容/あらすじ
アジアから訪れた５人の若者がホームステイした５つの家族の様
子を心温まる出来事等をきめ細かく追った国際理解内容。
・主対象層　： 青年教育～一般

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：31分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 471
    みんなが生きる町が生きる

・内容/あらすじ
ボランティア活動と生涯学習が深く関わっている実践活動を、５例
紹介し活動は生涯学習そのものである事を訴える。
・主対象層　： 青年教育/婦人教育/一般

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：30分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 477
    金色のクジラ

・内容/あらすじ
白血病の弟の命を救うために家族が力を合わせて努力する姿を
実話を基に、命の尊さ、家族・人間愛を謳いあげています。
・主対象層　： 小学生/家庭教育/一般

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：105分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 479
    名刺のいらない仲間たち

・内容/あらすじ
サラリーマンのボランティア活動。企業人として第一線で働いてい
る人々の活動を通して、地域、個人の関わりを見直す。
・主対象層　： 成人教育/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：30分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 481
    思いやりの心

・内容/あらすじ
幼児期は人格形成の上で、大切な時期。「社会性」「協調性」など、
幼児期の「しつけの心構え」を、子どもの成長を追いながらに解説
していきます。
・主対象層　： 家庭教育/幼児教育

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 484
    しつけとルール

・内容/あらすじ
幼児期は人格形成の上で、大切な時期。「社会性」「協調性」など、
幼児期の「しつけの心構え」を、子どもの成長を追いながらに解説
していきます
・主対象層　： 家庭教育/幼児教育

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 485
    若者の主体性を活かした地域
活動

・内容/あらすじ
２つの事例を通して、若者が主体性を持って地域活動に取り組め
るようにすることがどんな意味を持つのか探っていく。
・主対象層　： 中学生/高校生/指導者

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 488
    新生トイレの花子さん

・内容/あらすじ
とにかく怖い！！この学校の怪談が一番怖い。監督堤幸彦×脚
本高橋洋。洗練された新しいパラサイコ・ホラーが誕生。
・主対象層　： 中学生～一般

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：94分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

01.社会教育 490
    春ふたたび

・内容/あらすじ
老人クラブのダンス教室で生まれた独身者同士の恋。家族に波紋
がおこり、乗り越えてゆく。感動のシルバー・ロマン。
・主対象層　： 家庭教育/高齢者

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：30分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 494
    半七捕物帖異聞

・内容/あらすじ
「車の陰からの飛び出し」「夕暮れ時や夜間の横断」「交差点での
横断」等の注意点を現代の三代目半七親分が解説する。お年寄り
の交通安全
・主対象層　： 高齢者

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：25分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 502
    かあちゃん

・内容/あらすじ
女手ひとつで４人の子どもを育てるお勝。そんなお勝の家の金を
狙って勇吉が強盗に入った。引き止め一緒に暮らすが・・・。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：60分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 504
    メール

・内容/あらすじ
ホームページに覚えのない差別メールを書き込まれた女子高生。
精神的な苦しみから立ち直っていくまでを感動的に描く。
・主対象層　： 家庭教育/中学生

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：54分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 506
    身障犬ギブのおくりもの

・内容/あらすじ
生まれながら前足が不自由なラブラドール・レトリバー犬のギブ
と、飼い主一家の愛と勇気の実話を基に描いた感動物語。
・主対象層　： 家庭教育/小学生

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：39分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 507
    鞍馬天狗のお年寄りの交通安
全

・内容/あらすじ
お馴染み、鞍馬天狗が登場。お年寄りが交通事故にあわないため
に必要な知識と交通ルールを描きます。
・主対象層　： 高齢者/一般

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：30分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 509
    子どもを育む地域活動

・内容/あらすじ
地域の持つ教育力を回復させ、活動を活発にするには何が大切
かを探る。地域活動に関心を持つ人たちの集いに効果がある。
・主対象層　： 指導者

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 511
    インターネットの罠

・内容/あらすじ
罠に陥らないようにするには？トラブルに巻き込まれたときはどう
したらいい？高校生のドラマを通して自己防衛策を描く。
・主対象層　： 家庭教育/一般

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 512
    アルコールの本当を知る

・内容/あらすじ
人体への害、未成年者に及ぼす影響、アルコール依存症の問題
を当事者へのインタビューを交えて、恐ろしさを訴える。
・主対象層　： 家庭教育/中学生/一般

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 513
    かげろうお銀のお年寄りの交通
安全

・内容/あらすじ
「かげろう忍法帳」のお銀が登場。お銀、蛍、又八、飛猿の活躍を
楽しみながら、交通安全の大切さとルールを学ぶ。
・主対象層　： 高齢者/一般

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：29分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 517
    親と子の対話

・内容/あらすじ
万引きで補導された息子に、仕事人間の父はどう対処したか。時
には親が柔軟性を持つ事が大切である事を訴える。
・主対象層　： 家庭教育/中学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：29分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 519
    子どもが不登校になったとき

・内容/あらすじ
不登校からひきこもりになった中学生と家族の、誰でも抱えている
悩みや疑問について、牟田武生が分かり易く答える。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：29分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 520
    凶器にもかわる携帯電話

・内容/あらすじ
中高校生が、犯罪や被害に巻き込まれるケースが増えています。
彼らが被害に遭わないようにと願い制作した。
・主対象層　： 家庭教育/中学生/高校生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 521
    出会い系サイトの危険

・内容/あらすじ
学校では誰からも注目されず、家でも居場所がないと思っている
女子高生が出会い系サイトで経験したものは・・・。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 522
    家庭の中の３Ｒ（スリーアール）

・内容/あらすじ
家庭で出来るリデュース、リユース、リサイクルの３Ｒの実践例を
紹介し、リスタイルを分かり易く描きます。
・主対象層　： 家庭教育/中学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：16分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 525
    自分で守ろう自分の命防ごう自
転車事故

・内容/あらすじ
交通ルールやマナーを身につけることが、運転者自身の安全を確
保すると共に、歩行者を守る事にもつながる事を理解させる。
・主対象層　： 小学生/中学生/高校生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：16分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 526
    セッちゃん

・内容/あらすじ
高木家は３人家族。ある日、娘の加奈子がいじめにあう「セッちゃ
ん」という転校生について話し出した。原作：重松清。
・主対象層　： 家庭教育/中学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：34分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 527
    郡上一揆

・内容/あらすじ
規模といい、年数の長さといい、幕府を巻き込み死闘の末に、藩
主更迭という勝利に終わった。他に例を見ないものである。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：112分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 531
    ノーマライゼーションを考えるシ
リーズ
    －自立という選択－

・内容/あらすじ
施設に暮らし自立を目指す知的障害者や、グループホームで暮ら
す障害者、就労している障害者、働きながら結婚生活を送ってい
る障害者たちを実際に取材。知的障害者
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 532
    ノーマライゼーションを考えるシ
リーズ
    身体障害者－社会に向けて自
分を発信する－

・内容/あらすじ
パソコンを使って自宅で就労している身体障害者や、障害者なら
ではの視点で会社を経営している障害者を実際に取材。身体障害
者との共生の今をレポート。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 533
    ノーマライゼーションを考えるシ
リーズ
    精神障害者－歪んだイメージを
問い直す－

・内容/あらすじ
精神障害者の７割を占める統合失調症を中心に精神障害者の今
を伝える。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 539
    地球環境紀行①
    【アジア】スリランカ

・内容/あらすじ
人間と象が共存している唯一の国といわれるスリランカ。象を大自
然に戻すための教育を紹介します。
・主対象層　： 中学生～

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：26分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 543
    子どものしつけと父親の役割

・内容/あらすじ
子を持つ親たちに、特に父親の家庭教育への参加を唱え、子ども
の成長にとって父親との触れ合いがいかに大切かを訴えます。
・主対象層　： 家庭教育

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：21分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 544
    人権入門

・内容/あらすじ
ある男性の一日を追い、その一日の出来事の中で「人権を考える
１０のチェックポイント」を用意し、日常の中の身近な人権を改めて
考えていきます。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：23分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 549
    われら交通安全ボランティア

・内容/あらすじ
幼馴染みの同級生が、交通安全ボランティアに立ち上がる！お年
寄りが積極的に生きる大切さ、交通安全の大切さを訴えます。
・主対象層　： 高齢者

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 553
    まさかの時！

・内容/あらすじ
天災に遭遇してしまった時、救援の手が及ぶまでの生き残りは、
各自の体力と知力によるしかない。そのための工夫をわかりやす
く解説します。自分のちからで生きのびられるように
・主対象層　： 小学生～一般

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：36分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 554
    でんじろう先生のかがく
    ～それゆけ！科楽実験隊～①

・内容/あらすじ
空気砲と音編・ダンボール空気砲・ストロー楽器・ペットボトル空気
砲・振動盤実験など
・主対象層　： 小学生～一般

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：60分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 555
    でんじろう先生のかがく
    ～それゆけ！科楽実験隊～②

・内容/あらすじ
ブーメランと電池編・ブーメラン実験・電池実験など
・主対象層　： 小学生～一般

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：60分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 556
    でんじろう先生のかがく
    ～それゆけ！科楽実験隊～③

・内容/あらすじ
静電気と風船編・風船で静電気・ミラクルシャボン玉・電気コップ・
串刺し風船など
・主対象層　： 小学生～一般

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：60分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 561
    ほめ上手　叱り上手

・内容/あらすじ
親子のよい関係を作りだすためのほめ方、叱り方とはどのようなも
のなのか。地域の中に仲間を作り、楽しい子育ての形を提案しま
す。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 562
    大地震発生！
    大切な命を守るために

・内容/あらすじ
最新の研究データや能登半島沖地震、新潟県中越地震、阪神･淡
路大震災の映像･体験談を教訓に危機意識強化を図り、迫り来る
大地震にどう備えるかを提案。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 565
    楽しく街にでましょう交通ルール

・内容/あらすじ
加齢とともに身体機能に変化が起こり危険予知・危険回避も難しく
なってきます。健康で明るく楽しく過ごすための交通ルールの知恵
がつまったビデオです。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：23分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 566
    疾走の迷宮
    飲酒運転の悲劇

・内容/あらすじ
飲酒・ひき逃げ死亡事故を舞台に「加害者とその家族」「被害者家
族」「加害者の周辺者」という三者三様の悲劇の連鎖を見せていき
ます。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：30分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 577
    ｹｰﾀｲ･ﾊﾟｿｺﾝその使い方で大丈
夫？

・内容/あらすじ
掲示板、メール、個人情報、有害サイト、架空請求、情報の流出、
相談先などについてのドラマの合間にアドバイスが入るものです。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：22分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 579
    悪質商法ビデオシリーズ
    詐欺手口にご用心

・内容/あらすじ
・振り込め詐欺（体験者インタビュー、ケースいろいろ）リフォーム
詐欺、内職詐欺などについての対処法、もしだまされてしまった
ら、相談窓口案内
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：18分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 580
    おにぎり

・内容/あらすじ
太陽と水、大地がコメを作る。人間の知恵と努力が、それを育み、
未来へとつなぐ。みんなの心の空腹をこの「おにぎり」が満たしま
す。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：120分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 584
    高齢者の自転車と歩行

・内容/あらすじ
高齢者同士での、自転車と歩行者の二人をモデルに、日頃よく見
受けられる高齢者の行動を例に、交通ルールやマナーについて両
者の行動から検証･解説。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：22分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 585
    ファーストエイド　（前編）

・内容/あらすじ
・ファーストエイダーの心得・皮膚などにきずのないケガとRICE処
置・患部を固定する
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：37分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 586
    ファーストエイド　（後編）

・内容/あらすじ
・皮膚などにきずのあるケガの応急処置、止血法・頭部外傷への
対応・重度の意識障害への対応
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：31分
・教材形態：VHS

鶴岡市

01.社会教育 587
    働き続けてよかった
    私たちの妊娠・出産・子育て体
験

・内容/あらすじ
女性が安心して子供を生み育てられる環境とは。それに関する法
律や制度の有効活用法。実際の働く女性たちの姿がまとめられて
います。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：25分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 588
    青空球児・好児のお年寄りの安
全生活術
    防ごう！家庭内・外出時の事故

・内容/あらすじ
青空球児好児さんの軽妙な漫才と再現映像で学ぶ生活術。外出
時の交通事故やひったくり、家庭内での転倒や浴室事故などから
身を守るポイントを面白くまとめる。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：20分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 591
    私が私らしくあるために
    職場のコミュニケーションと人権

・内容/あらすじ
相手への配慮やコミュニケーションがうまくいってない職場。契約
社員として職場復帰した直美は一歩引いた視点で、人間模様の観
察や助言を根気よく続けてゆきます。やがて、、、。
・主対象層　： 一般

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：26分
・教材形態：DVD

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

01.社会教育 592
    生きる力を育む　保育ビデオシ
リーズ
    心と身体の発達

・内容/あらすじ
６歳まで子供はどのような成長過程をたどるのか。資料映像で丁
寧に追ってゆきます。子の個性をよく見つめ絆をしっかり築いてそ
の生きる力をはぐくんて行くことが大事です。
・主対象層　： 婦人教育

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：21分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 593
    生きる力を育む　保育ビデオシ
リーズ
    自発性と意欲

・内容/あらすじ
２歳ころは、子供の活動が活発になり、自主性や意欲が身につい
てゆく時期。子供の主体性の芽生えをおおらかに見つめてゆきま
しょう。
・主対象層　： 婦人教育

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：22分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 597
    ヘレンケラーを知っていますか

・内容/あらすじ
目と耳に障害のある主人公のもとに、リストカットを繰り返す少年
が身を寄せる。生きること・希望・励まし・切なくやさしく勇気をくれ
る感動作
・主対象層　： 一般

・購入年度：H23年
・上映時間：105分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 599
    知っていれば　避けられる危険
救うことが出来る命
    DISC1/3　子どもの一次措置

・内容/あらすじ
乳児／小児にたいする、心肺蘇生など、一時救命処置について一
般向けに紹介します。
・主対象層　： 一般/母親学級

・購入年度：H23年
・上映時間：33分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 600
    知っていれば　避けられる危険
救うことが出来る命
    DISC2/3　知っておきたい子ど
も安全

・内容/あらすじ
小児を中心に、起きやすい事故、やけど・転倒転落・骨折・熱中
症・誤飲など、一般向けに救急処置を紹介してゆきます。
・主対象層　： 一般/母親学級

・購入年度：H23年
・上映時間：33分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 601
    綾小路きみまろ爆笑エキサイト
ライブビデオ
    第3巻

・内容/あらすじ
綾小路きみまろの　芸能生活３５周年のノンストップライブを完全
収録
・主対象層　： 一般

・購入年度：H23年
・上映時間：65分
・教材形態：DVD

鶴岡市

01.社会教育 602
    ゼロからの風
    オリジナル+バリアフリー2枚組

・内容/あらすじ
飲酒運転事故により、息子の命を奪われた母の戦いを描きます。
主人公を演じるのは２３年に急逝した田中好子さん。
・主対象層　： 一般

・購入年度：H23年
・上映時間：111分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 110
    はなたれこぞうさま

・内容/あらすじ
新潟地方に伝わる民話の原形を、出来るだけ語り継ぐことを考え
ながらアニメーションで映像化。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 112
    ゆうれい屋敷

・内容/あらすじ
幽霊を救ったアメリカ大使の娘バージニアの行動に焦点をしぼり、
困難にもめげず、やさしい真心の尊さを訴えます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 113
    くずの葉ぎつね

・内容/あらすじ
歌舞伎や浄瑠璃でも有名な日本の古い伝承「くずの葉」をもとに創
作した親子、夫婦の愛情を歌いあげています。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：26分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 114
    お父さんの宝物

・内容/あらすじ
父性の不在、父権の失墜が叫ばれている今、本当の父親の価値
と役割を素直に見直すことは出来ないだろうか・・・。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：41分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 116
    竹取物語

・内容/あらすじ
かぐや姫は永遠の生命をもっています。私たちの心のふるさとを
探り、愛の美しさ、別れの悲しさを歌いあげます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

02.マンガ 120
    十五少年漂流記

・内容/あらすじ
誰もいない孤島で、１５人の少年たちが繰り広げる友情と冒険の
感動巨編。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：66分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 123
    ペンギン村の消防隊

・内容/あらすじ
アラレちゃんとその仲間たちが消防隊員になり、火遊びの恐ろしさ
など、防災の大切さを教えてくれます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：10分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 125
    ゆかいな船長さん

・内容/あらすじ
船が沈む。「SOS」どじな船員ドナルドとグーフィ。ミッキーの船長も
大弱り。ついに大爆発。さてどうなることやら。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：8分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 127
    エジソン物語

・内容/あらすじ
素晴らしい成功を導き出すには、努力と探究心とがいかに大切か
を浮かび上がらせようとしたものです。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：19分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 130
    おかあさんの木

・内容/あらすじ
母は“非国民”と言われかねない本音をちゃんと子供の前で話して
くれた。戦争の悲劇と平和への願いを伝えつづけてくれと。
・主対象層　： 小学生（中高学年）

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：22分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 131
    一休

・内容/あらすじ
人間として一度は必ず考える「理想の人間像」。その指針として良
い子に贈る楽しい物語。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：11分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 132
    うかれバイオリン

・内容/あらすじ
実直な農民が悪徳地主や領主に機知で立ち向かい、最後に幸福
を得るイギリスの民話。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 133
    ベロだしチョンマ

・内容/あらすじ
単にかわいそうという同情的な受け止め方で終わらせないで、差
別の不当性と人間尊重の心が育ってくれるように願うもの。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 136
    ライト兄弟物語

・内容/あらすじ
不屈の闘志で、何回も失敗を重ねながらついにエンジン付きの飛
行機を完成させるまでをアニメーションで描きます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 137
    いじわる狐ランボー

・内容/あらすじ
ランボーは口笛が上手ですが、意地悪ばかりするので“意地悪ラ
ンボー”と呼ばれています。でも本当はいい子？
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 139
    しっぽのない子猫

・内容/あらすじ
人を助け仲間のためにつくし、いじめを乗り越える。単に姿、格好
だけではダメな子と決めつけてはいけないことを主張。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：60分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 143
    悟空の消防隊

・内容/あらすじ
「ドラゴンボール」の仲間たちに登場してもらい、火遊びの怖さ等、
防災の大切さを一緒に考えます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：11分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

02.マンガ 145
    ミッキーマウスと魔法の帽子

・内容/あらすじ
はじめてクラシック音楽を聞く人の手引き。幼い子供たちに音楽の
良さ、美しさを知ってもらうために作られた音感情操教育用。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：10分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 152
    さようならカバくん

・内容/あらすじ
戦争さえなければカバは生きられたんだ。２頭のカバ、大太郎と京
子は“絶食死”という最もつらい死をむかえました。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 153
    ピノキオのおくりもの

・内容/あらすじ
ゼペット爺さんへの贈り物も買えなくなり悲観にくれてしまうピノキ
オ・・・。その時、稲妻と共に森の妖精が現れた。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：45分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 154
    がんばれスイミー

・内容/あらすじ
スピード競争をしていたスイミーたちに大きなマグロが突っ込んで
きました。驚いたスイミーは仲間とはぐれ海の底に落ちてしまいま
した。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：26分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 156
    約束

・内容/あらすじ
砂あらしや干ばつの激しさを見せることによって、水の大切さ、緑
と自然への新たな知識を育てることに役立ちます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：16分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 159
    百目のあずきとぎ

・内容/あらすじ
旅人が、ふと下を見るとあずきの粒が、手を伸ばすと、なんとあず
きがピョコンと立ち上がって逃げ出しました。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 160
    とべないホタル

・内容/あらすじ
一人前になったホタルは夜空に向って飛び立ちました。下を見ると
弱々しく光る一匹のホタルがいるのに気がつきました。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 163
    ミッキー･マウスのメリー･クリス
マス

・内容/あらすじ
お化けが現われて「今夜三匹お化けが現れる。逆らうと私と同じよ
うになる」と言って消えてしまいました。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：26分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 165
    夏服の少女達

・内容/あらすじ
母親のお古などで夏の制服を縫い始めたのだが、やっとできた喜
びも束の間。８月６日を迎える・・・。感動のドラマ。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 166
    赤いカラスと幽霊船

・内容/あらすじ
赤いカラスに導かれて、着陸した幽霊船に乗り込んだ２人。老船長
にこの船の舵をとって無事、港につけてほしいと頼まれる。
・主対象層　： 小学生（中高学年）

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：35分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 167
    ホシガリ姫の冒険

・内容/あらすじ
わがままに育ち、贅沢に慣れてしまった姫が、貧しいジャンの家で
暮らすうちに次第に地道で堅実な子供になっていく過程を描く。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 168
    モチモチの木

・内容/あらすじ
本当の勇気ってなんでしょう？「霜月二十日モチモチの木に火がと
もる」と言われても肩を落とす臆病な子の話。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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02.マンガ 169
    ビッケと大あざらし

・内容/あらすじ
海猫島で、乱暴な男の子たちと、どうも馴染めないビッケは一人で
別行動。そして大きなあざらしを見つけるが、しかし・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：23分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 171
    おにたのぼうし

・内容/あらすじ
おにたはとても気のいい鬼でした。角をかくして女の子に会いに行
きましたが、女の子は自分も豆まきをしたいと言います。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 172
    海のコウモリ

・内容/あらすじ
人々の心に潜む偏見や差別意識について具体的に考え、分け隔
てなく、一人の人間として認め合うことの大切さを訴える。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：28分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 173
    南の国に雪が降る

・内容/あらすじ
世界の子供たちがサンタを信じなくなったとき・・・。クリスマス精神
である愛や善意の心を探すため妖精とトナカイが大活躍。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：45分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 174
    新ちゃんがないた

・内容/あらすじ
何が生きて、いき抜いていく勇気につながるのか。何が本当に人
を強くするのか。何が真の人と人とのつながりなのか。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：36分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 177
    一つの花

・内容/あらすじ
原作にはない周囲の隣人や動物を登場させ分かりやすく伝え、子
供たちのナイーブな心に平和と生命の尊さを伝えてくれるでしょ
う。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：23分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 181
    はれときどきぶた

・内容/あらすじ
空からぶたがふってくる・・・。という奇想天外なストーリーで子供た
ちに圧倒的人気を得たベストセラー童話。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：38分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 182
    ドナルドダックとゆかいなペンギ
ンかわいい子リス

・内容/あらすじ
ひどく寒がり屋のぺんぎんが、温かい所を目指して出かけます
が・・・？。ドナルドとリスの激しいどんぐり合戦。はたして・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 183
    木龍うるし

・内容/あらすじ
心のきれいな藤六とすこしずるい権八の心情の移り変わりをほの
ぼのと描きます。木下順二の有名な脚本をアニメで描く。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 187
    なっちゃんのケヤキ

・内容/あらすじ
マンション建設で切られる運命であった一本のケヤキを、何とか残
したいという子供たちの純真な気持ちがケヤキを残した。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 190
    星の子

・内容/あらすじ
人間の傲慢さ、残酷さをいましめ、やさしさ、おもいやりの大切さを
親子の愛情物語を通して感動的に描きます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 191
    のっぺらぼう

・内容/あらすじ
ドキッとこわいおばけの話・・・。こよいは満月赤い月。のっぺらぼう
が今晩は・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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02.マンガ 192
    雪渡り

・内容/あらすじ
子ぎつねの紺三郎がヒゲをピンとひねって、四郎とかん子に「今
度、幻燈会に来てくれ」と入場券を取り出しました。そして月夜の
晩。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：23分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 193
    愛華ちゃんの地球

・内容/あらすじ
学校の宿題を素晴らしい環境マンガにまとめ上げ、国連から「グ
ローバル５００」という賞まで受けた作品が出来るまでの生涯を描
く。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：33分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 195
    金色のクジラ

・内容/あらすじ
白血病の弟の命を救うために兄は自分の骨髄液を提供するため
に手術室に入っていきます。愛と勇気、家族愛と友情の話。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 198
    ジャングル大帝
    －自然－

・内容/あらすじ
人間に飼育されていたビリーは自然の生活を知らないために戸惑
い、人間の所に帰りたいと言い張る。ところが・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：24分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 200
    へんてこなボランティア

・内容/あらすじ
差別されてきた生立ち、字を学びたいという希望を聞いて文江と美
幸は早速読み書きの先生になっておヨネさんと交流を深める。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：46分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 203
    ばんじ休す

・内容/あらすじ
小さな魚の群れが大きな魚に追われています。小さな魚は一生懸
命逃げます。さあ大変、いよいよばんじ休す。そのとき・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：6分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 205
    うしろの正面だあれ

・内容/あらすじ
１０万人近くの人たちが生きたまま木の葉のように焼けて死んだ。
１００万人の人々が家を焼かれ下町は焼け野原になった。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：90分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 206
    どんぐりと山猫

・内容/あらすじ
面倒な裁判があるので来てほしいというはがきが届きます。どんぐ
りたちが誰が一番偉いか決めてほしいと争っています。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 207
    鬼がら

・内容/あらすじ
修行をつんだものが仙人になるとき、己の古い肉体を脱ぎ捨てて
天に昇ることを意味しています。子供たちへ贈る民話の世界。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：27分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 209
    こぎつねのおくりもの

・内容/あらすじ
お地蔵様に化けたら「おだんご」がもらえることを覚えた三匹の子
ぎつねはお供えしてくれるおばあさんの大切な写真を破ってしま
う。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 218
    日本昔ばなし２巻

・内容/あらすじ
☆豆つぶころころ☆田植地蔵☆ 桃太郎☆ わらしべ長者
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：50分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 230
    狼森とざる森ぬすと森

・内容/あらすじ
岩手山麓に実在する森を舞台に、季節ごとの労働と、人間の営み
は自然の力によって支えられていることが民話風に語られる。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：19分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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02.マンガ 231
    グスコーブドリの伝記

・内容/あらすじ
自然との闘い、厳しい人間世界の中をたくましく生き抜いたブドリ
の姿は生きている意味を見失いがちな私達に語りかけます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：80分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 233
    校長先生が泳いだ

・内容/あらすじ
身体にハンディをおった少女が何事にも負けまいとがんばる、山
間の廃校と決まった分校での先生と子供たちとの温かい物語。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 234
    大造じいさんとガン

・内容/あらすじ
ガンを捕まえようと執念を燃やす老狩人の大造じいさん。ガンの頭
領・残雪との心のふれあいを感動的に描きます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 235
    ジャングル大帝
    －誕生－

・内容/あらすじ
旅の途中の船内でエライザはパンジャの子レオを出産した。人間
に飼われるより森に帰って父の意志を継ぎ、生きる決心をするレ
オ。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：24分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 237
    ジャングル大帝
    －森の掟－

・内容/あらすじ
象の一族が食べ物を求めてパンジャの森へ逃げ込んできた。子象
のビゾーが、森の掟を無視して悪戯ばかりしたから大変。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：24分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 239
    泣いた赤おに

・内容/あらすじ
赤鬼は人間たちと仲良しになりたいのですが、村人たちは怖がっ
て近づきません。その時、親友の青鬼は・・・。思わず大粒の涙
が・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 244
    わんぱくニルス

・内容/あらすじ
わんぱくで勉強も手伝いも大嫌い。家畜を追い回しいじめている。
妖精との約束を破ったために魔法の力で小さくされてしまう。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：29分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 249
    ぼくへそまでまんが

・内容/あらすじ
今日、学校で恥ずかしいことがあった。トレーナーに妹のパンツ
が？思い出す度汗がじっとでてくる。そうだ漫画に描こう。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：25分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 253
    ガンバとカワウソの冒険

・内容/あらすじ
ガンバたちは仲間の頼みでその恋人ナギサを探しに旅に出ます。
まだ見ぬ「豊かな流れ」を求めて、愛と友情、勇気の物語。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：80分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 254
    かんすけさんとふしぎな自転車

・内容/あらすじ
自転車を通して、自然や人々やタヌキまでを温かく見つめ、子供た
ちの成長の姿に寄り添うかんすけさんの優しい心を描く。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：23分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 257
    ジャングル大帝
    －故郷－

・内容/あらすじ
ジェット機がパンジャの森に墜落し炎上する。滝の岩を崩し森に大
水を流すことによって火を消すことはできたが・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：24分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 259
    日本昔ばなし１５巻

・内容/あらすじ
☆オオカミと娘☆ねずみの家☆ 小太郎と母龍☆ タヌキと彦市
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：50分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

02.マンガ 260
    日本昔ばなし１６巻

・内容/あらすじ
☆クラゲの骨なし☆ナマズの使い☆ 八つ化け頭巾☆ 座敷童子
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：50分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 261
    愛華ちゃんの地球の秘密
    －総集編－

・内容/あらすじ
①地球の歴史を探れ②自然界のバランスを知ろう③現在の地球
を探れ④みんなで地球を守ろう⑤その後のおなはし
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：35分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 262
    あしたぶたの日ぶたじかん

・内容/あらすじ
チューリップ頭の少女、ドーナツ人間。そうだ、ぶたの日を作って学
校も休みにして、ぶただらけにしちゃえっ・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：40分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 263
    映画忍たま乱太郎

・内容/あらすじ
しんべエは学園長に頼まれ、輸入した硝石を運ぶため団蔵とのん
びり歩いていたんだ。とその時、八方斎がおそってきた。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：45分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 264
    ゆうかんな十人のきょうだい

・内容/あらすじ
子宝にめぐまれないびんぼうさんが薪を拾いに山に行った。仙人
が現れて秘薬を１０個くれました。すると不思議や不思議。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 267
    忍たま乱太郎の地震用心・火の
用心

・内容/あらすじ
不注意から火事が起きることを教えますが、乱太郎たちのトンチン
カンな反応に手こずらされます。その時、突然地震が・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：11分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 269
    ジャングル大帝
    －忠告－

・内容/あらすじ
パンジャの森に密猟者が侵入。目当ては古代ライオンのマロデイ
だ。レオはマロデイと協力し人間を殺さず撃退するが・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：24分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 281
    螢の舞う街で

・内容/あらすじ
常識だと思っていることの中にも様々な人権問題が潜んでいるこ
とや、家族の絆、地域社会の連帯等の問題を投げかける。
・主対象層　： 家庭教育/中学生

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：42分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 282
    よっちゃんの不思議なクレヨン

・内容/あらすじ
不思議なクレヨンがいろいろな心を教えてくれます。優しい心、奉
仕する心、ごめんねという反省の心、感謝の心など。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 283
    六人のごうけつ

・内容/あらすじ
大変欲張りでケチな王様と姫がいました。命がけで働いた人々に
物も与えません。６人の男たちは懲らしめようとしますが・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 284
    ルールマンの交通安全

・内容/あらすじ
しっかりと交通安全のポイントを解説します。自然にリピートしなが
ら復習できる組み立て。ＮＥＷタイプの教材。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 287
    ワオくんのはね

・内容/あらすじ
「イヤだ」を我慢しすぎたワオ君は、ある日、火を噴いて大暴れ。幼
児が自分と相手の気持ちを大切に仲良くなるまでを描く。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：17分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

02.マンガ 288
    氷河ねずみの毛皮

・内容/あらすじ
“生きていくためには着物を着なきゃいけないんだ”生かし生かさ
れる生命の大切さを謳う宮沢賢治の世界。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：24分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 291
    忍たま乱太郎パートⅠ

・内容/あらすじ
武道大会に参加した三人組は、見事な連携プレーで強敵を倒して
意外にも勝ち進んでいく。もしかして優勝しちゃうかも？
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 292
    PiPi（ピピ）とべないホタル

・内容/あらすじ
ピピは、羽がちぢれていて他のホタルのように飛ぶことができませ
ん。でも精一杯、明るく生きようと努力して・・・。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：90分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 296
    オズの魔法使い

・内容/あらすじ
よわむしライオン、麦わらのカカシ、ブリキの人形と一緒に、小さな
女の子ドロシーが魔法の世界を大冒険。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 297
    ブレーメンの音楽隊

・内容/あらすじ
犬、猫、ロバ、にわとり。動物たちの音楽隊がブレーメンをめざす。
ゆかいなゆかいな物語。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 298
    日本昔ばなし１７巻

・内容/あらすじ
☆一軒家の婆☆にんじんとごぼうとだいこん☆ 鉢かつぎ姫☆ ね
ずみ経
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：50分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 301
    忍たま乱太郎のがんばるしかな
いさ①
    －良いと思うことをおこなう－

・内容/あらすじ
三人組が、困っている人を助けたり、行列でのマナー、ゴミ捨ての
ルールなどを体験しながら学んでいきます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：10分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 306
    おじゃる丸
    －ちっちゃいものの大きなちか
ら－

・内容/あらすじ
道徳的なテーマを扱っています。月光町で助け合いの大切さを学
んでいくアニメーション映画です。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：11分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 310
    三匹の子ぶた

・内容/あらすじ
三匹の子ぶたのなかよし兄弟がそれぞれ自分の家をたてました。
そこへ恐ろしいオオカミがやってきて・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 319
    サンタの山妖精の森
    ①ひっこし

・内容/あらすじ
トント（妖精）たちはあまりの寒さにダウン寸前。サンタさんに引越
しを提案しますがケンカ別れに。さて次の計画は。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 320
    サンタの山妖精の森
    ②サンタのダイエット

・内容/あらすじ
サンタさんの奥さんになったイルマは料理が上手でサンタさんは食
べ過ぎて体重オーバー。ダイエットを決心しますが。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：33分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 321
    長くつ下のピッピ

・内容/あらすじ
気ままに生活しているピッピをみて児童局が「子どもの家」に入れ
ようと警察に訴えますが、次々に奇想天外な大騒動が。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：77分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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02.マンガ 323
    おじゃる丸の交通安全

・内容/あらすじ
交通ルールを学ぶ羽目になったおじゃる丸たちは、無事にトミーお
じいちゃんの所まで行き着けるのか。楽しく交通安全を学ぶ。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 327
    忍たま乱太郎パートⅢ

・内容/あらすじ
三人組が出会ったお国という少女は、借金を抱えて困っていた。ド
ケチで名高いきり丸だが肩代わりしようと燃える。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 329
    源吉じいさんと子ぎつね

・内容/あらすじ
一人暮らしのお爺さんと、柿の実が食べたいばかりにその孫に化
けた子ぎつね二人の出会いと別れを山村を舞台に描く。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 331
    金のガチョウ

・内容/あらすじ
森の中で小人のお爺さんに食べ物を分けてあげたやさしい青年。
お爺さんはお礼に金のガチョウをくれました。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 333
    映画おじゃる丸約束の夏
    －おじゃるとせみら－

・内容/あらすじ
最初は、夏もせみらも暑苦しいと感じるおじゃる丸だが、山で、川
で、町で遊ぶうちにちょっぴり夏が好きになる。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：47分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 335
    １０ぴきのかえるのなつまつり

・内容/あらすじ
ひょうたん沼に夏祭りの季節がやってきました。音頭のけいこに一
生懸命のかえるたちだが、祭りばやしがいまひとつ。実は。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 338
    クマのミナクロと公平じいさん

・内容/あらすじ
小屋でひと休みしていると突然黒い大きな熊が顔を出した。「もし
かしてミナクロでは？」撃たれてケガをしているようだ。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：23分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 342
    そばの花さいた日

・内容/あらすじ
ひとりぼっちの子うさぎは、人間のお母さんの歌う子守唄を聞き
に、そば畑に通います。そばの白い花を咲かせた日・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 343
    あったてんがのぉ

・内容/あらすじ
☆ 第１話ボタとカエル☆第２話さとり☆ 第３話きつねのちょうちん
☆第４話三枚のお札
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：30分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 345
    キョロちゃんの地震用心･火の
用心

・内容/あらすじ
青い海と緑のエンゼル島を舞台に、地震が起きた時の身の安全
確保や、火の用心について、楽しく学んでいきます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：11分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 346
    おジャ魔女どれみの自転車安
全教室

・内容/あらすじ
「おジャ魔どれみ」ちゃんが登場。自転車に乗る時に気をつけなけ
ればならない交通ルールを楽しく学びます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 347
    世界の童話
    シンデレラ

・内容/あらすじ
継母にいじめられていても、シンデレラは清らかな心の持ち主で
す。魔法使いがあらわれて彼女の夢を叶えてあげます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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02.マンガ 348
    世界の童話
    美女と野獣

・内容/あらすじ
森に住む野獣の正体は呪いをかけられた王子でした。呪いを解く
には結婚してくれる人をみつけなければならないのです。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 349
    日本昔ばなし２３巻

・内容/あらすじ
☆ 蛸八長者☆ 千亀女☆乞食のくれた手ぬぐい☆狐森
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：50分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 351
    とつぜん!ネコの国

・内容/あらすじ
２人が寝ている部屋に三匹の不思議なネコが訪れ、行方不明の
愛犬のパパドールがネコの国の怪物？になっていると言う。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：77分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 352
    ぼくは王さま②

・内容/あらすじ
☆ 第１話「たまごがいっぱい」☆ 第２話「たんじょう日のプレゼン
ト」
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 356
    ともだちくるかな

・内容/あらすじ
誕生日、狼は誰かさんを待っています。「約束なんかしなくても、あ
いつはきっと、やってくるはず」なのに・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 359
    「いってきます」

・内容/あらすじ
通学一年生でもある愛美ちゃんは、交通安全と家族の気持ちを作
文にしました。交通安全教育教材です。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 361
    落語アニメおばけ長屋

・内容/あらすじ
長屋の面々は、大家の鼻をあかすために「空き家はおばけが出
る」という話をでっち上げ、初めはうまくいくのですが・・・。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 362
    字のないはがき

・内容/あらすじ
父は「元気な日はマルを書いて一枚ずつポストに入れなさい」学童
疎開する妹に葉書を渡した。最初は元気一杯だったが。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 365
    お母さん、泣かないで

・内容/あらすじ
交通事故で友達を失った夏美が、命の大切さに気付き自分の生
命を守ることと関連付けて、交通ルールを守ることを指導。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：17分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 371
    世界の童話
    白雪姫

・内容/あらすじ
雪のように美しい、やさしい心を持った白雪姫。森の妖精や王子様
が登場するすてきなファンタジーです。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 372
    世界の童話
    ロビンフッド

・内容/あらすじ
森の住人ロビンフッドは、勇気あふれる正義の味方です。困ってい
る人々を助けるために、弓矢を手に大活躍します。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 373
    日本昔ばなし２４巻

・内容/あらすじ
☆ にせ本尊☆ きつね女房☆としがみさま☆すりばちをなめた猫
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：50分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

02.マンガ 375
    日本昔ばなし２６巻

・内容/あらすじ
☆ かぐまのちから石☆ 白狐の湯☆念仏天狗☆猫檀家
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：50分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 385
    アミーゴ友達

・内容/あらすじ
島から転校した兄と弟。言葉や習慣、しきたりなど、異文化に接し
た子供たちが違いを認め合い、真の友情を築くまで・・・。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 387
    やさしいオオカミ

・内容/あらすじ
悪の代表・暴力の代名詞にされているオオカミ。実は優しい心を持
ち、本当の強さを持っていたのです。本当の強さとは。※ﾋﾞﾃﾞｵと16
ﾐﾘﾌｨﾙﾑ版あり
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 388
    やさしいオオカミ

・内容/あらすじ
悪の代表・暴力の代名詞にされているオオカミ。実は優しい心を持
ち、本当の強さを持っていたのです。本当の強さとは。※ﾋﾞﾃﾞｵと16
ﾐﾘﾌｨﾙﾑ版あり
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市
酒田市

02.マンガ 390
    アテルイ

・内容/あらすじ
飛人は、転校し、初登校の日に学校に行かず逃げ出すが、足を滑
らせ北上川に転落し意識を失う。目覚めるとそこは・・・。※ﾋﾞﾃﾞｵと
16ﾐﾘﾌｨﾙﾑ版あり
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：93分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 393
    トム・ソーヤの冒険

・内容/あらすじ
大自然を駆けめぐるトム・ソーヤはみんなの人気者。ある夜、トム
とハックは恐ろしい出来事を目撃してしまいます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：90分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 394
    名犬ラッシー

・内容/あらすじ
ジョンとラッシーはプリシラや友達と楽しく幸せな日々を過ごしてい
た。しかし、やがて石炭がでなくなってしまいました。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：90分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 395
    じごくのそうべえ

・内容/あらすじ
地獄行きになってしまった軽業師のそうべえと仲間たち。ちっとも
めげずに、あの手この手で大暴れ。抱腹絶倒の面白さ！
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：17分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 396
    ねずみくんのチョッキ③

・内容/あらすじ
自慢の赤いチョッキがまたまた伸びちゃった。ボクが落ち込んでい
たら、ネミちゃんが赤い帽子を作ってくれたよ！！
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 397
    １０+１ぴきのかえる

・内容/あらすじ
遠くの方から、はすの葉のボートに乗ったケロコちゃんが流されて
きた。１０匹のかえるはケロコちゃんの家探しに出発。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

02.マンガ 400
    火垂の墓

・内容/あらすじ
直木賞を受賞した小説を原作としたアニメ。戦時中の資料をたくさ
ん集めたりして、見事に再現された昭和２０年夏の映像は、貴重な
資料となり得るでしょう。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：88分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 403
    ３丁目物語
    クリスマス・イブの謎

・内容/あらすじ
街には色とりどりの飾りがついて、子供たちはサンタさんからのプ
レゼントを心待ちにしています。たけしくんもタマにプレゼントがくる
ようにと・・・。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：25分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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購入・制作年度
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市町名

02.マンガ 404
    手塚治虫ワールド
    鉄腕アトム

・内容/あらすじ
心を持つロボットの存在は、人間たちに波紋を広げ、反対する
人々から迫害を受けることも。アトムはすばらしい能力を使い人々
を危機から救うために活躍。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：24分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 406
    彦一とんちばなし

・内容/あらすじ
たくさんとれたスイカを売り歩いていた彦一とお里は、城の前で、
家老の忠エ門に出会う。忠エ門は頭のいい知恵のある男を捜して
いた。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 410
    金子みすゞやさしさの風景

・内容/あらすじ
朗読と美しいアニメにより映像化しました。取り上げる詩は、教科
書掲載作品を中心に、みすゞの代表作を選んでいます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：17分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 411
    心のキャッチボール

・内容/あらすじ
家庭や学校をはじめとする社会とのつながりの中で、現実や、夢と
どのように向き合っていけばよいのかに戸惑う中学生の姿を描き
ます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：23分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 414
    もったいない

・内容/あらすじ
一人一人の「もったいない」の心が、世界中に大きな輪を広げま
す。不思議な生き物と動物たちとの物語。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 421
    世界名作劇場
    ふしぎな島のフローネ

・内容/あらすじ
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
族は、旅の途中、船が嵐で難破し無地島に流されてしまいます。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：90分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 422
    シートン動物記
    ちび犬チンク

・内容/あらすじ
山男のビリーじいさんは、チンクというかわいい子犬を飼っていま
した。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
けて出かけるのですが。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：23分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 423
    シートン動物記
    森を守る小さな赤リス

・内容/あらすじ
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。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：23分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 424
    シートン動物記
    ギザ耳うさぎ

・内容/あらすじ
ギザ耳うさぎとは、彼が最初にやった「冒険」のためにできたキズ
なのです。黒蛇との戦いで片耳を噛み千切られてしまったのです。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：23分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 442
    あした元気にな～れ
    ～半分のさつまいも～

・内容/あらすじ
戦後６０年。伝えなければいけない大切な思い。未来を担う子ども
たちへ、そして大人たちへ。平和の願いを込めて、今あなたに伝え
たい。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：90分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 443
    名前･･･
    それは燃えるいのち

・内容/あらすじ
ひとりにひとつ。誰もが持っている名前。自分の名前、友だちの名
前･･･。名前に込められた思いに気付いたとき、ひとりひとりの命
の大切さが見えてきました。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 454
    コロちゃんはどこ

・内容/あらすじ
・ころちゃんはどこ　・ころちゃんのプレゼント・ころちゃんのおにわ
・ころちゃんのさがしもの・ころちゃんえほんだいすき
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：25～30
分
・教材形態：DVD

鶴岡市
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02.マンガ 455
    コロちゃんのおたんじょうび

・内容/あらすじ
・ころちゃんのたんじょうび　・ころちゃんもりへいく　・ころちゃんの
おきにいり　・ころちゃんのたのしいいちにち　・ころちゃんこうえん
へいく
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：25～30
分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 456
    コロちゃんのおさんぽ

・内容/あらすじ
・ころちゃんのおさんぽ　・ころちゃんのおやつ・ころちゃんサーカス
へいく　・ころちゃんどろんこになる　・ころちゃんのうじょうへいく
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：25～30
分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 457
    コロちゃんのケーキづくり

・内容/あらすじ
・ころちゃんのケーキづくり　・ころちゃんのゆきあそび　・ころちゃん
パーティにいく　・ころちゃんかぎをひろう　・ころちゃんゆうえんちに
いく
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：25～30
分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 458
    コロちゃんのおとまり

・内容/あらすじ
・ころちゃんのおとまり・ころちゃんがっこうへいく・ころちゃんピク
ニックへいく・ころちゃんのかいすいよく・ころちゃんこうえんであそ
ぶ・ころちゃんのたこあげ
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：25～30
分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 460
    草原の子 テングリ

・内容/あらすじ
　昔々の中央アジア。草原の子テングリは、仔牛のタルタルと大の
仲良し。しかし、寒さの厳しい冬、食料がなくなり…。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：21分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 464
    こどもにんぎょうげき
    セレクション　世界編④

・内容/あらすじ
・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
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：45分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 465
    こどもにんぎょうげき
    セレクション　世界編⑤

・内容/あらすじ
・マッチうりの少女　　　・みにくいあひるの子・けものの城
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：45分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 466
    こどもにんぎょうげき
    セレクション　世界編⑥

・内容/あらすじ
・王さまの耳はロバの耳　　・おおかみと7ひきのこやぎ　・バラモン
とトラとジャッカル
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：45分
・教材形態：VHS

鶴岡市

02.マンガ 470
    日本昔ばなし　三ねん寝太郎

・内容/あらすじ
三年三月も寝てばかりの若者が、水のとぼしい村に幾山も越えた
湖から水を引く決意をします。始めは誰もが眺めるばかりでしたが
……。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：40分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 471
    年中行事シリーズPart１　こども
の日、母の日、七夕、敬老の日、
お月見

・内容/あらすじ
・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
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：49分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 472
    年中行事シリーズPart２　七五
三、クリスマス、お正月、節分、桃
の節句

・内容/あらすじ
・七五三と子どもたち・神様がくれたｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ・福は内！鬼は
外！・ひなまつり・年神様とお正月
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：54分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 494
    いわたくんちのおばあちゃん
    ぼく、戦争せんけえね

・内容/あらすじ
寛太といわたくんは、家族ぐるみの仲良し。学校の運動会で、家族
写真を撮ることになったが、いわたくんのおばあちゃんはなぜだか
応じようとしない。　それには戦争にまつわる悲しい思い出があっ
た。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：20分
・教材形態：DVD

鶴岡市
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02.マンガ 498
    スプーンおばさん　第1期　全6
巻のうち、２巻

・内容/あらすじ
ＮＨＫで大人気のアニメがＤＶＤで帰ってきました。　とつぜん小さく
なってしまったおばさんが繰り広げる冒険劇をショートアニメでお
楽しみください。
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：120分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 499
    スプーンおばさん　第1期　全6
巻のうち、３巻

・内容/あらすじ
ＮＨＫで大人気のアニメがＤＶＤで帰ってきました。　とつぜん小さく
なってしまったおばさんが繰り広げる冒険劇をショートアニメでお
楽しみください。
・主対象層　： 幼児

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：120分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 500
    にゃーご
    宮西達也作品シリーズ　第1巻

・内容/あらすじ
動物のキャラクター達が織りなすユーモラスな物語です。絵本で見
たあのキャラクターが画面で動きます。（主音声のみ消える読み聞
かせモードが選択できます。）
・主対象層　： 幼児～

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：25分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 515
    月とあざらし

・内容/あらすじ
自然界の厳しさ、生命の大切さや思いやりの心を描いた作品。子
どもを見失った母アザラシを月が慰めようと心を砕きます。
・主対象層　： 幼児/小学校低

・購入年度：H23年
・上映時間：19分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 516
    まめうしくんの交通安全

・内容/あらすじ
テレビおなじみ　まめうしくんと一緒に楽しく交通安全を学びます。
・主対象層　： 幼児/小学校低

・購入年度：H23年
・上映時間：12分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 517
    暗やみは危険がいっぱい

・内容/あらすじ
おじさんの交通事故を契機に、子どもたちが夜間の外出の危険性
を、確認します。　児童向けアニメーション作品。
・主対象層　： 小学校/中学校

・購入年度：H23年
・上映時間：15分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 518
    『もも子 かえるの歌がきこえる
よ。』
    長編アニメーション映画

・内容/あらすじ
酸素ボンベを手放せない妹もも子と双子の兄リキとのふれあいを
通じ、障がい者と健常者のふれあいや子どもたちの成長を描きま
す。
・主対象層　： 小学校

・購入年度：H23年
・上映時間：80分
・教材形態：DVD

鶴岡市

02.マンガ 519
    稲むらの火

・内容/あらすじ
安政年間紀州を襲った津波と浜口儀兵衛の働きの史実に基づく
物語をわかりやすいアニメーションにしました。原作はラフカディオ
ハーン。　防災の教材にも活用ください。
・主対象層　： 小学校

・購入年度：H23年
・上映時間：21分
・教材形態：DVD

鶴岡市

03.理科 172
    磁場

・内容/あらすじ
電流が方位針に及ぼす力を調べ、自然に磁場の概念に到達でき
るよう構成。
・主対象層　： 小５～中１

・購入年度：Ｓ50年
・上映時間：19分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 173
    花から実へ

・内容/あらすじ
受精した卵核が分裂増殖して子房が実に、卵珠が種子に、卵核が
胚になるまでの変化を観察。
・主対象層　： 小６～中３

・購入年度：Ｓ50年
・上映時間：19分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 175
    血液の成分と働き

・内容/あらすじ
人の血液を素材として、その組成を解明しながらそれぞれの特徴
的形態を克明に描き、働きについても分かりやすく解説。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｓ51年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 176
    夏あつくて冬寒いのはなぜだろ
う

・内容/あらすじ
一人の児童が叔父から題名のような問いをなげかけられ、自分な
りに考えられる理由を挙げて、一つ一つ検証していく。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｓ51年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

03.理科 179
    地球と生命

・内容/あらすじ
バクテリア、クロレラ等の生物たちがお互いに共存して生きている
様子を通して地球と生命との関わりを寓話風に綴り問題を考察。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｓ52年
・上映時間：23分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 180
    食物の消化と吸収

・内容/あらすじ
食物が体内でどう消化、吸収され、各部に運ばれていくか、わかり
やすく実験や特殊撮影、線画などを駆使して描く。
・主対象層　： 小６～中学生

・購入年度：Ｓ52年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 181
    のはらへいってみよう

・内容/あらすじ
ある児童の日記という表現法で、野外に出て自然に触れ、楽しい
時を過ごすことを呼びかける。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ52年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 182
    自然界のつりあい

・内容/あらすじ
数の調節に果たす捕食者の役割を示し、様々な生物のかかわり
あいによって成り立っている「自然」について考える。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｓ52年
・上映時間：24分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 184
    地球は生きている

・内容/あらすじ
火山現象は今もなお地球が生きていることを示すこのうえもない
良い証拠である。
・主対象層　： 中学生～一般

・購入年度：Ｓ53年
・上映時間：30分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 185
    前線と天気の変化

・内容/あらすじ
映像資料を使って前線と低気圧を視覚化し、目に見えないために
非常に理解しにくい関係を分かり易く理解させる。
・主対象層　： 中２

・購入年度：Ｓ53年
・上映時間：21分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 186
    かぜで動くおもちゃ

・内容/あらすじ
児童の工夫や作品例を映像で紹介しながら、児童に作る上でのヒ
ントを与えたり、方法を学び取らせ意欲を喚起する。
・主対象層　： 小１

・購入年度：Ｓ54年
・上映時間：12分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 187
    アイスランドに地球の鼓動を聞
く

・内容/あらすじ
創世記の光景にも似た自然と、北極圏のすぐ南に位置する極北
の地の厳しい条件の中で生活する人々をみる。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｓ54年
・上映時間：27分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 188
    太陽と月を観察する

・内容/あらすじ
太陽や月の１日の動きが似ていることを２４時間の連続撮影でみ
せ、断片的な知識しか持たない児童を統一的理解へ導く。
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｓ54年
・上映時間：17分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 190
    地層をしらべる

・内容/あらすじ
地層の見方、つまり長い時間と広い空間にわたってできる大地と
いうものの見方、考え方を養う。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｓ54年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 191
    物のあたたまり方

・内容/あらすじ
ガスボンベが積み込まれ、ナイロンの布がガスバーナーで暖めら
れ熱気球となって膨らみ浮き上がる。熱気球はどうして昇るのか
調べる。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｓ55年
・上映時間：21分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 194
    ぼくのかたつむり

・内容/あらすじ
超接写撮影を多用し特徴や表情を的確にとらえ、親近感を深める
とともに飼うという直接経験への動機付けをねらう。
・主対象層　： 小１～小２

・購入年度：Ｓ55年
・上映時間：13分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

03.理科 201
    火山のつくる地形

・内容/あらすじ
噴火のエネルギーの原因、火山の噴火後にはどんな変化が地表
に起こったのだろうか。動画を使い分かり易く説明。
・主対象層　： 中１

・購入年度：Ｓ56年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 203
    海辺の動物（産卵）

・内容/あらすじ
水中で生活する動物たちはどのような方法で仲間を殖やすのだろ
うか。様子をはっきりさせるために産卵の様子を克明に描写。
・主対象層　： 中１

・購入年度：Ｓ56年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 206
    アゲハチョウ

・内容/あらすじ
美しいアゲハチョウに興味と関心を持ち、自分で育てることに焦点
をあて、飼育、観察、記録等を考えさせるのに良い作品である。
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 218
    川の生物と環境

・内容/あらすじ
多摩川を例に、上流、中流、下流の生物分布と水質の関係を調
べ、川の汚れ具合と「指標生物」について明らかにします。
・主対象層　： 中３

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：21分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 221
    ニホンカモシカ

・内容/あらすじ
望遠レンズの駆使と忍耐により可能な限りの、カモシカの生態理
解、環境開発と動植物の保護を考える好適な作品である。
・主対象層　： 中１～中２

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：28分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 225
    顕微鏡の使い方

・内容/あらすじ
簡単なだけに正しい観察ができていないことが多いのが事実で
す。顕微鏡の正しい取扱いと使い方を順を追って理解させる。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS・β

鶴岡市

03.理科 231
    血管のひろがりと血液

・内容/あらすじ
人体の血管のひろがりを具体的な映像で示します。このひろがり
の必然性、物質の運搬に気付かせるのがねらいです。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 233
    パレオパラドキシア

・内容/あらすじ
大型哺乳動物パレオパラドキシア。世界に５体という貴重な化石を
手がかりに地質時代の大地と生物の返還を考えます。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：26分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 234
    サイエンスグラフィティ

・内容/あらすじ
肉眼では見えない小さなものを見たい、動くものをはっきり見たい
といった人々の欲求に応え、見る世界を広げていきます。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：26分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

03.理科 245
    レンズと像

・内容/あらすじ
光のエネルギーを粒子のモデルで考え、像の明るさがレンズの口
径と焦点距離に関係する事を、実験を通し明らかにします。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 246
    いのちのつながり

・内容/あらすじ
《人の発生と成長》昆虫や植物、動物、そしてヒト。生命現象と生命
の連続性についての見方や考え方を育てます。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 247
    食べ物の消化

・内容/あらすじ
消化管をたどり内視鏡とＸ線による特殊撮影も取り入れて食べ物
の消化、吸収の仕組みや働きを分かり易く理解させます。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：19分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

03.理科 248
    水生昆虫の世界

・内容/あらすじ
自然環境が急速に変化し、そこに生息する生物の生活が脅かされ
ている。自然を保護し、人間と生物の共存の必要を訴える。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 258
    土地のでき方

・内容/あらすじ
土地がどのように出来たのか課題を持ち、土地を観察、土地を
作っている物の特長、出来方、見方や考え方を養うことがねらい。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：10分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 259
    酸っぱい雨

・内容/あらすじ
雨水が酸性である理由を、実験を通して調べていく過程で、人間
の営みが酸っぱい雨と関係していることを示す。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 260
    カマキリのカムフラージュ

・内容/あらすじ
形態や行動を克明に観察し、同時に住み場所と形態との関連、実
験等を手がかりに「進化の考え方」を示すことがねらい。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 263
    火山の形とマグマの性質

・内容/あらすじ
火山の観察や、溶岩を溶かす実験を通して、噴火活動や火山の
形はマグマの性質と密接に関係していることを理解させる。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：19分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 266
    流れる水のはたらき

・内容/あらすじ
☆ 雨水の流れとはたらき☆ 川の水のはたらき　☆川の流れの変
化とはたらき　等
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 267
    空気中の水の変化

・内容/あらすじ
☆ 見えなくなる水☆ 空気中の水じょう気 ☆空気中の水の変化
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 268
    天気の変化①
    気温の変化と天気

・内容/あらすじ
☆ 天気と気温☆ 雲・風と気温 ☆太陽の動きと気温 ☆天気の予
想
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 269
    天気の変化②
    四季の天気の変化

・内容/あらすじ
☆ 台風と天気☆ 春・夏・秋・冬の天気
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 281
    月と太陽

・内容/あらすじ
月と太陽の位置関係を実写、実験等で説明し、太陽のプロミネン
スや黒点の映像によって太陽と月の表面を比較します。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 284
    水の旅
    自然界の水の変化

・内容/あらすじ
水は人間の営みによって汚れること、汚れは最後は海にたまって
しまうことを示し、水を汚さないことの大切さを訴える。
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 285
    川の自然と私たち

・内容/あらすじ
川は様々な生き物たちを育み、私たちの生活も支えています。豊
富な映像で私たちと地球環境との関係に着目させることをねらう。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

03.理科 286
    植物にとって根は

・内容/あらすじ
植物にとって、根は、どのような役目をもっているのだろうか。陸上
や水中の様々な根を調べながら役割について解説する。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 287
    大気汚染

・内容/あらすじ
熱帯林の大規模伐採、フロンガスによるオゾン層破壊、化石燃料
の燃焼による大気汚染等、地球温暖化防止等の取り組みをみる。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 289
    気団と前線

・内容/あらすじ
太陽放射と地形の関係で、気温、気圧、湿度の違いが生じ、空気
の塊同士がぶつかり、激しい気象現象が起きることを紹介。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 290
    川の水のはたらき

・内容/あらすじ
川岸が削られたり、川原に小石が積もっているようす。三角州がで
きるまでのようす。曲がって流れている川の両岸のようす等。
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 291
    ダイオキシン汚染

・内容/あらすじ
基礎的知識から汚染の実態、汚染の低減化まで広範囲な事柄に
ついて第一人者の信頼できる情報を盛り込んでいます。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：27分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 292
    地層からわかること

・内容/あらすじ
各地に見られる地層の露頭を調べながら、どのようにしてできた
か、どのようなことがわかるか、プレートの動きも説明。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 295
    月と星の動き

・内容/あらすじ
どの形の月も動いていることや、その動きが太陽と似ていることに
気付かせます。また、オリオン座、夏・冬の大三角を紹介。
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 297
    大地のつくり①
    水の働きと土地のでき方

・内容/あらすじ
水の働きで地層ができるしくみ。扇状地や三角州の様子。流れの
方向に沿って川原に堆積した小石の様子。また、化石等。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 300
    大地の変化①
    火山とその活動・火成岩

・内容/あらすじ
地上のマグマとして蓄えられたエネルギーとしての火山を学習。火
成岩、深成岩ができる過程を分かりやすい映像で説明。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 302
    人の育ち方

・内容/あらすじ
母体内の胎児の状態を立体像で観察できる。最新の映像で、胎児
の大きさ、体重の変化の様子など、成長段階を理解。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 303
    消化のはたらき

・内容/あらすじ
口から入った食べ物が消化器の中で変化するしくみを明らかに
し、体の中でどのうように利用されるかにもふれる。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 305
    星の見え方と動き

・内容/あらすじ
天の川や夏の大三角、冬のオリオン座等の実写映像を観察し、並
び方は変わらないが位置は変化していることに気付かせる。
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

03.理科 306
    大地が動く
    地震が起こるしくみ

・内容/あらすじ
日本が地震多発地帯という事実を映像化。地震の模様を推測す
る方法や原因をプレートの動きと関連づけて考察します。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 307
    光と音

・内容/あらすじ
蜃気楼など自然現象や教室内で実施しにくい実験を紹介し、光と
音についての興味、性質を活用した先端技術を紹介。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 310
    人間と自然②
    一生懸命生きる生物たち

・内容/あらすじ
☆ 土の中の生物と土☆ 土と植物、植物を食べる動物 ☆食べ物
の違い・食べる食べられるという関係・擬態　等々
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 312
    ガリレオとふりこ

・内容/あらすじ
ガリレオという歴史上の人物を簡単に紹介し、振り子の等時性を
発見した過程を子供たちと共に実験しながら考えます。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：11分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 314
    静電気

・内容/あらすじ
事例を通して静電気が生じることに気付かせ、性質についての理
解をさせ、静電気が日常生活に利用されている例を紹介。
・主対象層　： 中２

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 318
    メダカの育ちかた

・内容/あらすじ
ヒメダカの観察しにくい産卵、ふ化の瞬間などを盛り込み、卵の変
化からふ化、親になるまでの成長を長期にわたり追跡。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 321
    天気とその変化

・内容/あらすじ
気象現象の生じ方等を自然界と実験の実写に加え、アニメーショ
ン、コンピュータグラフィックを挿入して理解する。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 322
    動物の分類

・内容/あらすじ
セキツイ動物の特徴を実感できるよう構成。魚類、両生類、ハチュ
ウ類、鳥類、ほ乳類の初期胚の映像を新規に撮影。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 326
    生き物の生活とかんきょう

・内容/あらすじ
☆ ヒトや動物の食物☆ 生き物のつながり ☆植物と養分　等々
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 327
    地層は語る

・内容/あらすじ
地層の様子やその中に含まれる物質を手がかりに、地層のでき方
や、過去の環境と年代を考察していきます。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 329
    火山による土地の変化

・内容/あらすじ
多くの火山が現在も活動を続ける日本には、火山によりつくられた
地形が多数あります。地形の成因を解説します。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 330
    地球にやさしい発電

・内容/あらすじ
太陽光や風力等の自然エネルギーを利用する発電、燃料電池、
バイオマス等を紹介する。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

29



分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

03.理科 332
    動物のたんじょう
    魚・ヒト

・内容/あらすじ
〈魚のたんじょう〉メダカの産卵、受精卵の育ち、子メダカの誕生／
〈ヒトのたんじょう〉ヒトの受精卵、ヒトの受精卵の育ち、赤ちゃんの
たんじょう
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 333
    変わりゆく地球

・内容/あらすじ
～酸性雨、温暖化などと私たちの生活～・温室効果実験とそのしく
み・温暖化の影響イメージ等
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 337
    宇宙ってなんだろう
    第２巻

・内容/あらすじ
宇宙に地球が生まれ、地球の中に命が生まれ、そして私達がい
る。私達は星のかけらから生まれたんだ。
・主対象層　： 小学生～中学生

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 340
    新しい理科
    ⑧天気の変化

・内容/あらすじ
日本付近の特徴ある天気のようすをとらえるのに役立ちます。ま
た、天気の予想を行う際に活用できる見方、考え方を紹介します。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：17分
・教材形態：VHS

鶴岡市

03.理科 348
    中学理科2分野
第2巻　大地の変化

・内容/あらすじ
A.火山の活動とマグマの性質　B.マグマからできる岩石
C.地震と地球内部の動き　D.地層のなりたち
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：28分
・教材形態：DVD

鶴岡市

04.社会科 157
    アフリカ

・内容/あらすじ
東西南北の４部分に分け、土地条件、人々の生活、産業等を解説
して、アフリカ各国が明日を目指して歩む姿を描く。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｓ56年
・上映時間：23分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

04.社会科 163
    化政文化

・内容/あらすじ
蘭学と国学を中心とする学問・思想の新しい動きと教育、文化の
広がり及び地方の生活文化について理解させる。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：25分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

04.社会科 169
    果物づくりのさかんな地域

・内容/あらすじ
りんごとみかん生産の盛んな地域を訪ね、年間にわたる生産活動
を通して、自然条件と果物生産との関わりを理解させる。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

04.社会科 170
    自然環境と人々の生活

・内容/あらすじ
生活環境を守るための自然環境の回復の努力を示し、保全と開
発や産業活動の調和の大切さについて理解できるよう構成。
・主対象層　： 小５～中学生

・購入年度：Ｓ63年
・上映時間：18分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

04.社会科 174
    昭和（４）
    国際社会の中の日本

・内容/あらすじ
産業や経済の動向に焦点を絞って描き、今日の日本が、世界の
国々と密接な関わりを持ちながら歩んでいることを示す。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ01年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 176
    国土の自然を守る

・内容/あらすじ
自然災害に備える対策とともに、自然をできるだけ破壊しない調和
のとれた開発が必要であることを具体的事象で説く。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

04.社会科 177
    新しい通信のはたらき

・内容/あらすじ
最新の情報、通信の姿を伝えます。通信に利用される光ファイ
バー等を紹介し、現在そして未来の通信の姿を浮かび上がらせま
す。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ02年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

04.社会科 181
    国会百年

・内容/あらすじ
国会は開設１００年を祝いました。地方議会を含めて、議会制度の
意義と役割を考え、明日の日本を見つめるためにも参考。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：68分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 183
    太平洋戦争と東南アジア

・内容/あらすじ
生き残った人々の証言、アメリカ側の記録フィルム等によって、太
平洋戦争とは何であったかを考え、平和教育のための材料とす
る。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：29分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 190
    テレビ局で働く人々

・内容/あらすじ
番組づくりを追いながら、日本国内と世界を結ぶネットワークを衛
星放送を通して紹介し国際的な視野を養う。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ05年
・上映時間：10分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 194
    木と土の王国

・内容/あらすじ
青森県三内丸山遺跡‘９４。発掘調査の状況を同時進行で映像記
録し、出土品北方文化圏の中における縄文映画。
・主対象層　： 中学生～

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：58分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 198
    低地の人々のくらし

・内容/あらすじ
☆ 大きな三本の川に囲まれた町☆ 堤防に囲まれた町「輪中」☆
さまざまな町のようす岐阜県海津町
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 202
    ムラからクニヘ

・内容/あらすじ
①      吉野ケ里遺跡②      青銅の神々・卑弥呼と邪馬台国
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 203
    航空貨物輸送と私たちのくらし

・内容/あらすじ
新東京国際空港を舞台に航空貨物輸送の現状とわが国の貿易に
占める役割を考え、私たちのくらしとの結びつきを描きます。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：17分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 206
    生まれ変わるアルミかん

・内容/あらすじ
アルミ缶が再生されるまでの人々の活動や努力を描く。
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 208
    水俣病・イタイイタイ病

・内容/あらすじ
熊本水俣病の患者や家族達の生々しい証言を収録。惨状を伝え
るだけでなく、私たちも公害に加担していることに気付かせる。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 210
    東南アジアと日本の結びつき

・内容/あらすじ
開発途上国への政府開発援助の金額が日本は世界一である。こ
れらの国とどのように付き合っていくかを考える。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 211
    日本の貿易

・内容/あらすじ
☆ 現代日本の代表的輸入品、輸出品☆ 日本企業による逆輸入、
貿易摩擦☆経常収支の黒字と投資の増加他
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 221
    世界の食事を調べてみよう

・内容/あらすじ
子供に身近な食事をテーマに、いろいろな食文化があることや、さ
まざまな習慣、マナーなど、異文化への理解を深めます。
・主対象層　： 小５～小６

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：14分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

04.社会科 223
    子どものくらしのうつりかわり

・内容/あらすじ
時代によって子どもの遊びが変わってきたことに気付き、昔の遊び
や学校の様子、暮らしについて再現映像で紹介します。
・主対象層　： 小３～小４

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 224
    沖合漁業で働く人びと
    宮城県気仙沼市のさんま漁

・内容/あらすじ
寒流と暖流が交わる三陸沖で夜中に行なわれるさんま棒受け網
漁船の様子や、資源保護のための調査活動の工夫や努力を紹
介。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 226
    昭和（１）
    戦争と国民生活

・内容/あらすじ
① 昭和初期のようす②軍部と大陸への動き③日中戦争④第二次
世界大戦⑤日本の敗戦
・主対象層　： 小学生～中学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 227
    世界から見た日本の地形

・内容/あらすじ
①環太平洋造山帯にある日本列島②川がつくった日本の地形
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：14分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 228
    私たちの青い惑星②
    生きている森と海

・内容/あらすじ
森の破壊が海の生物に与える悪影響や新しい環境保全の視点
（ビオトープ、干潟の効用など）から森と海のめぐみを考察し取り組
みを探る。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 229
    ゴミは宝の山
    ①鉄＆生ゴミ

・内容/あらすじ
鉄の溶解電炉会社を経て、リサイクル製品になり使用している現
場と、生ゴミが有機肥料になる過程と、農家の実例を撮影。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 236
    少子高齢化とは

・内容/あらすじ
人口ピラミッドと対比しながら、今後の日本の社会が少子高齢化
の影響を受けて変容していくかをシュミレーションする。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：19分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 239
    自動車工場をたんけんしよう

・内容/あらすじ
①自動車工場の見学②さまざまな工夫と努力③関連工場の見学
等
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 241
    調べてみよう!お金のなりたち

・内容/あらすじ
子供たちが貨幣博物館に取材し、また実際に物々交換などをして
みてお金の必要性を実感します。
・主対象層　： 小５～小６

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 245
    変わりゆく中国
    シャンハイの都市と農村のくらし

・内容/あらすじ
人口問題、ボイラー工の生活、自転車による通勤、自由市場、一
人っ子政策、人民公社と生産責任制、郷鎮企業など。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 249
    自然災害の多い国、日本

・内容/あらすじ
☆ 阪神淡路大震災☆ 地震や火山の噴火が多い理由☆さまざま
な気象災害と起こりやすい理由
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：7分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 254
    とる漁業・育てる漁業

・内容/あらすじ
①とる漁業と２００海里（沿岸、沖合、遠洋）②育てる漁業（養殖、
栽培）③これからの漁業
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

04.社会科 256
    調べてみよう!税金って何？

・内容/あらすじ
消費税を通して、子供たちにも身近になった税金の意味を教えま
す。納税者としての義務、税金の種類や役割、使われ方など。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 259
    環境を守ることの大切さに

・内容/あらすじ
☆ 公害をふせぐために☆ 森林の大切さ
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 260
    もったいないで地球を守ろう！
    ①地球規模で考える環境

・内容/あらすじ
植林活動でノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさん、そし
てアルピニストの野口健さん。「もったいない」の大切さを訴えかけ
ます。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 261
    もったいないで地球を守ろう！
    ③くらしの工夫が地球を守る

・内容/あらすじ
環境問題の原因の多くは、私たち自身のライフスタイルにありま
す。「もったいない」を合言葉に、「３Ｒ」を家庭の中でも実践できる
具体例を紹介。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ18年
・上映時間：16分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 262
    調べてみよう戦争中のくらし

・内容/あらすじ
日本にも戦争の時代があったことを知っていますか？「配給」「空
襲」「学童疎開」･･･その頃子どもたちはどんな暮らしをしていたの
だろう？
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：16分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 264
    調べよう！沖縄県

・内容/あらすじ
アメリカ軍基地、観光について、伝統ある織物について、飲料水を
得るための工夫、台風に備えての家造りなど。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：16分
・教材形態：DVD

鶴岡市

04.社会科 265
    戦後の復興・発展と国際貢献

・内容/あらすじ
戦後、我が国の国民生活が向上したことや、我が国が国際社会に
おいて重要な役割を果たしてきたことを紹介します。
・主対象層　： 小学校

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 269
    学研アニメ
    条約改正と日清・日ロ戦争

・内容/あらすじ
・不平等条約を改正せよ　　　　・中国やロシアと戦う・立ち上がる
民衆
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：22分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 270
    学研アニメ
    長く続いた戦争と人々のくらし

・内容/あらすじ
・広がる戦争　　　　・戦争中の国民生活・沖縄、広島、長崎、そして
敗戦
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

04.社会科 272
    　古い道具とくらしのうつりかわ
り

・内容/あらすじ
洗濯の移り変わりを資料映像で追いながら、昔の暮らしの道具
や、大きく変わった生活の移り変わりを紹介します。
・主対象層　： 小学生中学年

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：14分
・教材形態：DVD

鶴岡市

04.社会科 275
    みるみる社会科DVD
    DISC6　政治のはたらき

・内容/あらすじ
政治の仕組みや　行政の仕組みを解説してゆきます。あの大物？
政治家登場！！
・主対象層　： 中学生

・購入年度：H23年
・上映時間：35分
・教材形態：DVD

鶴岡市

04.社会科 277
    日本の歴史⑬　江戸の文化と
町人のくらし
    江戸時代（4）

・内容/あらすじ
江戸寺内の商人の生活を再現すると共に、歌舞伎や浮世絵など
町人文化について解説します。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：H23年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

05.生活指導 45
    飛べない紙ヒコーキ

・内容/あらすじ
高校受験に悩む中学生と勤労青年とのかかわりの中に親たる者
はその飛び立ちに、いかにして浮力をつけてやるかを考える。
・主対象層　： 中学生～ＰＴＡ

・購入年度：Ｓ57年
・上映時間：32分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 48
    なくそうぼくらの交通事故

・内容/あらすじ
飛び出し、交差点等での事故を中心に盲点や防止策、事故にあ
わないための心構えを視覚的に明らかにします。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：19分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 51
    バトンはＶサイン

・内容/あらすじ
家庭事情から人間不信に陥り、欠席や家出を繰り返す少女を、立
ち直らせようとする級友や新任教師の物語です。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ58年
・上映時間：51分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 52
    祭りだいこ

・内容/あらすじ
おはやしの後継者をさがしている様子をみて、少女が次第に伝統
芸能に参加する意義にめざめ、、守り育てていこうとします。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ59年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 54
    いとこ同志

・内容/あらすじ
性格が違ういとこに触発され、自分も様々なことに挑戦する気に
なったおとなしい少女の心の起伏と思いやりの大切さを描く。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ60年
・上映時間：45分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 58
    東京・ヒロシマ子ども派遣団

・内容/あらすじ
東京の先生と父母、地域の子供たちとで広島へ旅した記録です。
子供たちは「平和の大切さ」を気付いていきます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ61年
・上映時間：31分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 62
    本好きな子どもに育てるために

・内容/あらすじ
映像文化と、活字文化の相違を確かめ、本を読む子供たちをどの
ように育てたらよいかを考えてみます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：28分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 71
    みんなであそぼう
    きせつのあそび

・内容/あらすじ
屋内での一人遊びが多いといわれる最近の子供たちに、野外で
体を動かして遊ぶことの楽しさを知ってもらうために制作した。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ03年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 73
    地球を救うのは君たち

・内容/あらすじ
破壊や汚染の現状を見つめ、解決のためには一人一人の生活が
責任ある行動をとることが重要であることを訴えます。
・主対象層　： 小５～小６

・購入年度：Ｈ04年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

05.生活指導 75
    ひとことのやさしさ

・内容/あらすじ
勇気と希望を持ち人のために一生懸命生きる三人の看護婦の女
性を描き、社会人としての生きがいとは何かを感じてほしい。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：51分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 82
    わたしだけが

・内容/あらすじ
差別が悪いと知りながら傍観者的な立場をとっている子供も差別
をささえ温存させていることを理解させ、訴えようとする。
・主対象層　： 小５～小６

・購入年度：Ｈ07年
・上映時間：15分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 87
    少年犯罪を考える

・内容/あらすじ
「万引き」「偽りのパーティー券売り」「オヤジ狩り」これらは犯罪で
あることを生徒自らに考えさせるための教材です。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

05.生活指導 90
    地球号ＳＯＳ

・内容/あらすじ
かけがえのない地球を守るために、一人一人が行動をおこし、持
続可能な開発と環境の問題で日本の果たす役割も訴える。
・主対象層　： 中学生～

・購入年度：Ｈ09年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 93
    お年寄りとのふれあい

・内容/あらすじ
お年寄りや障害を持った人と交流を重ねる小学生の姿を描き、日
常生活の場で積極的に人や社会と関わる大切さを示唆。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：19分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 95
    自転車大好き

・内容/あらすじ
手放し運転や２人乗りなど、自転車の危ない乗り方を具体的に示
しながら、自転車の安全な乗り方について解説します。
・主対象層　： 小３～小４

・購入年度：Ｈ11年
・上映時間：10分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 98
    まじめで悪いか!

・内容/あらすじ
中学生自身のことばと心で描いた感動的な実話。みんな違って、
みんないい。だれかきっと見ていてくれる！
・主対象層　： 中学生～

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：32分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 99
    マザー・テレサ

・内容/あらすじ
先人の生き方に学ぶアニメーション。貧しい人々、恵まれない人々
を愛し続けたテレサの生涯。
・主対象層　： 小学生～中学生

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 101
    たばこ

・内容/あらすじ
身も心も破壊するタバコの害から子供たちを守るために今すぐ教
えよう。喫煙の恐ろしさ！
・主対象層　： 家庭教育/小学生

・購入年度：Ｈ12年
・上映時間：14分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 104
    スクールカウンセリングの技法
    新たな試み

・内容/あらすじ
カウンセリングの方法を学び、子供や保護者といかに関わるか、
成長過程で身につけるべき能力を開発するかを考える。
・主対象層　： 教師向

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：36分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 105
    薬物乱用

・内容/あらすじ
シンナーと覚醒剤の恐ろしさと害をわかりやすく解説。これらの危
険から自分の身を守れるよう方向づけていきます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：14分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 106
    やめよう飛び出し守ろう信号

・内容/あらすじ
事故例を見ながら、子供たちが普段見落としてしまいがちな「安全
の確認」「交通ルールの大切さ」を解説します。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：16分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 108
    心をそだてるカウンセリング
    構成的グループエンカウンター
中学校実践例編

・内容/あらすじ
茅ヶ崎市立鶴が台中学校での実践例。全校で年間を通して取り組
む貴重な例。
・主対象層　： 教師向

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：80分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 110
    心をそだてるカウンセリング
    構成的グループエンカウンター
小学校モデル授業編

・内容/あらすじ
「クリスマス・ツリー」「カムオン」収録。「構成的グループエンカウン
ター」の楽しさと教育機能を理解するのに最適。
・主対象層　： 教師向

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：32分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 111
    心をそだてるカウンセリング
    構成的グループエンカウンター
小学校実践例編

・内容/あらすじ
北区立王子第二小学校での実践例。「共同絵画」「自分への手紙」
収録。子供たちの変容ぶりがよく分かる。
・主対象層　： 教師向

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：47分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

05.生活指導 112
    やくそく

・内容/あらすじ
心優しい少年と病弱な少女との心温まる交流を通して、人のため
に尽くすことの尊さ、すばらしさを訴えます。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 113
    何だろう？自分らしい生き方っ
て

・内容/あらすじ
「男女の役割の逆転」を導入。男女平等という問題を自分自身の
問題として具体的に思考させ将来の生活について考える。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ15年
・上映時間：17分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 116
    わたしの進路計画

・内容/あらすじ
自己実現がテーマ。体験を通し、自己を見つめることを作品の芯
に展開しています。導入学習や総合学習にも役に立ちます。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 117
    人とのかかわり

・内容/あらすじ
生きていく上で色々な人とかかわるけれど、人との関わり方につい
て考えてみよう。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 118
    仕事君はどう思う？

・内容/あらすじ
職業世界の入り口へと青少年を案内し、働く人々の実像にふれ、
考えるきっかけにしてもらおうと考えました。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：27分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 119
    大きくなったよ！ぼく・わたし

・内容/あらすじ
小さい頃と比べると体も心も成長しました。成長していくありのまま
の自分を受け止め、自分を大切にする気持ちを育てます。
・主対象層　： 小１～小２

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 120
    なくそう子どものネット悲劇

・内容/あらすじ
どのような点に気をつければ、快適で安全なインターネットを楽し
めるのでしょうか。具体的な事例をあげながら解説します。
・主対象層　： 小学生～保護者向

・購入年度：Ｈ17年
・上映時間：17分
・教材形態：VHS

鶴岡市

05.生活指導 127
    こんな時どうする？
    ②ルールとマナー

・内容/あらすじ
みんなが気持ち良く暮らしていくためにはどうすればいいのかを日
常生活の事例をもとに考えます。・ﾊﾞｽや電車・ｺﾞﾐのﾎﾟｲ捨て・みん
なの公園など
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ19年
・上映時間：19分
・教材形態：DVD

鶴岡市

05.生活指導 128
    いじめはゼッタイわるい！

・内容/あらすじ
子どもたちにいじめを嫌悪し、ためらうことなく先生や親に知らせる
という行動を幼い時期の子どもたちに植えつけます。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ20年
・上映時間：12分
・教材形態：DVD

鶴岡市

05.生活指導 135
    毎日がつらい気持ちわかります
か
    ゆるせないネットいじめ

・内容/あらすじ
少女はなぜそこまで追い詰められたのか、仲良し4人組、その歯車
が狂い始めて…、美咲の本を無くしてしまった千恵は…、今度は
加奈がいじめに……
・主対象層　： 小学校高学年

・購入年度：Ｈ21年
・上映時間：18分
・教材形態：DVD

鶴岡市

05.生活指導 137
    小学生の自転車の安全な乗り
方

・内容/あらすじ
小学生は自転車を覚えたて。行動範囲も広がり危険も増す。
ルールを覚えるだけでなく、なぜ危険かどうしたら安全かといった
子供たちの理解をうながしながらマナーや危険予知能力が身につ
くような内容にしている。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｈ22年
・上映時間：16分
・教材形態：DVD

鶴岡市

06.保健体育 41
    楽しいなわとび

・内容/あらすじ
世界一の鈴木さんの妙技を織り込みながら、正しい技能や留意点
を示し、運動に取り組む習慣と意欲を高めさせる。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ52年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

06.保健体育 42
    小学生のバスケットボール

・内容/あらすじ
ゲーム場面を中心に取り上げ、パス、シュート等の基本的な技術
を多用して分かり易く解説し、チームワークを強調。
・主対象層　： 小学生～高校生

・購入年度：Ｓ52年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

06.保健体育 43
    柔道教室

・内容/あらすじ
柔道の基本動作と基礎的な対人技能を、分解撮影や高速度撮影
技法など用いて、力学的原理をも解明しながら描く。
・主対象層　： 中学生～高校生

・購入年度：Ｓ52年
・上映時間：21分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

06.保健体育 46
    たいせつな歯

・内容/あらすじ
歯の働きとむし歯の原因について分かり易く解説し、むし歯を予防
するためには、どうしたらよいかを解説してある。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ55年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

06.保健体育 48
    走り高とび

・内容/あらすじ
助走、踏み切り、空中姿勢、着地等の技術や基本、練習方法につ
いて分析的技法を利用、指導体系に分かり易くまとめた。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｓ56年
・上映時間：12分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

06.保健体育 49
    わを使った運動

・内容/あらすじ
輪の特性をいかした動きと要点が一見して理解できる。児童の考
え出した動きを系列化し、指導の参考となるよう制作。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ56年
・上映時間：12分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

06.保健体育 50
    ぼうを使った運動

・内容/あらすじ
用具としての棒の特性をいかしたさまざまな棒を使った運動が発
展的に示されている。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ56年
・上映時間：12分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

06.保健体育 52
    あれくるう海

・内容/あらすじ
「対立する感じ」の題材として、激しい荒海の波の動きと、船や岩
等の力の対立を二つのグループで表現する。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ62年
・上映時間：15分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

06.保健体育 55
    思春期の心
    ５年編

・内容/あらすじ
おとなしい千佳や少年大野は、先生から思春期の変化について教
わり、自分の不安や悩みと気持ちについても納得がいく。
・主対象層　： 小５

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

06.保健体育 56
    成人病って何？
    ６年編

・内容/あらすじ
ドラマ形式で楽しく観て学習できるよう工夫されています。自分の
こととして受け取れるように配慮している。
・主対象層　： 小６

・購入年度：Ｈ08年
・上映時間：13分
・教材形態：VHS

鶴岡市

06.保健体育 57
    小学生のための性教育
    導入編

・内容/あらすじ
☆ おとこのことおんなのこ　☆こんにちはあかちゃん
・主対象層　： 小１～小２

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市

06.保健体育 58
    小学生のための性教育
    生理編

・内容/あらすじ
☆ すてきなおとなになるために　☆初経と精通
・主対象層　： 小３～小４

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：20分
・教材形態：VHS

鶴岡市

06.保健体育 59
    小学生のための性教育
    生殖編

・内容/あらすじ
☆ いのちを伝える－生物のあゆみ－　☆受精から誕生へ
・主対象層　： 小５～小６

・購入年度：Ｈ10年
・上映時間：18分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

06.保健体育 60
    思春期は赤ちゃんをつくるじゅ
んび

・内容/あらすじ
思春期の入口で急に体が成長し、外観の成長でなく内側の変化に
もふれ、体の発達とともに精神的にも発達することを解説。
・主対象層　： 小４

・購入年度：Ｈ13年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

06.保健体育 61
    インフルエンザ

・内容/あらすじ
インフルエンザのメカニズムを分かり易く顕微鏡映像を交え、感染
症から体を守るためにはどうすれば良いか考えます。
・主対象層　： 小３～小６

・購入年度：Ｈ14年
・上映時間：12分
・教材形態：VHS

鶴岡市

06.保健体育 63
    病気にならない体をつくる

・内容/あらすじ
子供自身が体について興味を持ち、主体的に生活習慣を改善して
いけるよう、子供に考えさせる場面も設置。
・主対象層　： 小３～

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：14分
・教材形態：VHS

鶴岡市

06.保健体育 65
    父が息子に伝える性教育

・内容/あらすじ
父親が息子に教える形をとりながら、性について伝えていきます。
子どもと一緒に見たり、学ばせる等利用方法がある。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｈ16年
・上映時間：33分
・教材形態：VHS

鶴岡市

07.図工 22
    風景をかく

・内容/あらすじ
三人の男女生徒が何に感動し、どう表現していったか、その過程
をありのままに描く。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｓ49年
・上映時間：20分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

07.図工 23
    観察して描く

・内容/あらすじ
三人の生徒が観察を深めながら次第に感動を作品に定着させて
いく過程を追う。
・主対象層　： 中学生

・購入年度：Ｓ51年
・上映時間：19分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

08.音楽 11
    たのしいリズム

・内容/あらすじ
リズムを感覚的に受けとめながら、音譜との結びつきを視覚化して
理解を深める。
・主対象層　： 小学生

・購入年度：Ｓ47年
・上映時間：17分
・教材形態：16ﾐﾘ

鶴岡市

09.国語 1
    附子

・内容/あらすじ
文章教材だけでなく、専門家の演じる本格的な狂言にふれさせる
ことが望ましいとの多くの指導者の要望にこたえて制作。
・主対象層　： 小５～小６

・購入年度：Ｈ06年
・上映時間：30分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 1
    おおきくなあれ

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 2
    反抗期とお母さん

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 3
    気になるアトピー

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 4
    お母さんの味

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

11.さくらんぼ広場 5
    ことばのおそい子

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 6
    絵は心の窓

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 7
    お父さんガンバレ

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 8
    いっしょに遊ぼう

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 9
    小さな芽

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 10
    きょうだいげんか

・内容/あらすじ ・制作年度：H01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 11
    がまんする時させる時

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 12
    自分でやれるかな

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 13
    おじいちゃんおばあちゃん

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 14
    大きくなあれ

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 15
    よくみてごらん

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 16
    がんばっておかあさん

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

11.さくらんぼ広場 17
    むし歯かな

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 18
    もっと歩かせて

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 19
    もうすぐ入園

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 20
    いたずらっ子はよい子

・内容/あらすじ ・制作年度：H02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 21
    ほめ方、しかり方

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 22
    お母さん絵本よんで

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 23
    虫歯かな

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 24
    お父さんといっしょ

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 25
    遊びがいっぱい

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 26
    おじいちゃんおばあちゃん

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 27
    生活リズム

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 28
    お話しましょう

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

11.さくらんぼ広場 29
    寒さに負けない子

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 30
    気になるくせ

・内容/あらすじ ・制作年度：H03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 31
    アレルギーってなあに

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 32
    子どものスポーツごころ

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 33
    うえの子・したの子

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 34
    フロンティア・アドベンチャー

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 35
    あぶない！

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 36
    楽しい勉強

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 37
    テレビっ子

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 38
    野外で楽しく

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 39
    歌ったり、描いたり

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 40
    今日は、日曜日

・内容/あらすじ ・制作年度：H04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

11.さくらんぼ広場 41
    休みは楽しい

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 42
    おはよう、おやすみ

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 43
    学校へ行きたい

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 44
    働くお母さん

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 45
    子育て拝見

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 46
    お手伝い大好き

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 47
    ぜんそくなんか吹き飛ばせ

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 48
    食事と健康

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 49
    おこりんぼ母さん

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 50
    あそび仲間いますか

・内容/あらすじ ・制作年度：H05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 51
    このゆび、とまれ

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 52
    がまんするとき、させるとき

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

11.さくらんぼ広場 53
    ぼく、おにいちゃん

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 54
    みんなで守る、こどもの歯

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 55
    えほんよんで

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 56
    テレビゲームをめぐって

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 57
    子育て、孫育て

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 58
    親子で体験

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 59
    はしではさんで、ハサミで切って

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 60
    わが家の子育て

・内容/あらすじ ・制作年度：H06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 61
    大好き！お父さん／自然の中
でたくましく

・内容/あらすじ ・制作年度：H07年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 62
    ともに手を携えて／おもいっきり
遊ぼう

・内容/あらすじ ・制作年度：H07年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 63
    ともに感動、感性の芽生え／一
人で悩まないで

・内容/あらすじ ・制作年度：H07年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 64
    おじいちゃんおばあちゃんの孫
育て奮闘記／いってきまーす

・内容/あらすじ ・制作年度：H07年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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11.さくらんぼ広場 65
    自然はともだち

・内容/あらすじ ・制作年度：H09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 66
    親子～ふれ愛～

・内容/あらすじ ・制作年度：H09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 67
    たくましく生きる

・内容/あらすじ ・制作年度：H09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 68
    夢いっぱい、心わくわく

・内容/あらすじ ・制作年度：H09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 69
    がんばって！お父さん

・内容/あらすじ ・制作年度：H09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 70
    広げよう！子育ての輪

・内容/あらすじ ・制作年度：H09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 71
    おじいちゃんおばあちゃんの知
恵袋

・内容/あらすじ ・制作年度：H09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 72
    子育てなんでも相談

・内容/あらすじ ・制作年度：H09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 73
    お父さん出番です

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 74
    思いっきり遊ぼう

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 75
    動物ってかわいいね

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 76
    子育て仲間

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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11.さくらんぼ広場 77
    お手伝いしよう

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 78
    じょうずにできたね

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 79
    絵本だいすき

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 80
    じょうぶな歯

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 81
    おもちゃいっぱい

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 82
    ことばを育てる

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 83
    楽しい食事

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

11.さくらんぼ広場 84
    一人でできるよ

・内容/あらすじ ・制作年度：H10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 1
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.聞き上手　　B.敬語　－丁寧語－　C.幼児の言葉のしつけ　－0
歳から3歳ごろまで－

・制作年度：Ｓ57年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 2
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.敬語を適切に　　B.話し方を分かりやすく　C.正確な用語で

・制作年度：Ｓ58年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 3
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.実りある話し合い　－会合の場合を中心に－　　B.くらしの中の
音声訓練　－発声を中心に－　C.幼児の言葉のしつけ　－３歳か
ら５・６歳まで－

・制作年度：Ｓ59年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 4
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.分かりやすい用語で　　B.電話の言葉づかい　C.くらしの中の音
声訓練　－母音を中心に－

・制作年度：Ｓ60年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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12.文化庁ビデオテープシリーズ 5
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.ことばの国の裁判　－誤解を招かない表現－　　B.美しい日本
語　楽しい語源　C.くらしの中の音声訓練　－子音を中心に－

・制作年度：Ｓ61年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 6
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.ことばはパスワーク　－頼む時・断る時－　　B.美しい日本語　楽
しい語源　－その２－　C.朗読の魅力

・制作年度：Ｓ62年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 7
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.旅の出会いことばの出会　－ものの尋ね方－　　B.美しい日本
語　楽しい語源　－その３－　C.心に残るスピーチ

・制作年度：Ｓ63年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 8
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.花か車か　－家庭での話し合い－　　B.類義語　－豊かな表現
のために－　C.朗読の魅力　－その２－

・制作年度：Ｈ01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 9
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.適切な言葉遣い　－敬語を中心に－　　B.くらしの中の音声　－
談話を中心に－

・制作年度：Ｈ02年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 10
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.慣用的な表現　　B.くらしの中の音声　－せりふの練習－

・制作年度：Ｈ03年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 11
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.言葉と環境　　B.言葉遊び

・制作年度：Ｈ04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 12
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.国際化時代の日本語　　B.くらしの中の音声　－アクセント－

・制作年度：Ｈ05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 13
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.心を結ぶ言葉　－豊かなコミュニケーション－　　B.「あいうえお」
と「いろは」

・制作年度：Ｈ06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 14
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.論理的な話し方　－ディベートを活用して－　　B.やまとことばの
世界　－その豊かな想像力－

・制作年度：Ｈ07年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 15
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.自己紹介から始まるあなたと私　　B.あいさつが心を結ぶ

・制作年度：Ｈ08年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 16
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.おわびとお礼　－心を言葉で伝える－　　B.言葉の使い分け　－
丁寧な言葉と友だち言葉－

・制作年度：Ｈ09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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12.文化庁ビデオテープシリーズ 17
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.対話を組み立てる　－上手な聞き方－　　B.ひと言の大切さ　－
言葉の働きと効果－

・制作年度：Ｈ10年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

12.文化庁ビデオテープシリーズ 18
    「美しく豊かな言葉をめざして」

・内容/あらすじ
A.表現を豊かにするために　ドラマ編－「かわいい」ってどういうこ
と？－　　B.表現を豊かにするために　解説編－「かわいい」ってど
ういうこと？－

・制作年度：Ｈ12年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

13.学校道徳指導 1
    「豊かな心を持ちたくましく生き
る子供を育てる」
    シリーズ１（小学校）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

13.学校道徳指導 2
    「豊かな心を持ちたくましく生き
る子供を育てる」
    シリーズ１（中学校）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

13.学校道徳指導 3
    「豊かな心を持ちたくましく生き
る子供を育てる」
    シリーズ２（小学校）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

13.学校道徳指導 4
    「豊かな心を持ちたくましく生き
る子供を育てる」
    シリーズ２（中学校）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

13.学校道徳指導 5
    「豊かな心を持ちたくましく生き
る子供を育てる」
    シリーズ３（小学校）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

13.学校道徳指導 6
    「豊かな心を持ちたくましく生き
る子供を育てる」
    シリーズ３（中学校）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

13.学校道徳指導 7
    「豊かな心を持ちたくましく生き
る子供を育てる」
    シリーズ４（小学校）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

13.学校道徳指導 8
    「豊かな心を持ちたくましく生き
る子供を育てる」
    シリーズ４（中学校）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

14.国立国語研究所 1
    「ことばビデオ」シリーズ
    豊かな言語生活をめざして　１

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

14.国立国語研究所 1
    「ことばビデオ」シリーズ
    豊かな言語生活をめざして　２

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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14.国立国語研究所 1
    「ことばビデオ」シリーズ
    豊かな言語生活をめざして　３

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

14.国立国語研究所 1
    「ことばビデオ」シリーズ
    豊かな言語生活をめざして　４

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

14.国立国語研究所 1
    「ことばビデオ」シリーズ
    豊かな言語生活をめざして　５

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 2
    日本の海運
    －船が支える日本の暮らし－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 3
    日本とオーストラリアを結ぶ海
運
    －産業と貿易を通して①－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 4
    日本とアメリカ合衆国を結ぶ海
運
    －産業と貿易を通して②－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 5
    健太君は編集長
    －著作権ってなんだ－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：ＶＨＳ・β

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 10
    私の名はでんき

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 17
    ふるさと散歩
    －自然とのふれあい－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 22
    クルマのできるまで

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 27
    花のいろ村の童話詩人　武田
勇治郎

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 30
    山形の民話（村山地域）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：ＶＨＳ・β

鶴岡市
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15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 32
    高山樗牛

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 40
    ウルトラマンのシュワッチ宇宙
探検

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 49
    キミ科学する
    －暮しを変える先端技術－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 52
    黒川能

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 54
    紙　地球への思いやり

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 59
    自然はぼくらの保育室

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 64
    熱帯にかける夢

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 69
    原子力と環境・原子力発電所の
しくみ

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 74
    ちから
    －国体物語－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 79
    日本と西ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ・中南米を
結ぶ海運
    －産業と貿易を通して⑤－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 84
    タマゴ栄養編
    －タマゴをおいしく、かしこく食
べる－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 89
    セブン・イン・ワンダーランド（北
野博士）

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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分野・番号

タイトル

内容／あらすじ

主対象層

購入・制作年度
上映時間
教材形態

市町名

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 94
    日本と世界を結ぶ海運
    －産業と貿易を通して⑥－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 99
    ファンタジア

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 104
    誇り高きサルドの騎士たち

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 109
    スポーツ選手のライフマネージ
メント

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 114
    豊かさを運ぶ海の道エネル
ギー資源

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 119
    うばわれた自由

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 124
    くらしとともに造幣局

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 129
    ブランコ乗りとピエロ

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 134
    林業案内

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 139
    世界のペットボトルリサイクル事
情

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 140
    黒川能と狂言の楽しみ方

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 144
    音の正体をつかめ

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 149
    森林から見た日本の気候

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 154
    海の森づくり

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 159
    預金保険制度

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 163
    神事能・黒川能への招待

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 164
    気象を科学する
    －緑の地球を守るために－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 169
    お客さまの資金は守られていま
す！
    －証券会社の分別保管－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 174
    衣服の変化から歴史を発見しよ
う

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 179
    アフェルトの風
    －ドイツ・勇壮な野生馬の祭り
－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 184
    森と海の役割ってなぁに？

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 189
    天空の秘境を駆ける
    －アンゼチベット族の馬祭り－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 194
    農村ってどんなところなの？

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 199
    森林生態系の保全
    －緑の回廊の試み－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市
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15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 204
    皇后陛下美智子さま
    －陛下のお側で－

・内容/あらすじ ・制作年度：－年
・上映時間：－分
・教材形態：DVD

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 209
    世界遺産シリーズ　知床
    海・川・森の物語

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ21年
・上映時間：31分
・教材形態：DVD

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 214
    山形県鶴岡の民話

・内容/あらすじ
鶴岡出身　故長谷川みち子さんの企画を夫の洋さん(元アニメ制
作会社ディーン代表）がプロデュースしたアニメーション

・制作年度：H23年
・上映時間：37分
・教材形態：DVD

鶴岡市

15.寄贈ﾋﾞﾃﾞｵ 215
    鳥取県西部の民話

・内容/あらすじ
鶴岡出身　故長谷川みち子さんの企画を　夫の洋さん(元アニメ制
作会社ディーン代表）が郷里鳥取の民話を題材にプロデュースし
たアニメ

・制作年度：H23年
・上映時間：36分
・教材形態：DVD

鶴岡市

21.自作教材 3
    絵ろうそく
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｓ53年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 5
    即身仏の里
    制作：朝日村

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｓ54年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 11
    子どもの絵の発達
    制作：樋渡美智子

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｓ55年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 13
    けやき姉妹の里
    制作：温海町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｓ56年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 17
    藤島の畜産
    制作：藤島町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｓ59年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 19
    東岩本地区公民館一年の活動
    制作：朝日村

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｓ62年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 21
    イバラトミヨ
    制作：山形県

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｓ63年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 22
    郷土かるた
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｓ63年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市
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21.自作教材 26
    庄内杓子
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 27
    竹塗り
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 28
    絵ろうそく
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ01年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 33
    新聞社を訪ねて
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ02年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 36
    マドンナのささやき
    制作：羽黒町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ03年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 40
    金峰の春みつけた
    制作：大塚等

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ04年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 42
    創作童話「さぶい山」
    制作：朝日町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 44
    椙尾のまつり
    制作：椙尾里を愛する会

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ05年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 48
    山里に伝わる味　－越沢そば
－
    制作：温海町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ06年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 61
    旧六十里越街道を訪ねて（その
１）
    制作：櫛引町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ07年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 62
    「地域に根ざす伝統工芸」温海
（カッパ焼）に学ぶ
    制作：温海町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ07年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 63
    蜂子皇子物語
    制作：羽黒町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ07年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市
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21.自作教材 64
    旧六十里越街道を訪ねて（総集
編）
    制作：櫛引町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ08年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 65
    天宥別当物語（羽黒山中興の
祖）
    制作：羽黒町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ08年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 69
    ちからたろう
    制作：藤島町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ09年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 79
    如来さまになったお竹さん
    制作：羽黒町

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ13年
・上映時間：－分
・教材形態：スライド

鶴岡市

21.自作教材 81
    自然からの贈りもの　－草木染
－
    制作：朝日村

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ13年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 83
    私たちのことば“庄内弁”
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ14年
・上映時間：－分
・教材形態：ミニＤＶ

鶴岡市

21.自作教材 89
    広がる私たちの鶴岡市
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ18年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 90
    ブルーベリーに夢をたくして
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ18年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

21.自作教材 91
    藤沢周平作「春秋山伏記」の原
風景
    制作：鶴岡市

・内容/あらすじ ・制作年度：Ｈ18年
・上映時間：－分
・教材形態：VHS

鶴岡市

54


