
  

   

  

 

     

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児おすすめ 

 記号番号 題    名 時間 

DVD DG129 ぼくは王さま（全４話収録） 全 40分 

DVD DG261 ゆきちゃんのこんにちは 19分 

DVD DG276 ふるさと再生 日本の昔ばなし「だんまりくらべ」（全９話収録） 全 69分 

DVD DG342 こぎつねコンとこだぬきポン 20分 

16 ﾐﾘ 学 269 ゆきちゃんのこんにちは 19分 

16 ﾐﾘ 学 424 ランボーのあぶないいたずら 16分 

16 ﾐﾘ 学 429 ウォルト・ディズニー作品 ディズニーのいなかのねずみ 9分 

16 ﾐﾘ 学 503  ぼくは王さま②（全２話） 全 20分 

 
早めに 

おしらせ 

木更津市視聴覚ライブラリーでは、交通安全・防災・アニメや映画など多様な 

ジャンルの教材を用意しています。皆さまのご利用をお待ちしております。 

 

問い合わせ先・申し込み先  

木更津市教育委員会教育部生涯学習課  

〒２９２-８５０１ 木更津市朝日３-１０-１９ 

ＴＥＬ２３-５２７４ ＦＡＸ２５-３９９１ 

令和３年 1月号 

木更津市視聴覚教育    教材の簡単な内容が視聴覚教材目録で確認できます 

 

 

節分・おに 

 記号番号 題    名 時間 

DVD DG83 年中行事 アニメーションシリーズ Part２「福は内！鬼は外！」 11分 

DVD DG194 日本の童話③「ももたろう」（全２話） 全 23分 

DVD DG248 おにたのぼうし 18分 

DVD DG269 ふるさと再生 日本の昔ばなし「一寸法師」（全９話収録） 全 69分 

DVD DG270 ふるさと再生 日本の昔ばなし「大工と鬼六」（全９話収録） 全 69分 

DVD DG271 ふるさと再生 日本の昔ばなし「こぶとり爺さん」 （全９話収録） 全 69分 

DVD DG275 ふるさと再生 日本の昔ばなし「鬼の妹」（全９話収録） 全 69分 

DVD DG297 新 泣いた赤おに 31分 

16 ﾐﾘ 学 48 むかしむかしももたろう 18分 

16 ﾐﾘ 学 245 べっかんこ鬼 24分 

16 ﾐﾘ 学 257 なまはげだぞう 10分 

16 ﾐﾘ 学 319 おにたのぼうし 31分 

16 ﾐﾘ 学 342  いたずらあまんじゃく 22分 

 



DVDの取り出し方  

① DVDを台の上に置きケースを開く 

② DVDの入っていない片側を浮かせる 

③ 盤を止めてある中心部を軽く押す 

④ 親指と人差し指で盤を持ち取り出す 

※盤面に亀裂・傷がつかないように注意してください。 

お願い 

・お子様には触れさせないでください。 

・ディスクを載せるトレイがなく、挿入口に直接 DVDを挿入するスロットインタイプの再生 

機のご使用はご遠慮ください。機器に引っかかるなど、故障につながる恐れがあります。 

・教材を紛失・破損したときは、ただちに連絡してください。 

状況によっては、弁償していただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうぶつえんに行った気分 

（DVD）ゆかいなどうぶつたち～りくのおともだち～シリーズ （各２８分） 

DG44 ライオン・トラ・チーター    DG51 キリン・オカピ・ラクダ 

DG45 ゴリラ・サル・チンパンジー   DG52 アライグマ・ビーバー・ラッコ 

DG46 パンダ・クマ・シロクマ     DG53 ウマ・シマウマ・ポニー 

DG47 オオカミ・キツネ・タヌキ    DG54 アルマジロ・アリクイ・ナマケモノ 

DG48 モルモット・ウサギ・リス    DG55 ウシ・ヤギ・ヒツジ 

DG49 コアラ・カンガルー・ワラビー  DG56 ワニ・カメ・ヘビ 

DG50 ゾウ・サイ・カバ 

                   DG57 

DG200トムとジェリー 上には上がある 

DG201トムとジェリー 恋ははかなく 

（全８話収録：全６０分） 

1940年に誕生し、今もシリーズが続いています。

永遠のライバルで親友のネコのトムと、ネズミの

ジェリーはいつも仲良くケンカしています。 

コミカルな動きと音楽との調和がマッチした短編

アニメーションは、７回もアカデミー賞に輝いて

います。 

都市伝説として広がる最終話が多数存在している

ようです。とても気になります。 

DG133がんばれスイミー（２６分） 

原作「スイミー」をもとに作られたアニメーション映

画です。みんなで「がんばれスイミー」を歌おう♬ 

DG286レオ・レオニ ５つの名作集 

「スイミー」（全５話：全２８分） 

翻訳：谷川俊太郎  様々な技法で描かれた絵は、物

語を引き立てます。 

 

ひとりぼっちになったスイミーは、新しい仲間と力を

合わせて困難を乗り越えます。 

スイミーの孤独や悲しみから成長する姿や、個性を活

かし、自分にしかできない役割を果たす姿は勇気を与

えてくれます。長く心に残る名作です。 



 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校おすすめ DVD 

記号番号 題     名 対 象 時 間 

DG97 宮沢賢治名作童話アニメシリーズ セロひきのゴーシュ 中・高学年 20分 

DG144  木龍うるし 原作：木下順二 中・高学年 19分 

DG169 盲導犬クイールの一生 小学～ 25分 

DG174 喫煙防止シリーズ 知っている？たばこの害 中・高学年 12分 

DG183 いじめはゼッタイわるい！ 低・中学年 13分 

DG247 ゆうかんな十人のきょうだい 低学年 20分 

DG249  かんすけさんとふしぎな自転車 原作：松野正子 低・中学年 23分 

DG310 スマホの落とし穴 親子・地域で考えよう 小４～ 全 34分 

DG311 見て学んで考えるＷＥＢ教材 キッズ介護教材 

長寿大国を探検しよう 

高学年 14分 

DG363 みんなの情報モラルⅠ  

アニメーションで学ぶネット社会のルールとマナー 

小４～ 

 

全 43分 

DG385 めぐみ 高学年～ 25分 

 

問い合わせ先・申し込み先  

木更津市教育委員会教育部生涯学習課  

〒２９２-８５０１ 木更津市朝日３-１０-１９ 

ＴＥＬ２３-５２７４ ＦＡＸ２５-３９９１ 

 

令和３年 1月号 

早めに 

おしらせ 

木更津市視聴覚ライブラリーでは、教科学習、交通安全、防災、アニメや映画など 

多様なジャンルの教材を用意しています。皆さまのご利用をお待ちしております。 

節分・おに     

記号番号 題    名 時間 

DG83 年中行事 アニメーションシリーズ Part２「福は内！鬼は外！」 11分 

DG194 日本の童話③「ももたろう」（全２話） 全 23分 

DG248 おにたのぼうし 18分 

DG269 ふるさと再生 日本の昔ばなし「一寸法師」（全９話収録） 全 69分 

DG270 ふるさと再生 日本の昔ばなし「大工と鬼六」（全９話収録） 全 69分 

DG271 ふるさと再生 日本の昔ばなし「こぶとり爺さん」 （全９話収録） 全 69分 

DG275 ふるさと再生 日本の昔ばなし「鬼の妹」（全９話収録） 全 69分 

DG297 新 泣いた赤おに 31分 

 

木更津市視聴覚教育    教材の簡単な内容が視聴覚教材目録で確認できます 

 

 



DG359 宮沢賢治原作アニメシリーズ 

注文の多い料理店（２３分） 

賢治の生前に刊行した唯一の童話集「注文の

多い料理店」は、全く売れませんでした。 

夏目漱石の門下だった鈴木三重吉に「ロシア

にでも持っていけばいい」と言われた童話

は、当時の児童文学として認められなかった

のでしょう。現在は、児童文学の代表作の一

つです。わかりにくい言葉がでてくるかもし

れませんが、原作をアニメーションにしたこ

とで、低学年にも賢治の童話を楽しんで 

もらえます。 

DVDの取り出し方  

⑤ DVD を台の上に置きケースを開く 

⑥ DVD の入っていない片側を浮かせる 

⑦ 盤を止めてある中心部を軽く押す 

⑧ 親指と人差し指で盤を持ち取り出す 

※盤面に亀裂・傷がつかないように注意してください。 

お願い 

・お子様には触れさせないでください。 

・ディスクを載せるトレイがなく、挿入口に直接 DVD を挿入するスロットインタイプの再生 

機のご使用はご遠慮ください。機器に引っかかるなど、故障につながる恐れがあります。 

・教材を紛失・破損したときは、ただちに連絡してください。 

状況によっては、弁償していただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DG330 トビウオのぼうやはびょうきです 

原作：いぬいとみこ（１９分） 

１９４５年３月１日、太平洋の中にあるビキニ島で、

アメリカが水素爆弾の実験をし、日本漁船の乗組員

２３人が被ばくしました。 

海の生き物をとおして、原水爆の恐ろしさと、平和

の尊さを、小さな子どもにもわかりやすく描いてい

ます。 

DG200トムとジェリー 上には上がある 

DG201トムとジェリー 恋ははかなく 

（全８話収録：全６０分） 

1940年に誕生し、今もシリーズが続いています。

永遠のライバルで親友のネコのトムと、ネズミの

ジェリーはいつも仲良くケンカしています。コミ

カルな動きと音楽との調和がマッチした短編アニ

メーションは、７回もアカデミー賞に輝いていま

す。 

都市伝説として広がる最終話が多数存在している

ようです。とても気になります。 

DG133がんばれスイミー（２６分） 

原作「スイミー」をもとに作られたアニメーション映

画です。みんなで「がんばれスイミー」を歌おう♬ 

DG286レオ・レオニ ５つの名作集 

「スイミー」（全５話：全２８分） 

翻訳：谷川俊太郎  様々な技法で描かれた絵は、物

語を引き立てます。 

 

ひとりぼっちになったスイミーは、新しい仲間と力を

合わせて困難を乗り越えます。 

スイミーの孤独や悲しみから成長する姿や、個性を活

かし、自分にしかできない役割を果たす姿は勇気を与

えてくれます。長く心に残る名作です。 



 

   

  

 

 

記号番号 題       名 時間（分） 

DG17 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.１ ネット社会の道しるべ ２５ 

DG18 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.２ ケータイ社会の落とし穴 ２５ 

DG19 ケータイ・ネット社会の落とし穴 vol.３ ブログ社会の落とし穴 ３０ 

DG21 中学校道徳① 二度と通らない旅人 １５ 

DG22 中学校道徳② 足袋の季節 １５ 

DG23 中学校道徳③ 僕は生きる １５ 

DG24 中学校道徳④ 吾一と京造 －路傍の石より－ １５ 

DG25 中学校道徳⑤ 六千人の命のビザ １５ 

DG26 中学校道徳⑥ 改心 １５ 

DG27 中学校道徳⑦ 青の洞門 １５ 

DG57 中学校道徳⑩ 最後のひと葉 １５ 

DG58 中学校道徳⑯ 渡良瀬川の鉱毒 －田中正造－ １５ 

DG59 中学校道徳⑰ マザー・テレサ あふれる愛 ２０ 

DG138 ネットの暴力を許さない １９ 

DG140 ネットいじめ ひとりで悩まない ２３ 

DG153 薬物乱用と薬物依存 脳をダメにする薬物 １９ 

DG165 豊かな心を育てる 性教育シリーズ 生命をつなぐ大人の体へ ２５ 

DG216 日本の歴史① 日本列島の夜明け －狩猟から稲作へ－ ２３ 

DG217 日本の歴史② 古墳の時代 －統一国家への道－ １９ 

DG218 日本の歴史③ 仏教が伝わったころ －仏教の伝来と聖徳太子－ ２２ 

DG219 日本の歴史⑥ 武士の起こりと源平の対立 －武士の時代－ ２３ 

DG242 万引き…あなたは犯罪者になりたいですか？ １８ 

DG289 ＳＥＸってなに？ 全１５０ 

DG354 中学校社会地理 世界各地の人々の生活と環境➀ ２０ 

DG385 めぐみ ２５ 

DS87 家庭生活と環境シリーズ【技術家庭科】 ３６ 

DS88 知っていますか薬物の真実 体験者は警告する ２１ 

 

 

 

 

問い合わせ先・申し込み先  

木更津市教育委員会教育部生涯学習課  

〒２９２-８５０１ 木更津市朝日３-１０-１９ 

ＴＥＬ２３-５２７４ ＦＡＸ２５-３９９１ 

令和３年 1月号 

木更津市視聴覚教育     教材の簡単な内容が視聴覚教材目録で確認できます 

 

 

ホームページで教材リスト・ライブラリーだより・各申請書がダウンロードできます。 

皆さまのご利用をお待ちしております。 

中学校 DVD 



DVDの取り出し方  

⑨ DVD を台の上に置きケースを開く 

⑩ DVD の入っていない片側を浮かせる 

⑪ 盤を止めてある中心部を軽く押す 

⑫ 親指と人差し指で盤を持ち取り出す 

※盤面に亀裂・傷がつかないように注意してください。 

お願い 

・お子様には触れさせないでください。 

・ディスクを載せるトレイがなく、挿入口に直接 DVD を挿入するスロットインタイプの再生 

機のご使用はご遠慮ください。機器に引っかかるなど、故障につながる恐れがあります。 

・教材を紛失・破損したときは、ただちに連絡してください。 

状況によっては、弁償していただく場合があります。 

 

DG359 宮沢賢治原作アニメシリーズ 

注文の多い料理店（２３分） 

賢治の生前に刊行した唯一の童話集「注文の

多い料理店」は、全く売れませんでした。 

夏目漱石の門下だった鈴木三重吉に「ロシア

にでも持っていけばいい」と言われた童話

は、当時の児童文学として認められなかった     

のでしょう。現在は、児童文学の

代表作の一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG367 生きてます、１５歳。（２２分） 

わずか５００グラムで生まれ、未熟児網膜症のために失明し

た井上美由紀さんとお母さんの心の交流を描いた感動の著書

をアニメ化。原作：井上美由紀 

 

美由紀さんの現在を聞かれることがありますが、２０１３年

の取材で、あん摩の資格を得て九州のテレビ局のマッサージ

室で働いていると話されていました。 

 

DG313 みんなで跳んだ 

城北中学２年１組の記録（２８分） 

大縄跳びで、軽い障害をもつ矢部ちゃんをめぐって、勝つ

ことを選ぶのか？クラスの和か？悩みぬいてみんなは一つ

の選択をします。テレビ番組で紹介され、日本中の人々を

感動の渦に巻き込んだ実話をアニメにしました。 

漫画家 鳥山明さんも泣いた！！ 

DG84 手塚治虫アニメワールド 

雨ふり小僧（２４分） 

大切な約束を守り続けた雨降り小僧と、

約束を忘れてしまった少年。４０年後、

大人になった少年は約束を思い出しま

す。 

苦くて、切なくて、温かくて何度観ても

涙が出ます。 

DS93 クリームパン（ドラマ：３６分） 

派遣切りにあい、失業中の青年が、様々な人との交流を通

して「命のきずな」に気づいていくドラマです。 

中学校人権教育でも視聴されています。 



 

   

  

 

     

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木更津市視聴覚ライブラリーでは、幼児から高齢者の方まで様々な年代の方

を対象に、教科学習、交通安全、防災、アニメや映画など多様なジャンルの

教材を用意しています。皆さまのご利用をお待ちしております。 

問い合わせ先・申し込み先  

木更津市教育委員会教育部生涯学習課  

〒２９２-８５０１ 木更津市朝日３-１０-１９ 

ＴＥＬ２３-５２７４ ＦＡＸ２５-３９９１ 

令和３年 1月号 

木更津市視聴覚教育    教材の簡単な内容が視聴覚教材目録で確認できます 

 

 

どうぶつえんに行った気分 

（DVD）ゆかいなどうぶつたち～りくのおともだち～シリーズ （各２８分） 

DG44 ライオン・トラ・チーター    DG51 キリン・オカピ・ラクダ 

DG45 ゴリラ・サル・チンパンジー   DG52 アライグマ・ビーバー・ラッコ 

DG46 パンダ・クマ・シロクマ     DG53 ウマ・シマウマ・ポニー 

DG47 オオカミ・キツネ・タヌキ    DG54 アルマジロ・アリクイ・ナマケモノ 

DG48 モルモット・ウサギ・リス    DG55 ウシ・ヤギ・ヒツジ 

DG49 コアラ・カンガルー・ワラビー  DG56 ワニ・カメ・ヘビ 

DG50 ゾウ・サイ・カバ 

DG200トムとジェリー 上には上がある 

DG201トムとジェリー 恋ははかなく 

（全８話収録：全６０分） 

1940年に誕生し、今もシリーズが続いています。

永遠のライバルで親友のネコのトムと、ネズミの

ジェリーはいつも仲良くケンカしています。コミ

カルな動きと音楽との調和がマッチした短編アニ

メーションは、７回もアカデミー賞に輝いていま

す。 

都市伝説として広がる最終話が多数存在している

ようです。とても気になります。 

DG133がんばれスイミー（２６分） 

原作「スイミー」をもとに作られたアニメーション映

画です。みんなで「がんばれスイミー」を歌おう♬ 

DG286レオ・レオニ ５つの名作集 

「スイミー」（全５話：全２８分） 

翻訳：谷川俊太郎  様々な技法で描かれた絵は、物

語を引き立てます。 

 

ひとりぼっちになったスイミーは、新しい仲間と力を

合わせて困難を乗り越えます。 

スイミーの孤独や悲しみから成長する姿や、個性を活

かし、自分にしかできない役割を果たす姿は勇気を与

えてくれます。長く心に残る名作です。 



DG359 宮沢賢治原作アニメシリーズ 

注文の多い料理店（２３分） 

賢治の生前に刊行した唯一の童話集「注文の

多い料理店」は、全く売れませんでした。 

夏目漱石の門下だった鈴木三重吉に「ロシア

にでも持っていけばいい」と言われた童話

は、当時の児童文学として認められなかった

のでしょう。現在は、児童文学の代表作の一

つです。わかりにくい言葉がでてくるかもし

れませんが、原作をアニメーションにしたこ

とで、小学校低学年にも賢治の童話を楽しん

でもらえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

DG330 トビウオのぼうやはびょうきです 

原作：いぬいとみこ（１９分） 

１９４５年３月１日、太平洋の中にあるビキニ島で、

アメリカが水素爆弾の実験をし、日本漁船の乗組員

２３人が被ばくしました。 

海の生き物をとおして、原水爆の恐ろしさと、平和

の尊さを、小さな子どもにもわかりやすく描いてい

ます。 

節分・おに 

DG83  年中行事 アニメーションシリーズ Part２「福は内！鬼は外！」（11分） 

DG194 日本の童話③「ももたろう」（全２話：全 23分） 

DG248 おにたのぼうし（18分） 

DG269 ふるさと再生 日本の昔ばなし「一寸法師」（全９話収録：全 69分） 

DG270 ふるさと再生 日本の昔ばなし「大工と鬼六」（全９話収録：全 69分） 

DG271 ふるさと再生 日本の昔ばなし「こぶとり爺さん」（全９話収録：全 69分） 

DG275 ふるさと再生 日本の昔ばなし「鬼の妹」（全９話収録： 全 69分） 

DG297 新 泣いた赤おに（31分） 

小学生おすすめ 

DG97  宮沢賢治名作童話アニメシリーズ セロひきのゴーシュ（中・高学年：20分） 

DG144 木龍うるし 原作：木下順二（中・高学年：19分） 

DG169 盲導犬クイールの一生 （小学～：25分） 

DG183 いじめはゼッタイわるい！（低・中学年：13分） 

DG247 ゆうかんな十人のきょうだい（低学年：20分） 

DG249 かんすけさんとふしぎな自転車 原作：松野正子（低・中学年：23分） 

DG310 スマホの落とし穴 親子・地域で考えよう（小４～：全 34分） 

DG363 みんなの情報モラルⅠ アニメーションで学ぶネット社会のルールとマナー   

（小４～：全 43分） 

DG385 めぐみ（高学年～：25分） 

教材・機材の貸出について 

予約受付：月～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

     閉庁日は除く 

     使用したい日の１週間前までに予約 

貸出・返却：火・木・金曜日 

      ８：３０～１７：００ 

閉庁日は除く 



 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先・申し込み先  

木更津市教育委員会教育部生涯学習課  

〒２９２-８５０１ 木更津市朝日３-１０-１９ 

ＴＥＬ２３-５２７４ ＦＡＸ２５-３９９１ 

令和３年 1月号 

映画おすすめ DVD 

DS82 人生ごっこ！？（８０分） 

あっけなく死んでしまった生保の営業マンが訪れた魂学校は、魂となった人間たちが生ま 

れ変わって新しい人生へと旅立つための場所だった。生と死、そして愛を真正面から描く、 

ファンタジックラブストーリー。 

 

DS96 黄金花 －秘すれば花、死すれば蝶－（７９分） 

一癖も二癖もある老人達の集まる「浴陽荘」。歓喜と喝采と奇跡の天晴れ暴れん坊老人達の 

生き様！原田芳雄、松坂慶子、豪華キャストで贈る愛とロマンの痛快コメディ！ 

 

DS98 山下清物語 裸の大将放浪記（１１７分） 

   放浪の天才画家、山下清の生涯を限りない感動と溢れるユーモアで描く心の名篇。 

原作：山下清 

 

DS115 おくりびと（１３１分） 

    世界中を豊かな感動で包んだ名作。納棺師それは、悲しいはずの別れと、やさしい愛情で 

満たしてくれる人。主演 本木雅弘 

 

DS187 サクラサク（１０７分） 

認知症の父親と、家族を顧みず仕事に没頭してきた息子とその家族の再生を描いた、さだ 

まさしの短編小説を映画化。さだまさし自身の父親の思い出を下敷きに描かれた物語です。 

 

 

 

 

 

木更津市視聴覚ライブラリーでは、幼児から高齢者の方まで様々な年代の方を対象に、教科学習、交通

安全、防災、アニメや映画など多様なジャンルの教材を用意しています。皆さまのご利用をお待ちして

おります。 

教材・機材の貸出について 

予約受付：月～金曜日 ８：３０～１７：１５（閉庁日は除く） 

     使用したい日の１週間前までに予約 

貸出・返却：火・木・金曜日 

      ８：３０～１７：００（閉庁日は除く） 

公民館・自治会・サークル

などでご利用できます 


