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種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

D 6
小さな小さな世界によ
うこそ

　教養
学校教

育
教養

西暦
06

D 7
山古志村のマリと
三匹の子犬

45分

新潟県旧山古志村。２００４年10月23日、
三匹の子どもを産んだばかりのマリを中
越地震が襲います。全村民避難の村に、
マリたちはおいてきぼり。三匹の子犬たち
を守るための闘い続けますが・・・。
＊絵本の原画を元にした紙芝居のような
デジタルアニメーション。

幼児～
小学生

アニメ 07

D 8
私たちのメッセージを
伝えよう
～公共広告をつくる～

小学生高
学年

学校教
育　教養

07

D 9

もうひとつのウサギとカ
メ
～映像のよみときを学
ぶ授業～

高校教師
学校教

育　教養
07

D 10

総務部総務課山口六
平太
裁判員プロジェクトはじ
めます

中学生～
成人

学校教
育　教養

07

D 11
森に生きる
－森の名手・名人－

07

D 12
食と農の未来を拓く研
究開発
最近の主な研究成果

07

D 13

築こう！安全・安心なま
ちを
－手をつなぎあう住民
たち－

07

D 14
ファイト映画２００６
ひねくれ緑と星のパン
ウソつき番長

07

D 15 水道水の不思議な旅 07

D 16
平成１８年度マルティメ
ディア教材作成用素材
集「高崎市の景観」

07

D 17

平成１８年度（第３２回）
群馬県自作視聴覚ソフ
トコンクール最優秀作
品

小学生～
成人

学校教
育　教養

07

国土緑化推進に係わるPRビデオ 一般教養

第１章：公共広告ってなに？～身の回りのものを防
炎品に～（５分３２秒）　第２章：子ども・若い人たちが
作った公共広告（７分）　第３章：私たちのメッセージ
を伝えよう～公共広告をつくる～（１５分）

平成１７年度（第３１回）群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール入賞作品（最優秀賞）

放送映像はさまざまなメッセージを含むものであり、
これに触れることにより公共性や放送倫理といった
問題を生徒自身に考えさせる活動の提案です。

頼れる男、山口六平太は社内のトラブル解決から社
長の相談役まで、職場の潤滑油として活躍する。あ
る日裁判員の通知を係長が受け取ることに。総務課
では、選ばれた社員をサポートするプロジェクトを立
ち上げる。はたして・・・

Ａ：新しい性質を持つ品種の育成（９分１９秒）　B：生
産性の向上とコスト低減（９分２８秒）C：安全・安心を
確保する（６分２秒）　D：環境問題への取り組み（５分
２１秒）　　E：未来を切り拓く先端研究（４分２０秒）

一般教養

子どもたちの安全を守り、安心して生活できる環境を
築くにはどうしたらよいか。「安全安心支援隊」の活
動や、「入りやすい場所」「見えにくい場所」をキー
ワードにした、子どもの防犯意識を高める「地域安全
マップ」作りの実際を具体的な取り組みを通して、考
えます。

学校教育
一般教養

NHKドラマ「ファイト」を契機に発足した「ファイト支援
県民会議」がパワーアップ。群馬の元気づくりを広め
る「ファイトぐんま推進会議」の事業の一環であるファ
イト映画製作の作品。３００人のオーディションから選
ばれた群馬の小学生が俳優と一緒に元気な演技を
繰り広げる。

学校教育

高崎市の水道は１９０７年（明治40年）国の認可を受
けて以来、創設100年を迎えました。安全でおいしい
高崎の水道水が、どこからどのように私たちのもとに
やってくるのか、水道水の旅に例えて映像化。烏川
源流域の水源涵養林や剣崎若田浄水場の緩速ろ過
の仕組みなど、分かりやすく説明した作品。

学校教育

都市景観を中心に、市内各ポイントで変わりつつあ
る景観を写真データに収めたデータ集

一般教養

平成１８年度（第３２回）群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール最優秀作品
「群馬の水郷　板倉町の伝統的漁法」ほか
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種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

D 18
平成１８年度（第３２回）
群馬県自作視聴覚ソフ
トコンクール  優秀作品

小学生～
成人

学校教
育　教養

07

D 19 スーパーマン ４２分

惑星クリプトン星からの使者スーパーマン
は、弾丸より速く、力は機関車よりも強く、
高いビルも一っとび。新聞記者クラークケ
ントと名乗り、悪を相手に大活躍。

小中学生 アニメ 08

D 20 いたずら子ネコ ４５分
アメリカで作られた動物を主人公にしたア
ニメーションが集合。
「いたずら子ネコ」他５編

小中学生 アニメ 08

D 21 ポパイ ４３分
ホウレン草を食べるとスーパーマン。みん
なの「ポパイ」が恋人オリーブをひきつれ、
悪者ブルートをやっつける。全７話。

小中学生 アニメ 08

D 22 ガリバー旅行記 ７４分
南の海で大きな嵐に襲われ、難破した水
兵のガリバーはある島に流れ着いた。そ
の島は小人の国リリパットだった。

小中学生 アニメ 08

D 23
バンビ
（ディーズニー）

７０分
緑豊かな森の奥で生まれた１頭の子鹿。
母の愛と森の仲間たちに見守られ，恋を
しやがて森の王者として成長していく。

小中学生 アニメ 08

D 24
ダンボ
（ディーズニー)

６２分

サーカスで生まれた子象のダンボ。あまり
に耳が大きく生まれたために、芸をしても
失敗ばかり。「魔法の羽」を握り締めたダ
ンボは勇気をふりしぼり崖から飛び降り
る。

小中学生 アニメ 08

D 25
ふしぎな国のアリス
（ディズニー）

７３分

森の中でウサギを追いかけていたアリス
は深い穴に落ちてしまう。穴の底はまさに
奇妙な世界だった。珍妙な登場者に囲ま
れるアリスはもとの世界に返れるのだろう
か。

小中学生 アニメ 08

D 26
ファンタジア
(ディズニー）

１１７分

バッハやチャイコフスキー、ベートーベン
等の有名なクラシック音楽とともに、ミッ
キーをはじめ、妖精・天使・悪魔などが繰
り広げる幻想的な世界が広がる。

小中学生 アニメ 08

D 27
シンデレラ
(ディズニー）

７２分

継母や姉たちからいじめられ、召使いの
ように働かされていたシンデレラの前に現
れた妖精はシンデレラをドレス姿に変身さ
せる。お城での夢のような時間は過ぎ、シ
ンデレラは馬車に飛び乗る。片方のガラ
スの靴を残して・・・。

小中学生 アニメ 08

D 28
白雪姫
（ディズニー）

８１分

雪のような白い肌を持った美しい白雪姫。
継母の女王は自分より美しいシンデレラ
を許せず、殺そうとする。森の奥に逃げ込
んだ白雪姫は7人の小人に助けられ、楽し
い毎日をおくる。しかし、、、

小中学生 アニメ 08

D 29
ピノキオ
（ディズニー）

８６分

心をこめて作り上げた木の人形「ピノキ
オ」が人間の子どもになってほしいと願う
ジェペットじいさん。妖精はピノキオを自由
に動き、話せるようにした。でも、人間の
子どもになるためには。

小中学生 アニメ 08

平成１８年度（第３２回）群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール優秀作品
「なくなったうわぐつ」～いじめをなくそう～
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種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

D 30
ピーターパン
（ディズニー）

７５分

弟ジョンとマイケルにピーターパンの話を
聞かせているウェンディ。ある晩、ピー
ターパンと妖精ティンカーベルがやって来
て子どもたちを永遠に子どものままでいら
れる夢の国ネバーランドへ旅立つ。

小中学生 アニメ 08

D 31
三人の騎士
（ディズニー）

７０分

ある日ドナルドに届いた友人からの誕生
日プレゼント。プレゼントの飛び出す絵本
から抜け出してきた「ホセ・キャリオカ」に
誘われ、ドナルドたちはふしぎな体験をす
る。

小中学生 アニメ 08

D 32 ポストマン 111分

豊かな自然に囲まれた町で、郵便物をい
ち早く、確実に届けることを誇りにしている
配達員。彼の真摯な姿勢、一途な行動
は、家族や周囲の人々に「思いを伝えるこ
との大切さ」を気付かせていく。

一般 実写 08

D 33 めぐみ ２５分
北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ
－文部科学省選定作品－

小学生高
学年

学校教
育　教養

07

D 34
みんなでおどろう！
レッツヒップホップ

５５分

子どもたちに人気のあるヒップホップダン
スの踊り方を分かりやすく紹介していま
す。ヒップホップダンスは形にとらわれな
い自由なダンスです。発祥の地アメリカで
は子ども達が振付を考え、遊びとして踊っ
ています。

小学生
～成人

学校教
育　教養

07

D 35
日本の森シリーズ　生
命の宝庫　亜熱帯の森
沖縄・奄美の島々

３１分
亜熱帯の森の自然環境や豊かな生態系
を形成する多様な動植物の世界を描き、
人間と自然の関わりを見つめます。

成人
学校教

育　教養
07

Ｄ 35-1
シンデレラひめ・にん
ぎょひめ

３０分

シンデレラひめ・シンデレラひめは継母と
二人の娘によって召し使いとして扱われ、
とてもみじめな生活をしていました。その
頃王子のお妃を選ぶ為、国中の娘たちが
お城に招待されました。しかしいじわるな
継母は、シンデレラをお城に行かせようと
しませんでした。そんなとき妖精が現れ
て・・・・。

にんぎょひめ・１５才になったにんぎょひめ
は、陸の世界の王子様にあこがれて自分
の声と引き換えに、人間になりました。王
子様と結婚できなければ泡になってしまい
ます。すでに結婚していた王子様を殺して
しまえばにんぎょひめは泡にならなくても
すみます。

幼児～
小学生

アニメ 09

Ｄ 36 しらゆきひめ・赤ずきん ３０分

しらゆきひめ・誰からも愛されるしらゆき
ひめは森で小人たちと楽しく過ごしていま
した。魔女になった継母に毒のりんごを食
べさせられました。

赤ずきん・ある日赤ずきんは、おばあさん
のところにお使いに行きました。赤ずきん
を待っていたのはおばあさんの格好をし
たおおかみでした。

幼児～
小学生

アニメ 09
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種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 37
ながぐつをはいたねこ・
三びきのこぶた

３０分

ながぐつをはいた猫・３人兄弟の末っ子
が飼っていた猫は人間のような猫でした。
ある日ながぐつをはいた猫は、農家の人
たちを困らせる人食い大王をねずみにし
て食べてしまいました。人食い大王のお
城を手に入れた末っ子は・・・・。

三びきのこぶた・あるところに三ひきの
こぶたとおかあさんが住んでいました。あ
る日おかあさんは三ひきのこぶたを独立
させるために自分の家を作らせました。

幼児～
小学生

アニメ 09

Ｄ 38
アリババと４０人のとう
ぞく・おおかみと７ひき
のこやぎ

３０分

アリババと４０人のとうぞく・とうぞく
の隠れ家を知ったアリババは隠された金
貨を持ち帰りました。アリババから秘密を
教えてもらったカシムは、同じようにとうぞ
くの隠れ家から宝を持ち出そうとしまし
た。

おおかみと７ひきのこやぎ・美しい草
原にお母さんやぎと７ひきのこやぎが幸せ
に住んでいました。ある日お母さんやぎ、
街へおつかいにでかけました。

幼児～
小学生

アニメ 09

Ｄ 39
ちびくろサンボ・みにく
いあひるの子

３０分

ちびくろサンボ・あるところにちびくろサ
ンボという男の子が住んでいました。ある
日お母さんが作ってくれた洋服とお父さん
が街で買ってきてくれた靴、日傘をさして
ジャングルを散歩していました。道に迷っ
たサンボはトラに襲われてしまいます。

みにくいあひるの子・ある晴れた日あ
ひるの赤ちゃんがたくさん生まれました。
その中の一羽だけがみんなから「みにくい
あひる」と言われ毎日いじめられます。兄
弟にもいじめられ、おかあさんにも見放さ
れています。ひとり旅をはじめたあひるの
子は、やがて大きくなり・・・・・。

幼児～
小学生

アニメ 09

D 40 きもだめしのばん ３０分

ある冬の夜村の若者たちが集まってわら
しごとをしていました。たいくつしのぎに裏
山のお墓の大きな松の木の上で、一晩過
ごそうというのです。いざいこうとなるとだ
れも行こうとはしません。意を決して茂吉
が裏山のお墓に行きました。するとまもな
く、家でわらしごとをしているはずのゴンが
木の下にやってきて茂吉を呼びました。

幼児～
小学生

アニメ 09

Ｄ 41 ピノキオ・ピーターパン ２３分

ピノキオ・ゼペットおじいさんが作った木
の人形、ピノキオ。よい子にしていれば人
間にしてくれるという女神さまとの約そくを
なかなか守れません。そんなときにクジラ
の中にのみこまれたおじいさんを助けに
いくピノキオですが・・・・。

ピーターパン・ある夜、ウェンデイーと
弟たちのところへ夢の島ネバーランドから
ピーターパンがやって来た。光の粉をあび
たきょうだいは空をとべるようになりピー
ターパンと一緒に夢の島へ。

幼児～
小学生

アニメ 09
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種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 42
シンデレラ・にんぎょひ
め

２３分

シンデレラ・シンデレラひめは継母と二
人の娘によって召し使いとして扱われ、と
てもみじめな生活をしていました。その頃
王子のお妃を選ぶ為、国中の娘たちがお
城に招待されました。しかしいじわるな継
母は、シンデレラをお城に行かせようとし
ませんでした。そんなとき妖精が現れて。

にんぎょひめ・人間の王子を好きになっ
てしまったにんぎょひめ。自分の声と引き
替えに魔女に人間にしてもらいますが、王
子様と結婚できなければ海にとけてなく
なってしまうと約束してしまいました。

幼児～
小学生

アニメ 09

Ｄ 43
フランダースの犬・
ジャックと豆の木

２３分

フランダースの犬・やさしいおじいさん
と犬のパトラッシュ、まずしくても仲良く暮
らしていたネルロ。ある雪の日、おじいさ
んが天国へといってしまいます。帰るとこ
ろがなくなってしまったネルロは一人美術
館へ・・・。

ジャックと豆の木・魔法の豆をもらった
ジャック。一日で天までのびた豆の木を
登っていくとそこには、人食い鬼のやしき
が。鬼から金貨を手に入れ、家にもどろう
としますが鬼は目をさましてしまいます。

幼児～
小学生

アニメ 09

Ｄ 44
かぐやひめ・したきりす
ずめ

２３分

かぐやひめ・むかしむかしおじいさんは
光る竹から女の子を見つけました。かぐや
ひめと名づけられた女の子は、とても美し
い女性に成長しました。

したきりすずめ・おじいさんがかわい
がっていたすずめは、おばあさんに舌を
切られ、にげ出します。すずめを見つけた
おじいさんは、おみやげをもらいました。
おじいさんが選んだほうは、こばんがザク
ザク。でも、おばあさんの方には・・・。

幼児～
小学生

アニメ 09

Ｄ 45
つるのおんがえし・３年
ねたろう

２３分

つるのおんがえし・冬のある日、おじいさ
んが一羽のつるを助けました。その夜、美
しいむすめが、おじいさんの家に一晩泊
めてほしいと訪ねて来ました。お礼にと娘
が織った反物は町で、評判になります。

３年ねたろう・ねてばかりいて、村人か
らは「ねたろう」と呼ばれている男がおりま
した。日照り続きで、食べ物にこまったあ
る日、ねたろうがついにうごきだします。

幼児～
小学生

アニメ 09

Ｄ 46 一休さん・ももたろう 23分

一休さん・とんちにすぐれた一休という
お坊さんがいました。うわさを聞いた三代
将軍足利義満は、とんちくらべをするため
お城に呼び寄せます。絵に描かれたトラ
をしばってほしいという将軍様…。

ももたろう・ももからうまれた男の子は、
ももたろうとなづけられた。ももたろうは、
ある日・村で悪さをする鬼をたいじするた
めに、イヌ、サル、キジを連れておにの住
む島へ。

幼児～
小学生

アニメ 09
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Ｄ 47
よっちゃんの不思議な
クレヨン

２２分

おばあちゃんから不思議なクレヨンを貰っ
たよっちゃん｡そのクレヨンは描いたもの
が本物になるという不思議なものでした｡
クレヨンでいろいろなものを描いているうち
に､気が付けば黒と白のクレヨンしか残っ
ていません｡

幼児～
小学生

アニメ 10

Ｄ 48
名探偵コナン
防犯ガイド

２６分

コナンと仲間たちがクイズ形式で子供たち
にわかりやすく解説。
あとを付けられたら？友だちがつかまった
ら？道を聞かれたら？留守番中の来客
は？メル友から合おうと言われたら？変
質者のことを友だちに相談されたら？万
引きしたものをすすめられたら？等7項目
に分かれて学習します。

小学生
～  成人

アニメ 10

Ｄ 49
万引きはぜったい悪
い！

１４分

小学生の万引きは、まだ幼いからというこ
とで、見過ごされることがあります。しか
し、万引きは、謝ってすむ問題ではありま
せん。また繰り返し万引きをすることで、
罪悪感がなくなり、心のブレーキが効かな
くなります。できるだけ早い時期に、万引
きは犯罪であるということを伝えなければ
なりません。人間として、してはいけないこ
とは、絶対にしないという強い心を持つこ
とがなにより大切なのです。 

小学生
中高学年

アニメ 10

Ｄ 50
阪神・淡路大震災から
15年
伝えていきたい防災力

２３分

阪神・淡路大震災から15年目を迎えた
今、被災地に震災の爪痕はほとんど残っ
ていません。震災後に生まれた子供は、
中学生になり、震災を体験していない人も
増えています。震災の教訓を確認しなが
ら地震に強い街づくりを考えていきます。

小学生
～  成人

防火
防災
教育

10

Ｄ 51

青空球児・好児のお年
寄りの安全生活術
防ごう！家庭内外時の
事故

２０分

お年よりの事故の半数以上が、家の中で
起きてます。その中でも一番多い事故が
家庭内での転倒事故です。また、外出
時、歩道での引ったくり被害もみのがせま
せん。

成人（高
齢者）

防犯
教育

10

Ｄ 52

青空球児・好児のお年
寄りの安全生活術
だまされるな！振り込
め詐欺・悪質商法

２２分
一向に減る気配のない「振り込め詐欺」と
「点検商法」を取り上げ、悪質な手口の特
徴とその対策を考える。

成人（高
齢者）

防犯
教育

10

Ｄ 53
みんなでおどろう！
よさホップ

５３分

みんなで手軽に楽しめる「よさこい」おどり
をモチーフにした楽しい「よさホップ」を紹
介しています。映像を見ながらリズムに合
わせて、同じように踊りましょう

小学生
～  成人

学校
教育

10

Ｄ 54
忍者になって
ホップ！ステップ！ジャ
ンプ！

３７分

子どもたちに人気の｢忍者」に着目し、｢忍
者の動き」を参考に、楽しみながら体力づ
くりできる教材です。本教材は単なる忍者
遊びの教材ではありません。積極的に取
り組んでいるうちに、いつの間にか成長期
に必要な体力づくりを考えています。

小学生
～  成人

学校
教育

10

Ｄ 55 市民ビデオ作品発表会 ５０分
市民のビデオ作品を募集して、発表会を
開催しＤＶＤに編集した作品。

10

Ｄ 56
みんなに元気をあげよ
うチアロビクス

５８分
チアリーディングとエアロビクスを組み合
わせました。

小学生
～  成人

学校
教育

10

一般教養
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ＤＶＤ

種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 57
第３５回群馬県自作視
聴覚ソフトコンクール
（パソコン静止画）

学校
教育

10

Ｄ 58
第３５回群馬県自作視
聴覚ソフトコンクール
（動画）

学校
教育

10

Ｄ 59
第２回市民ビデオ作品
発表会

５０分
市民のビデオ作品を募集して、発表会を
開催しＤＶＤに編集した作品

11

Ｄ 60
四季が育む生命の
山々

３１分

東北の山々を中心に、四季それぞれに豊
かな表情を見せる冷温帯の森の具体的な
特徴を解説していく中でそこに住む動植
物を紹介しながら、様々な動植物が生息・
生育しやすいように環境を守っていく試み
を紹介。

小学生
～  成人

学校
教育

11

Ｄ 61
第３６回群馬県自作視
聴覚ソフトコンクール
（パソコン静止画）

学校
教育

11

Ｄ 62
第３６回群馬県自作視
聴覚ソフトコンクール
（動画）

学校
教育

11

Ｄ 63
ドナルドダック（ディズ
ニー）

６８分
ドナルドダックの駅長さん：駅長のドナルド
が運ぶ荷物の中から長い足が！荷物の
中身はなんとダチョウだった！・他７作品

幼児～
小学生

学校
教育

11

Ｄ 64
チップとデール（ディズ
ニー）

５３分
デリスの朝ごはん：ドナルドの作るホット
ケーキの匂いをかぎつけたチップとデー
ルは、それを奪おうとする！・他７作品

幼児～
小学生

学校
教育

11

Ｄ 65
名作アニメーション
空気がなくなる日

１８分

昔、のどかな村を襲った大事件！ハレー
彗星が地球に接近する周期にあたる年、
地球に空気がなくなるという噂が村に流
れる。人々はパニックになり、息を止める
練習や生き延びる方法を考えるが・・・

幼児～
小学生

学校
教育

11

Ｄ 66
名作アニメーション
泣いた赤おに

１５分

里の人たちと仲良しになりたい赤おには、
青おにに相談します。青おには、赤おにの
ために名案を思いつきます。その結果赤
おには楽しい日々を過ごしますが青鬼の
ことが心配になります。

幼児～
小学生

学校
教育

11

Ｄ 67
名作アニメーション
よわむし太郎

１５分

ある日狩りに来た殿様が子どもたちが大
切にしている白鳥たちを弓で射ろうとして
います。この白鳥は太郎にとっても母親の
ように慕っている白鳥です。

幼児～
小学生

学校
教育

11

Ｄ 68
名作アニメーション
ターくんのぼうけん

１４分

好奇心いっぱいのうさぎのターくん。お父
さんとの約束を破り、人里のほうへ下りて
行く。川に落ちたターくんは、人間につか
まってしまう。

幼児～
小学生

学校
教育

11

Ｄ 69
名作アニメーション
くもの糸

１５分

盗みを働き、地獄に落ちたカンダタ。もが
き苦しむ彼の目の前に下りてきた蜘蛛糸
は、母親の贈り物。夢中で蜘蛛の糸を昇
る彼が見たものは、跡から先に争って糸
を昇ってくる大勢の亡者達。

幼児～
小学生

学校
教育

11

平成２２年度（第３６回）群馬県自作視聴覚ソフトコ
ンクール入賞作品

平成２１年度（第３５回）群馬県自作視聴覚ソフトコ
ンクール入賞作品

平成２１年度（第３５回）群馬県自作視聴覚ソフトコ
ンクール入賞作品

平成２２年度（第３６回）群馬県自作視聴覚ソフトコ
ンクール入賞作品

一般教養
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ＤＶＤ

種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 70 ＰＯＰＥＹＥ(ポパイ） ３３分

第１話　魔法使いに助けられたポパイは
憧れのぶとう会にいけるのか？
第２話　ポパイとブルートがタクシーの運
転手になった？さあ、大騒動の・・・他３話

小学生～
成人

学校
教育

11

Ｄ 71
山に輝くガイド犬平治
号

２４分

九州の屋根、くじゅう連山で、長年登山者
の命を守り多くの人に親しまれたガイド犬
「平治」のものがたり・・・子どもたちに生き
ること喜び、命の尊さを伝える作品

小学生～
成人

学校
教育

11

Ｄ 72
勇気あるホタル
飛べないホタル

２５分
小学生～
成人

人権
教育

11

Ｄ 73 Ｇｉｖｅ　ａｎｄ　Ｇｏ ２６分
小学生～
成人

人権
教育

11

Ｄ 74 ホームタウン ２７分
小学生～
成人

人権
教育

11

Ｄ 75
ねぎぼうずのあさたろう
巻之１

５１分

あさたろうはねぎぼうず、広い世界を旅し
て見たいと遠くを眺めてた。
「旅立ちのとうげ」：ある日やつがしらの権
兵衛が、子分を引き連れいつもの悪さ。我
慢できずにあさたろう、ねぎ汁とばして・・・
他１作品

幼児～
小学生

アニメ 11

Ｄ 76 化け比べ ２１分

たぬきの「ごんべい」ときつねの「へいこ
ら」が化けくらべをすることになりました。
ごんべいの仲間達が嫁入り行列に化け、
道の真中においしそうなお饅頭。われ先
に飛びついたたぬきたちはすっかり元の
姿に。そして今度は大名行列に・・

幼児～
小学生

アニメ 11

Ｄ 77 がんばれ五色桜 ２０分

樹齢５００年の五色桜は、村人達の自慢
の種。体の弱い健吉(小学生）も強くたくま
しい五色桜のようになりたいと毎日がん
ばっていた。しかし少しづつ元気になって
いく健吉に比べ五色桜は、どんどん枯れ
ていく。

小学生～
成人

アニメ 11

Ｄ 78 黄金花 １０５分

陽気な老人たちのてんやわんやの大騒
ぎ！一癖も二癖もある老人たちの集まる
「浴陽荘」その中の一人、植物学者の牧
博士は、裏山の泉で長年探し求めた奇跡
の花「黄金花」を偶然見つける。・・・夢か
現実なのか大騒ぎ。

一般 実写 11

Ｄ 79 くまのおいしゃさん １５分
くまのお父さんはお医者さんです。ある日
自転車に乗っていた狐のトトは木にぶつ
かって大ケガをしてしまいました。・・・

幼児～
小学生

アニメ 12

Ｄ 80 すてきなコンサート １５分

家族が思いやりの心を持ちコミュニケー
ションのよい家庭は温かい雰囲気が生ま
れます。思いやりの大切さをすてきなコン
サートの感動の中から感じてほしいとおも
います。

幼児～
小学生

アニメ 12

Ｄ 81
かんすけさんとふしぎ
な自転車

２３分

子どもたちの成長を見守るかんすけをみ
て、温かい心になってほしい。ふしぎな自
転車には、心を柔らかくする力があるのか
も・・・

幼児～
小学生

アニメ 12

Ｄ 82
サル太郎はとびださな
い

１５分
子どもの交通事故の多くは本人の交通
ルール違反が原因。とび出し・信号無視・
自転車の乗り方・直前直後の横断など。

幼児～
小学生

アニメ 12

３作品の貸し出しについて

社会教育課指導人権教育担当者（３２１
－１２９５）に直接連絡してください

8



ＤＶＤ

種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 83
海上保安官が見た巨
大津波と東日本大震災
復興支援

１１４分

海上保安官が巨大津波と格闘する記録。
津波のすごさを改めて認識します。その
後の救助活動、行方不明者の捜索など、
この経験を忘れないための記録です。

一般 実写 12

Ｄ 84
第3回市民ビデオ作品
発表会上映作品

８０分
市民のビデオ作品を募集して、発表会を
開催しＤＶＤに編集した作品。

一般 実写 12

Ｄ 85 ねずみくんのきもち １２分

ロングセラーねずみくんの絵本シリーズの
「ねずみくんのきもち」の映像化。いじめや
コンプレックス、自然とのつながりなど大
切なテーマを学びます。

幼児～
小学生

アニメ 13

Ｄ 86 みんないちばん １３分
貸出については、社会教育課指導担当人
権担当者（３２１－１２９５）に直接連絡くだ
さい。

幼児～
小学生

アニメ 13

Ｄ 87 おにたのぼうし １８分
物置小屋の天井におにたという黒鬼の子
どもが住み始めました。節分がやってきた
とき逃げ出したおにたは・・・

幼児～
小学生

アニメ 13

Ｄ 88 友だちの声が聴こえる ２４分
友だちの心の声に耳を傾け、相手の考え
や気持ちを尊重し、本当のおもいやりとは
何かを考えます。

小学生 実写 13

Ｄ 89 北の大地に息づく命 ３５分

日本の森シリーズ第４話。亜寒帯・北海道
の森の具体的な特徴を大切にします。四
季ごとに豊かな表情を見せる森で生きる
多様な動植物の姿を紹介する。

一般 実写 13

Ｄ 90
第4回市民ビデオ作品
発表会上映作品

１００分
市民のビデオ作品を募集して、発表会を
開催しＤＶＤに編集した作品。

一般 実写 13

Ｄ 91 がんばれスイミー ２６分

スイミーの知恵で、小さな魚たちが広い海
の中を思いっきり泳げるようになる。事態
に対応した工夫や考えることの大切さを
描く。

幼児～小
学生

アニメ 14

Ｄ 92
日本昔ばなし
三ねん寝太郎

２７分

怠け者だと言われた寝太郎が、村に遠い
湖から水を引く決意をする。初めは誰も手
伝わないが、ついには村中の人が総出で
水路を切り開く。力を合わせることの大切
さに気づかせる作品。

幼児～小
学生

アニメ 14

Ｄ 93
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ
もったいない

２２分

「もったいない」の心を通して、身のまわり
の物に対する思い、いらなくなった物の処
分の仕方、ゴミの出し方など、まんぷく村
の動物たちと考える。

幼児～小
学生

アニメ 14

Ｄ 94

そのクリックは危険で
す！
被害にあった10代 20
代の若者たち

１８分

アダルト情報サイト、出会い系サイト、若
者に忍び寄るインターネット上の危険な
罠。被害にあわないためのポイントをわか
りやすく説明する。

中学生以
上・一般

実写 14

Ｄ 95 Ｎｏ! 詐欺
  の  う  さ  ぎ

音頭 ８分

オレオレ詐欺などの被害防止対策として、
歌と踊りで楽しみながら、詐欺の特徴や
対処法を覚えることができる作品（CDと
DVD）。

一般 実写 14

Ｄ 96
第5回市民ビデオ作品
発表会作品

９０分
市民ビデオ作品発表会で上映された全作
品。

一般 実写 14

9



ＤＶＤ

種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 97 盲導犬クイールの一生 ２５分

盲導犬クイールの一生をとおして描く、
人々とのふれあい、パートナーとの心の
通じ合いの記録。「盲導犬クイール」（文藝
春秋刊）のアニメ化。

幼児・小学生 アニメ 15

Ｄ 98 しらんぷり ２１分

アキラはドンちゃんがいじめられているの
を目撃した。いじめの矛先をかわすため
傍観するアキラ。ドンちゃんが学校に来な
くなったある日、おでん屋のおじさんに出
会って･････。

小学生 アニメ 15

Ｄ 99
真剣に考えよう自転車
のこと

１６分

多くの人が「自転車で加害者になるような
大きな事故は起きない」と考えている。し
かし、自転車が歩行者と衝突する事故が
発生し、大きな社会問題となっている。自
転車事故の裁判例を挙げ、交通事故の責
任の重さを訴える。

小学校～一般 実写 15

Ｄ 100
マララ　－教育を求め
て闘う少女－　（音声:
英語　日本語字幕）

３０分

マララは危険な目に遭いながらも、なぜ世
界に訴え続けるのか。教育を受ける権利
とは。マララ自らの言葉で語るインタ
ビューや、今までの活動の映像から彼女
の信念と素顔を見る。そして、教育を受け
る価値について改めて問う。

一般 実写 15

Ｄ 101
絶海に浮かぶ進化の
島々　小笠原諸島

３３分
小笠原諸島の自然と、そこに生息・生育
する動植物の生態を最新の研究成果を踏
まえ、科学的な視点で解説する。

一般 実写 15

Ｄ 102
魅力いっぱい!　 野菜の
ある食卓

２４分

野菜に含まれる栄養素やそのはたらきに
ついての知識、献立への手軽な取り入れ
方などを紹介する。栄養バランスもよく、
楽しい食生活を応援するもの。

小学校～一般 実写 15

Ｄ 103
第３９回群馬県自作視
聴覚ソフトコンクール入
賞作品集

５１分
平成２５年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

小学校～一般 実写 15

Ｄ 104
第４０回群馬県自作視
聴覚ソフトコンクール入
賞作品集①

４１分
平成２６年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

小学校～一般 実写 15

Ｄ 105
第４０回群馬県自作視
聴覚ソフトコンクール入
賞作品集②

５分
平成２６年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

小学校～一般 実写 15

Ｄ 106
第６回市民ビデオ作品
発表会上映作品

１９５分
市民ビデオ作品発表会で上映された全作
品。

一般 実写 15

Ｄ 107

おれたち、ともだち（と
もだちや、ともだちくる
かな、あしたもともだ
ち、ごめんねともだち）

５２分

朝からオオカミは庭先をはいたり、家を掃
除したり。だけど夕方になっても誰も来ま
せん。誕生日にともだちが祝いに来てくれ
るはずですが。

幼児・小学生 アニメ 16

Ｄ 108

１０ぴきのかえる（１０＋
１ぴきのかえる、ぎろろ
んやまと１０ぴきのかえ
る）

４０分
僕らは仲良し１０ぴきのかえる。一緒に生
まれた仲間だぞ。

幼児・小学生 アニメ 16

Ｄ 109
いじめ脱却マニュアル
いますぐできる対応法

３２分

教師、親、カウンセラーが一体となり、いじ
め問題に取り組むためのマニュアルを紹
介。再現ドラマをまじえ、大日方雅美、齋
藤環、尾木直樹各先生が解説します。

教職員 実写 16
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ＤＶＤ

種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 110
いわさきちひろ
～２７歳の旅立ち～

９６分
不幸な形で夫と死別。戦争で家は焼き払
われ何もかも失った人生のドン底。その強
い生き方に驚きと感動をえられる。

一般 実写 16

Ｄ 111
わっかカフェへようこそ
～ココロまじわるヨリド
コロ～

３５分
インターネットによる人権侵害、 高齢者の
人権、外国人の人権の対応のための具
体例を紹介している。

一般 実写 16

Ｄ 112

平成２７年度（第４１回）
群馬県自作視聴覚ソフ
トコンクール入賞作品
集（ビデオ・動画部門）

４６分
平成２７年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

小学校～一般 実写 16

Ｄ 113
第７回市民ビデオ作品
発表会上映作品

１９５分
市民ビデオ作品発表会で上映された全作
品。

一般 実写 16

Ｄ 114
スマホの落とし穴
親子・地域で考えよう

３４分

子どもたちがスマートフォンを使うときにあ
りがちな問題を６つのドラマで紹介してい
ます。ドラマにはスマホパトラというキャラ
クターが登場して、トラブルに関する補完
情報を伝えます。

一般 実写 16

Ｄ 115
キッズ介護教材　長寿
大国を探検しよう

１４分
この教材は、もはや子どもたちにとって縁
遠いものではない「介護」について、楽しく
わかりやくす学んでもらうものです。

小学生 実写 16

Ｄ 116
みんなの情報モラルⅢ
アニメーションで学ぶＳ
ＮＳに潜むリスク

２１分
ＳＮＳを通した「メッセージのご送信」「知ら
ない人とのやりとり」「情報の拡散」につい
て考えさせるないようです。

小中高生 アニメ 17

Ｄ 117
名前･･･それは燃える
いのち

１８分

ひとりにひとつ、誰もがもっている「名
前」。名前を通して一人一人の違いの素
晴らしさを訴えかける、人権啓発アニメー
ション。挿入歌：ゴダイゴ「ビューティフル・
ネーム」

小学生 アニメ 17

Ｄ 118
いわたくんちのおばあ
ちゃん　ぼく、戦争せん
けんね

２０分

広島の原爆にまつわる実話を基にした絵
本「いわたくんちのおばあちゃん」をアニメ
化した、平和教育のためのビデオです。
原爆や戦争の悲惨さを伝え、平和や命の
大切さを強く訴えかけます。

小学生 アニメ 17

Ｄ 119
ミッキーマウス　ミッ
キーのゴルフなど８作
品

５２分

ミッキーのゴルフ、プルートの魔法のラン
プ、プルートのユートピア、プルートの誕生
祝い、プルートのクリスマスツリー、プルー
トの悩み、プルートの南米旅行、スペシャ
ル特典映像（ミッキーのアカデミー候補者
パレード）

幼児～
小学生

アニメ 17

Ｄ 120

第２８年度（第４２回）群
馬県自作視聴覚ソフト
コンクール入賞作品集
（ビデオ・動画部門）

５４分
平成２８年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

一般 実写 17

Ｄ 121
第８回高崎市民ビデオ
作品発表会（作品集）

９７分
市民ビデオ作品発表会で上映された全作
品。

一般 実写 17

Ｄ 122 こぎつねのおくりもの ３０分

峠に住むいたずらな三匹の子ギツネと峠
の茶店のおばさんのほのぼのした心の交
流を描いた、あたたかい感動のアニメー
ション映画。
教育映画祭優秀作品受賞作品。

小学生 アニメ 18
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ＤＶＤ

種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 123
むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるん
だよ

１３分

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫
キャラクターたち。大切なのはお互いの違
いを認め、相手の気持ちを思いやることを
楽しみながら学んでいけるアニメーション
映画。

幼児・小学生 アニメ 18

Ｄ 124

インターネットと個人情
報
自分自身を守るポイン
ト

２０分

どのようにパスワードや個人情報が盗ま
れ、悪用されてしまうのかを中学生、高校
生にわかりやすく解説し、ＳＮＳトラブルを
防止しようとする内容である。

中学生 実写 18

Ｄ 125

平成２９年度（第４３回）
群馬県自作視聴覚ソフ
トコンクール入賞作品
集（ビデオ・動画部門）

５１分
平成２９年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

一般 実写 18

Ｄ 126
第９回高崎市民ビデオ
作品発表会（作品集）

９２分
市民ビデオ作品発表会で上映された全作
品。

一般 実写 18

Ｄ 127

１ねん１くみシリーズ
１ばんワル、１ばんげん
き、１ばんゆうき、１ば
んでっかい‼

５１分

１ねん１くみで、１ばんわんぱくなくろさわく
んは、いつも問題をおこしてばかり。ともだ
ちのくどうくんやクラスのみんなも困ってい
ますが、最後はいつもくろさわくんにげん
きをもらいます。

小学生 アニメ 19

Ｄ 128 なぜ、騙されるのか？ ２３分

高齢者を狙った悪質商法、詐欺は巧妙化
の一途をたどっており、自治体や警察でも
様々な対策を行っていますが、被害は一
向に無くなりません。被害にあわない対処
法と周囲とのコミュニケーションとの大切
さを描きます。

一般 実写 19

Ｄ 129

平成30年度（第44回）
群馬県自作視聴覚ソフ
トコンクール入賞作品
集（ビデオ・動画部門）

５６分
平成30年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

一般 実写 19

Ｄ 130
第10回高崎市民ビデオ
作品発表会（作品集）

１０６分
市民ビデオ作品発表会で上映された全作
品。

一般 実写 19

Ｄ 131
ヒューマン博士と考え
よう　～差別から人権の
確立へ～

２８分

日本差別された人々の歴史と暮らしに焦
点を当てながら、私たちの歴史の中でつく
られた偏見や差別の解消につながる作
品。

一般
実写
アニメ

20

Ｄ 132
紅い襷（たすき）
　～富岡製糸場物語～

１００分

故郷を離れ、新しい日本のために糸を引
き続けた若き工女たちとフランスから製糸
業を通して日本の近代化に尽力したポー
ル・ブリュナらとの関わりを描いた世界遺
産登録３周年記念作品。

一般 実写 20

Ｄ 133

令和元年度（第45回）
群馬県自作視聴覚ソフ
トコンクール入賞作品
集（ビデオ・動画部門）

５５分
令和元年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

一般 実写 20

Ｄ 134
ズッコケ三人組のいじ
めをなくす作戦

１５分

学校に来なくなったヒロシを心配し、ズッコ
ケ三人組が家まで訪ねてみると、いじめ
が原因とわかる。「いじめをなくす作戦」を
決行するため三人組は話し合い、解決へ
と導いていく作品。

小学生 アニメ ２１
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ＤＶＤ

種別 番号 題　名 時間 内　容 対象 分野 年度

Ｄ 135
児童文学ライブラリー
花いっぱいになあれ

１２分

小学校の教科書でもおなじみのも物語。
花の種をつけて飛ばした真っ赤な風船
が、昼寝をしていた子ぎつねのもとへ。心
や言葉の美しさに触れることのできる作
品。

小学生 アニメ ２１

Ｄ 136

日本の名作童話第２巻
（もも太郎・かさじぞう・
ゆきおんな・はなさかじ
いさん）

６０分

おなじみの日本の昔話である。４作品が
それぞれ短時間で視聴できる。アニメの
画風も、やわらかいタッチで、主人公の表
情が豊かに描かれている作品。

幼児～
小学生

アニメ ２１

Ｄ 137

令和３年度（第4７回）
群馬県自作視聴覚ソフ
トコンクール入賞作品
集

４４分
令和３年度群馬県自作視聴覚ソフトコン
クール（ビデオ・動画部門）の入賞作品。

一般 実写 ２２

Ｄ 138 地震発生、 ２０分

地震が発生したときにどう行動すれば自
分の命や家族の身を守れるかを、最低限
必要な１０のポイントとして、地震の教訓を
ふまえて紹介します。

一般 実写 ２２

Ｄ 139 リトルマーメイド ７７分

嵐の日、人魚姫のアニーは、海のおきて
を破って幼い女の子ソフィーを助けまし
た。父親のウイリアム船長とはぐれてし
まったソフィーをかわいそうに思ったア
ニーは人間の姿となって一緒にウイリア
ム船長を捜すことにしました。

幼児～
小学生

アニメ ２２

Ｄ 140
トムとジェリー花火はす
ごいぞ

４９分
１話「花火はすごいぞ」花火で遊ぶいとこ
のニブルスにジェリーは大苦戦。そんな
中・・・。　　　全７作品を収納。

幼児～
小学生

アニメ ２２

Ｄ 141
トムとジェリー上には上
がある

６０分
１話「上には上がある」２話「恐怖の白ね
ずみ」３話「おしゃべり子ガモ」など全８作
品を収納。

幼児～
小学生

アニメ ２２

Ｄ 142
令和４年度市民ビデオ
作品発表会

１０１分
市民ビデオ作品発表会で上映された全作
品。

一般 実写 ２２
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