
柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類
１６ミリ がんばれ！子象の交通安全パトロール隊 幼・小 17 H2 アニメ

交通安全

１６ミリ 忍たま乱太郎の交通安全 幼・小 15 H8 アニメ

交通安全

１６ミリ 忍たま乱太郎の自転車安全教室 小学生以上 16 H10 アニメ

交通安全

１６ミリ ちびまる子ちゃんのこんな乗りかたあぶないよ 小学生以上 13 H11 アニメ

交通安全

１６ミリ 金色のクジラ 小学生以上 25 H7 アニメ

道徳

１６ミリ へんてこなボランティア 小（高）以上 46 H6 アニメ
人権同和
教育特別

活動
１６ミリ 花さき山 小学生 14 H4 アニメ

国語

１６ミリ くじらぐも 小１ 11 H5 アニメ

国語

１６ミリ やまなし 小６ 15 H6 アニメ

国語

１６ミリ ペンギン村の消防隊 幼・小 11 S59 アニメ

幼児・安
全教育

１６ミリ 悪徳商法手口集 成人 30 H1 ドラマ

金銭

１６ミリ 夫婦そして愛 成人 38 H1 ドラマ

家庭夫婦

１６ミリ 地域とともに　～主婦とボランティア活動～ 成人 30 H4 実録

地域ボラ
ンティア

１６ミリ おばあちゃんの一人だち 成人 32 S54 ドラマ

家族生き
がい

１６ミリ 愛されるお年寄りに 成人 29 S57 ドラマ

家族嫁姑
同居

１６ミリ 学びあうこころ　～高齢化社会での生きがいを求めて～成人 32 S59 ドラマ

家族生涯
学習

大切な命を交通事故から守るために、交通安全パトロール隊に入隊した子象と一緒に、横断歩道の正しい
渡り方、歩道、車道での遊びの注意など交通安全のポイントをアニメーションで教えている。同名ビデオテー
プ有り（Ｖ９－５４）

009-038

内容
管理番号

落第忍者の乱太郎、きり丸、じんべエが現代の街で、交通安全のいろはを覚えていくストーリーの中で、信
号を守ることの大切さや横断歩道の正しい渡り方などを学んでいる。同名ビデオテープ有り（Ｖ９－７５）

009-045

落第忍者の乱太郎、きり丸、じんべエが自転車に乗って現代の街にタイムスリップ。危険の多い都会の道路
で、自転車の交通ルールや道路での安全な自転車の走行方法を婦警さんから学んでいく。同名ビデオテー
プ有り（Ｖ９－７４）

009-048 まる子と一緒に自転車の安全運転のポイントと、自転車の点検ポイントを学ぶ。まる子ちゃんが自転車に
乗って友だちと隣町まで買い物に出かけるが、道路や交差点ではハラハラドキドキの連続、それでも無事に
買い物を済ませ、帰り道、道に迷いながらも安全運転の復習をしながら帰ってくるお話し。

009-047

白血病の弟（園児）のために、自分の骨髄を差し出したツトム君（小３）の愛と勇気。さらに家族愛と友情をア
ニメで描いている。家族愛・友情

015-013 文字の読み書きが出来ないため、家族との交流も不自由な思いをしてきたひとりぐらしのおばあちゃんが中
学生やまわりの手助けによって、永年の願いである読み書きを覚え夢を実現していく物語。ボランティアとは
助ける者と助けられる者の区別はなく、共に生き、供に体験し、共に喜び合う事であることを中学生の目を

014-031

山菜をとりに山へ入った少女が、美しい花が咲き乱れる奥山で山んばに出会い「人間が一つやさしいことを
すると、ここに一つの花が咲くのだ」と教わる。妹を思いやる心や、村の為に命をもなげうつやさしさが花に
なると言う話を滝平二郎の切り絵で描いている。

017-005 １年２組の子供たちが、体操をしていると、空に大きなくじらが現れました。真っ白い雲のくじらです。と、始ま
る「くじらぐも」。　国語の教科書にそった、文と絵で構成している。

017-004

作・宮沢賢治　影絵アニメーションで表現している小さな小川の底のカニ。二匹の兄弟カニのやりとりと小川
に落ちてきたやまなしの話を描いている。　国語の教科書にそった、文と絵で構成している。

020-007 人気者アラレちゃんとそのグループが、消防隊員になって大活躍。子どもの火遊び、お父さんのタバコ、お
母さんの火の不始末など、火の用心の大切さをアニメで教えている。

017-007

年齢を重ねるに従って人間は老化して行くが、どんなお年寄りになったらよいのか。家族や周囲の人たちに
問題を起こしている例を軽快なタッチで描きながら皆んなから親しまれるお年寄りの条件を示している。

023-012 ある一家に突然とびこんできた荒削りだが気のいい青年とお年寄り、主婦とを中心とした人間関係を描き、
互いに影響しあって変容していく人間形成の大切さをかんがえている。

023-010

法で規制され、取締りを強化しても衰えることを知らない悪徳商法。今まであった事例や今後おこりうるケー
スを含め、具体的な手口をドラマ化している。彼らの手口を理解させることをねらっている。

022-038 家族の幸せのために一途に生きてきた妻。夫の転勤、子どもの自立によって転機に立たされる。妻の危機
を描いて夫婦とは、家族とは、離婚とは、女の自立とは何かを考えている。

022-037

主婦が、ボランティア活動にどのようにかかわるか、実際に活動しているグループを具体的に紹介してい
る。痴呆性のお年寄りを介護した体験を寸劇で演じ、観客の悩みや相談に乗っている「よもぎの会」、若い
母親が家庭教育学級に参加できるように幼児をあずかる保育ボランティア、国際交流をすすめる「ココの

023-004 孫や息子に生きる望みを託していたおばあちゃんが心機一転、家政婦として働き始めた。これからのお年
寄りは家族から精神的に独立し、自ら老後の生きがいを見出していく必要がある事を述べている。

022-040
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ 60・70花ならつぼみ 成人 29 S60 ドラマ

家族生き
がい

１６ミリ 老人と少年　～年輪は語る～ 小学生以上 32 S61 ドラマ

家族教育

１６ミリ 船出の合唱 成人 54 S62 ドラマ

家族扶養
結婚

１６ミリ お年寄りを狙う悪徳商法 成人 26 S62 ドラマ

金銭

１６ミリ 祖母、母そして子どもたち～人生８０年・わが家の生活設計～成人 32 H1 ドラマ

老後金銭

１６ミリ 風の色が見えた　～私達の第二の青春～ 成人 33 H2 ドラマ

老後生き
がい

１６ミリ そこに、愛 中学生以上 32 H2 ドラマ

家族同居

１６ミリ 僕がおじいちゃんで、おじいちゃんが僕　～明るい長寿社会をめざして～小学生以上 32 H3 アニメ

家族

１６ミリ おじいちゃんのみこし 小学生以上 35 H4 ドラマ

老後生き
がい

１６ミリ いきいき老後 成人 30 H4 実録

老後ボラ
ンティア

１６ミリ 空高く 夫婦とんぼ 成人 30 H8 ドラマ

老後夫婦
介護

１６ミリ 水戸黄門のお年寄りの交通安全 成人 25 H9 -

交通安全

１６ミリ 愛しいとしの花子さん 成人 33 H10 ドラマ

家族地域
生きがい

１６ミリ おじいちゃん出発進行 成人 29 H11 ドラマ

老後仲間

１６ミリ 大岡越前のお年寄りの交通安全 成人 20 H11 -

交通安全

１６ミリ かげろうお銀のお年寄りの交通安全 成人 29 H16 -

交通安全

023-020 定年後、退屈な日々を送っていたある男が、シルバー人材センターで働く友達や、ボランティア活動に励む
仲間を知り、やがて自らも社会参加の喜びを知るまでを、コメディータッチで描いている。

人は何故生きるのか、生きているのか。田舎暮しの祖父と都会育ちの孫との心と心の交流を通して、家族
愛の大切さを描いている。

023-021

023-016 お年寄りの経済的不安や健康的不安に巧みにつけ込む悪徳商法。その手法を描き、被害を防ぐ方策（クー
リングオフ、他）を示している。

ゆとりある老後の生活を送るために、早めに長期の生活設計をたてることが大切である。ある中年夫婦の
家族とその母の生き方を通して、10年先、20年先の資金だけでなく、これからの生活を生きがいのあるもの
にするには何をなすべきか考えている。

023-018

ネクラ気味だったお年寄りが若々しく変身した秘密は何か。ひょんなことから始まった高校生のツッパリグ
ループとの奇妙な交流をユーモラスに描きながら、人間は生きがいと心の若さを失わない気力が大切なの
だということを示している。

023-013

大分県姫島を舞台に、両親と離れ一人祖父の世話をする祐子の結婚問題にともなって起こる老人の扶養
問題、高齢化社会をむかえ、老人の生きがいを考えている。

023-015

023-014 お年寄りは長い人生経験から貴重な生活信条を身につけている。こうした豊かな年輪が孫の人間づくりの
上にどのような影響を与えるか、冬休みを祖母の許で暮らした少年の目を通して、指導者としてのお年寄り
の姿を描いている。

023-029 お年寄りの、歩行中や自転車走行中の事故が多発し死亡率も高くなっている。お年寄り自身が自分の心理
及び身体的特性を理解した上で、交通ルールを守り安全に行動しなければならない事を、水戸の御老公と
共に劇を通して描いている。

023-028

023-023 父、母、妹、祖父、祖母と一緒に住んでいる男の子（小５）が主人公。祖父とケンカばかりしていたが、ある
日、二人の体が入れ替わり、祖父は学校へ、男の子は祖父の友達と知り合う。様々な経験を通してお互い
を認める大切さをアニメで描いている。

長年連れ添ってきた夫が脳卒中で倒れ、入院。妻は介護に取り組む過程で互いの固い絆に気付き、夫婦
のあり方を見つめ直す。高齢化社会の中で「共に美しく老いる」ことの意味を考えている。

奥さんに先立たれ、ぼんやりと日々を過ごしていた元大工のおじいさんがふとしたことから、町内の子供達
のみこし作りに手を貸し、やがてそこに生きがいを見つけていくまでを描いている。

023-025 充実した老後を送るには、現役精神を失わず、家庭や地域の中で自分の役割を持ち続けていくことが大
切。上野動物園のシルバーガイドや男性料理教室の会員達などの活動を描いている。

023-024

大都会のとある下町、人呼んで〟人情通り〝に住む一人暮らしの老人が、十歳以上も年下の女性に一目
惚れ。この思いをなんとか成熟させようと、息子の嫁を始め〟人情通り〝の面々が奮闘する。『人を愛する
ことに年齢が問われてはならない』という根源的なテーマを、家庭や地域の人々とのふれあいに中で描いて

023-031 老人らしく生きることに反発する一人の男性が、亡き妻に似た老女に心を寄せつつ、敬老会館の仲間たちと
の交流を通して新しい生きがいを見だしていく姿を描いている。

023-030

人が激しく行き交う江戸の町。人足の清吉が荷車で、上州屋のお内儀をはねてしまった。お内儀にもしもの
ことがあれば清吉は重罰を受けることになる。お年寄りにも親しまれている「大岡越前」の見事な大岡裁き
に感心しながら、現代においてはどのように交通安全を守っていったらよいか描いている。

023-033
かげろうお銀のお年寄りの交通安全

023-032
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種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ ダンプの母さんと六人の子どもたち 小学生以上 40 S52 ドラマ
家族親子
きょうだ

い
１６ミリ お兄ちゃんとぼくの七転び八起き 小学生以上 43 S52 ドラマ

友情

１６ミリ お母さんが走った 成人 34 S54 ドラマ

家族嫁姑
夫婦

１６ミリ とべ！　ぼくの白鳥 小学生以上 44 S60 ドラマ

自然保護
友情

１６ミリ 故郷(ふるさと)は心の中に 小学生以上 51 S61 ドラマ

家族

１６ミリ 弥太郎笠 小学生以上 60 S62 映画

人情

１６ミリ ありがとうハーナ 小学生以上 45 H1 ドラマ

家族命

１６ミリ 春を呼ぶ瀬戸の小島 小学生以上 53 H1 ドラマ

家族故郷

１６ミリ すてき坂 小学生以上 52 H3 ドラマ

親子友情

１６ミリ サッツゥのきじ 小学生以上 54 H4 ドラマ

家族友情
命

１６ミリ ガッツ親父とオサム 小学生以上 56 H5 ドラマ

親子

１６ミリ ぼくに涙はにあわない 小学生以上 50 H5 ドラマ

家族友情
障害

１６ミリ 愛が聞こえますか 小学生以上 54 H6 ドラマ

家族人間
愛障害

１６ミリ ぼくと仔犬のわんぱく大事件 小学生以上 47 H6 ドラマ

親切勇気

１６ミリ 腕白たちの宝もの 小学生以上 48 H8 ドラマ

友情家族
地域人情

１６ミリ すばらしい私のおじいちゃん 小学生以上 35 H9 ドラマ

家族同居
命

030-012 勉強も運動も駄目、宿題も忘れる所からお荷物の健ちゃんと仇名をつけられた少年が、やはり自信を失い
かけた相撲取りと知り合い「やれば出来る、僕もやるから、お兄ちゃんも頑張れよ」と発憤する迄の物語を二
子部屋の全面協力で描いている。

030-027 母を失ない傷心の都会の少年が、白鳥の町にやって来て、白鳥とのふれあい、町の子供たちの友情に支え
られながら自然をいつくしむ心や、野鳥の愛護に目ざめ、自分自身もたくましく成長してゆく姿を、美しい冬
の瓢湖を舞台に描いている。

030-015

突然降って湧いた貰い子二人に驚く四人の兄弟。しかし、逞ましくもバイタリティのあるダンプのお母さん
の、わけへだてない他人の子への思いやり、優しさの中で、子供たちが睦まじく生活して行く。物語を通し
て、人を思う優しさ、相手の気持ちを尊重することが人を結びつけていく大切さを描いている。

030-010

夫婦の共働きは経済的な理由によることもあるが生き甲斐を満たすという場合が最近では多くなっている。
九州南部の漁村を舞台に、共働きと子育ての喜びと悩み、姑と嫁の子育ての考え方の違いから起きる問題
を夫婦のさわやかに働く姿をおり込みながら描き、家庭の理解、協力の大切さを訴えている。

030-032 「斬らぬ」と誓ってなぜ人を斬る。泣きたさをぐっとこらえて……また旅にでる。ごぞんじ萬屋錦之介の股旅も
のです。お楽しみください。

030-029 かつて蒸気機関車の機関士だった老人と、その孫である少年との心のふれ合いを通して、家族の心の絆を
描きます。津和野路での大ロケーションを行い、ＳＬと共に雄大なスケールで描いている。

030-035 美しい瀬戸内海に浮かぶ小さな島に、父ちゃんと五人の子供たちが、明るく、助けあいながら力強く生きて
いる。可愛がっていた乳牛との別れや、父親の仕事場での大怪我やお見合い、色々と物語が進む中から、
家族の愛と故郷の大切さを描いている。

030-034 だんだん視力を失っていく病気にかかり、絶望する少女（中３）をたすけようと事故にあった犬のハーナ。下
半身は動かず前足でしか歩けなくなった。それでも歩こうとする姿を見て、家族皆が考えて作った車イス、初
めて車イスに乗ってハーナが走った時、少女の中にも生きる歓びと幸せがあふれてきた。ハーナの物語は

030-040 優しかったおばあちゃんの突然の死のショックで立つことも口をきくことも出来なくなった少女。その少女が
野生のキジによせる優しい心を軸にして両親の愛情と隣人の少年との心の交流を描いている。

030-038 父を交通事故でなくし、ラーメン屋の屋台を曵く母と子（小５の少年）。その二人をとりまく日常生活の中にあ
る、いじめや友達関係を描いて、悩みながらも、あたたかく周りを包んでいく姿をドラマ化している。

030-043 高校時代、ラグビーの試合中、不幸にも首の骨を折り、手足の自由を奪われた青年。実際にあったことを基
に、悲しみのどん底から一つ一つ挑戦し、前進していく姿を家族、友達を織り混ぜて描いている。

030-042 母親を早く失い、多忙な父親ともふれ合いが少なく孤独の中で次第に心の荒んでいったオサム（小４）を主
人公としている。ふとしたきっかけで始まった父のトラックでの初めての父子の旅。その旅で本来の純真な
心を取り戻していく物語。

030-045 祐樹（小３）はある日仔犬を拾ったが母には叱られしかたなく公園に捨ててしまう。その帰りにサイフを拾い、
それを困っている老夫婦に貸してしまう。翌日新聞記者と老夫婦が訪ねてきますが、親切な事をしたのだろ
うかと祐樹は自分に問う。本当の勇気とは何かを物語を通して描いている。

030-044 聴覚と言語を失った遼子が聾学校から普通の中学校に進学し、健常者と共に生きる姿を描いている。家庭
での学習量は他の生徒より群を抜いていたが、英語のヒヤリング、新体操のクラブは上達が遅く行き詰まっ
てしまう。メンバーからの反感にも打ち勝っていく遼子の姿から人間愛の大切さを訴えている。

030-050 おじいちゃんと一緒に暮らすようになった小５の有希の作文を元に、思いやりを身につけながら成長していく
少女の心情を描いている。さらにお年寄りへの愛情や尊敬を考えると共に､生命の尊さについても、ドラマの
家族の中から考えている。

030-048 ワンパク少年たちが、親たちの生き方から愛情を、友達のつきあいから友情の大切さを、そして地域の人た
ちから人情を学び、成長していく姿を描いている。下町情緒豊かに人と人とのふれあい物語。
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ ぼくのお姉さん 小学生以上 36 H10 ドラマ

家族障害

１６ミリ かえだま日曜日 小学生以上 48 H10 ドラマ

友情仲間
助け合い

１６ミリ 妹と私 小学生以上 44 H11 ドラマ

姉妹家族

１６ミリ 健太のトンボ日記 小学生以上 42 H11 ドラマ

環境家族
自然友情

１６ミリ お母ん、ぼく泣かへんで 小学生以上 41 H11 ドラマ

家族友情

１６ミリ いのちのあさがお 幼・小 36 H13 ドラマ

家族愛情

１６ミリ わらしべ長者 幼・小 18 S41 人形劇

努力

１６ミリ おかしなおかしな星の国 小学生 20 S44 アニメ

環境消費
金銭

１６ミリ 空とぶ宝箱 小学生 10 S49 アニメ

１６ミリ 眠りの精 小学生 30 S49 アニメ

１６ミリ 花のき村と盗人たち 小学生 26 S51 アニメ

信頼

１６ミリ 豆象武勇伝 小学生 15 S54 アニメ

１６ミリ 力太郎 幼・小 11 S54 アニメ

１６ミリ 一休さん 幼・小 11 S54 アニメ

１６ミリ 金のオノと銀のオノ 小学生 9 S55 影絵

正直

１６ミリ 天狗の羽うちわ 幼・小 11 S55 アニメ

030-053 ふとしたことから、従兄弟の勇介の替え玉として、ある駅伝チームに参加することになった小学６年生の少
女・ユミを主人公にしながら、彼女が日々仲間と走り抜くことの中から、人間的に成長していく姿を描いてい
る。

030-052 障害を乗り越え、自立して生きようとする姉。姉を疎ましく思いつつ、心の痛みや苦しみを理解しようとする
弟。その家族の明るい生き方を描き、家族の絆のすばらしさ、障害者を正しく理解する子との大切さを示し
ている。

030-055 都会に住む一人のひ弱な少年が、夏休みに父親の実家の田舎で過ごす中　”トンボ公園”　を知り、そこを
守り育てている地域の大人や子供達との交流を通して、自然とふれ合いそしてトンボという一つの小さな生
命さえ、生きるために一生懸命であることを体験を通して学び、心身共に成長していく姿を描いている。

030-054 耳掃除をいているおばあちゃんの上に倒れ込み、耳に怪我をさせてしまって苦しむ小１の涼子と小６の姉の
友紀や家族たちとの関わり合いを描いている。人が苦しんだり、悲しんでいるときに、相手の身になって共
に悩み、援助の手を差しのべようとする思いやりの心は人間関係を作っていく上で基本になるものの一つで

030-057
急性白血病のために７歳で亡くなった新潟県中条町の丹後光祐君と家族の愛情の物語です。

030-056 小学５年のやすおは、同級生のオータツたちにいじめられる原因を、売れない漫才師の父親のせいにして
いた。ある日母親がガンに侵されて入院することになり、家事を理由に学校を休みはじめた。両親や担任の
先生や、やすおを心にかける同級生たち。やがて困難にめげずに心の成長をとげるやすおの様子を描いて

040-015 少年たちの宇宙船がおそわれ、ゼロスという星に強制着陸。ところがゼロス星ではみんなをお祭り騒ぎで大
歓迎してくれた。この星では「ムダ使いする」ことが美徳とされていた。ＳＦアニメで、浪費の虚しさ、無計画な
生活の愚かしさを、楽しく、おかしく描いている。

040-012 一本のわらを拾ったことから始まり、次々と起こる出来事。そして最後には家と畑を手に入れるまでの物語。
しあわせは自分の手でつかんでいくものだという話。

040-019
屋根裏部屋から出てきた古い古い宝箱を見つけた二人の兄弟がファンタジックな冒険に出かける話。

ものぐさ百姓夫婦の家に生まれた力太郎は、百貫棒を持って武者修行にでかける。そして、ある町で化け
物退治をひきうける。まんが日本昔話シリーズ

040-024 一休さんが、人々をトンチでやり込め、その頭のよさが都までひろがった。やがて将軍さまとトンチ問答をす
る事になり、見事将軍様を負かしてしまうというお話。まんが日本昔話シリー

040-023

新美南吉原作。泥棒の親分が四人の子分を連れて、ある村にやってきた。子分に村の様子を探らせている
間、草むらにねっころがっていると子牛を連れた男の子が、親分に牛を預かってほしいとやってきた。人を信
じ、信じられる事の素晴らしさ、人間本来の心の美しさを味わいのあるアニメと音楽で綴っている。

040-022 ウォルト・ディズニー作。ゴライアス二世という名の小さな象のお話。お父さん象はジャングル１の大きな王
様ですが、その足の爪ほどの小さな象のゴライアス二世はみんなから赤ん坊扱いされていた。しかし象の
大敵ネズミをやっつけて、一番偉い位を与えら英雄になった。力太郎ものぐさ百姓夫婦の家に生まれた力太

040-021

040-020 アンデルセン童話。イルゼというわがままな娘が、ある夜、眠りの精オーレの出現によって絵の中の世界で
色々な冒険をし、夜の内にとても利口な子どもになるというお話。花のき村と盗人たち

イソップ物語。正直な木こりが、川の中にオノを落とした。老人が現れ、オノを取ってくれたが、なんとそのオ
ノは光り輝く金のオノだった。正直だと良いことがあるというお話。

一人の男が退屈しのぎにサイコロを転がしていると、木の上から見ていた天狗がそのサイコロが欲しくてた
まらなくなり、鼻の高さを自在にできる羽うちわと交換してしまう。羽うちわを手にしたその男は、それを使っ
てまんまと長者の婿におさまることになった。まんが日本昔話シリーズ

040-027

040-028
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ 七夕さま 幼・小 11 S55 アニメ

１６ミリ きき耳ずきん 幼・小 11 S55 アニメ

１６ミリ おやゆび姫 幼・小 10 S56 アニメ

文学

１６ミリ みの虫坊やの旅行 小学生 10 S56 アニメ

童話

１６ミリ おば捨て山の月 小（中） 21 S57 アニメ

知恵親子

１６ミリ いたずらワン君クロ 幼・小 10 S57 アニメ

１６ミリ そばかす太郎 小（中） 11 S57 アニメ

民話

１６ミリ 妖怪くわしや 小（中） 11 S57 アニメ

民話

１６ミリ 雪だるまになったオオカミ 幼・小 10 S57 アニメ

１６ミリ みにくいあひるの子 幼・小 20 S43 人形劇

文学

１６ミリ 彦一とんちばなし　　(キズあり） 小（中） 18 S40 人形劇

昔話

１６ミリ ドナルドダックと貯金箱 幼・小 10 S58 アニメ

１６ミリ わんぱくウサギ、ターくんのぼうけん 幼・小 14 S58 アニメ

１６ミリ 空とぶマウス 小学生 11 S58 アニメ

１６ミリ 虹猫のぼうけん 幼・小 11 S58 アニメ

文学

１６ミリ あんじゅとずしおう 小（中） 31 S59 アニメ

文学
040-058 森鴎外作「山椒太夫」より。父を尋ねて旅に出た母と安寿と厨子王が、だまされて母子別れ別れになる悲し

いお話。

040-056 ウォルト・ディズニー作。小鳥のように大空をとんでみようと憧れたマウスは、羽根をつけてとんだが、コウモ
リとまちがわれ仲間はずれにされて、もとのチュウ公になるというお話。

040-057 宮原晃一郎原作。虹猫は風の神さまの息子の結婚式に参列しました。そこへ突如、一大事件が発生。皆は
逃げ出しますが、虹猫は「僕に任せて」と出かけていき事件を解決する。そして一躍ヒーローとなった。こども
文庫シリーズ

040-050 ウォルト・ディズニー作。ドナルドダックがおい達の貯金箱を盗みデートに使ってしまったが、一生懸命働い
てお金を返すというユーモラスな教育アニメ。

040-055
父から厳しく言われていたにもかかわらず、好奇心に駆られて人里に降りて行ったター君の冒険物語。

040-045
アンデルセン作。みにくいあひるの子が、やがて美しい白鳥になるまでの物語。

040-047 村のとんち者、彦一とそのパートナーのお里の明るく自然な生活を中心に展開するアニメーション。彦一の、
ものにこだわらない自由な発想と行動が繰り広げる奇想天外な力くらべ、知恵くらべ。

040-042 群馬県安中に伝わるお話。昔からくわしやという妖怪がおり、死人を喰って生きていた。お城の姫が亡くな
り、渡辺民部が護衛につき、見事妖怪を追い払ったが、その後奇々怪々な出来事が起こり始め、子供達が
民部妖怪退治ごっこして遊ぶ声を聞きながら、ある日の夕方、淋しく息をひきとったお話。

040-043 雪で一面真っ白な山へ、犬のシロとおじいさんがやってきた。風にとばされた、おじいさんの帽子を追って、
オオカミに出会ったシロは追いかけられる。しかし運良くオオカミは谷底へ転がっていったお話。チェコ映画

040-040 犬のクロが鎖を切って逃げ出し、あちらこちらでいたずらを始めた。花をメチャメチャにしたり、鳥の巣からタ
マゴを出したり、やっとの事でクロを捕まえた、犬のシロとおじいさんのお話。チェコ映画

040-041 新潟県が越後の国と言われていた頃のお話。花を売って生活していた優しい男は、いつも残った花を竜宮
の乙姫様に届くようにと川に流していた。乙姫様は喜び、幸福になる一人の少年(そばかす太郎)を贈った。
男は太郎のおかげでお大尽になったが、汚い太郎をいやがり家から追い出したとたん、もとに戻ってしまっ

040-035 みの虫坊やは、父を捜しに外の世界に出かけて行くが誰も知りません。夏から秋へ、そして冬が過ぎ春が
やってきたとき、長い間待っていたお父さんがみのわ村の村長となって帰ってきた。立派に羽根も生えたみ
の虫坊やは父と一緒に旅立つことになる。日本の童話シリーズ

040-037 お年寄りが大嫌いな殿様がいて70才以上は島流しにした。村の与作も間もなく母と別れねばならない。そこ
で彼は一計を案じた。親と子の情やお年寄りの知恵の大切さを描いている。

040-030 大変やさしく、働きもののおじいさんがいた。ある日、困っている小狐を助けてやって、お礼に不思議な頭巾
をもらったお話。まんが日本昔話シリーズ

040-031 アンデルセン作。美しく小さな親指姫。カエルやモグラたちに結婚を迫られ困ってしまいますが、ツバメに助
けられてやっとの事で南に国へ旅立つ。そして花咲き乱れる南に国のお城には花の妖精の王子が待ってい
たというお話。世界名作童話シリーズ

040-029 水浴びをしていた天女の羽衣を隠して、自分の嫁にした若者。しかし天女は羽衣を見つけて天界に帰ってし
まった。悲しんだ若者は竹を伝って天女に会いに行き、天女は再会を喜んだが父神は許さず、いろいろ無理
な仕事を言いつける。まんが日本昔話シリーズ
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ わんわん物語　～思いやり～ 小学生 9 S59 アニメ

１６ミリ ひぐまのおんがえし 幼・小 10 S60 アニメ

交通安全

１６ミリ くずの葉ぎつね 小（中） 26 S60 アニメ

音楽

１６ミリ どうぶつ村のリトル・インデアン 幼・小 10 S60 アニメ

１６ミリ ピーターのぼうけん　～おとぎの国～ 幼・小 5 S60 アニメ

１６ミリ ごんぎつね　　(キズあり） 小（中） 21 S61 アニメ

文学

１６ミリ ハムスターのドンパ 小学生 10 S61 アニメ

文学

１６ミリ キラキラ 幼・小 10 S61 アニメ

１６ミリ 赤いろうそくと人魚 小（中） 23 S62 アニメ

文学

１６ミリ がんばれスイミー 幼・小 26 S62 アニメ

創作童話

１６ミリ マッチ売りの少女 幼・小 10 S62 アニメ

童話

１６ミリ オズの魔法使い 幼・小 10 S62 アニメ

童話

１６ミリ 三びきのこぶた　 幼・小 9 S63 アニメ

１６ミリ こぎつねコンとこだぬきポン 幼・小 21 S63 アニメ
創作童話
友情家族
40-087
１６ミリ 金色の足あと 小（中） 11 S63 アニメ

文学

１６ミリ なし売り仙人 幼・小 11 H1 アニメ

民話
040-093 中国民話。みすぼらしい身なりの老人に、一つの梨を恵んであげなかったため、荷車いっぱいの梨をなくし

てしまった梨売りの話。世界昔ばなし

040-086 松野正子原作。人は誰でもひとりでは生きていけない。家族の深い愛情とともに大切なのは仲の良い友だ
ち。親どうしは互いに嫌いあっても、コンとポンは友だちになる。ユーモラスでちょっとハラハラする物語を通
じて、友だちをもつ楽しさを訴えている。児童福祉文化奨励賞受賞。

040-090 椋　鳩十原作。山で捕えられ、正太郎君の家で飼われることになった子狐と、床下に巣を作って、たすけだ
そうとする親狐。親子愛に心打たれる正太郎君の姿を描いている。こども文庫シリーズ

040-081 フランク・バウム原作。カンサスに住むドロシーが龍巻に巻こまれてオズと言う不思議な国に着いた。カンサ
スに帰る為、大魔法使いオズを訪ねて歩きだした彼女は、途中、木こりやライオンに出会い一緒に旅をする
お話。世界名作童話シリーズ

040-085 ウォルト・ディズニー作品。オオカミにねらわれた３びきのこぶた。さあ！たいへん。どんなお家にかくれよう
かな！とそれぞれ、わらの家、木の家、レンガの家を造ったお話。

040-078 レオ＝レオニ作「スイミー」を参考にして作られたオリジナル作品。美しい珊瑚礁の海の中、小さな魚の兄弟
達が暮らしていた。みんな赤いのに１匹だけ真黒。その名は「スイミー」。ある日大きなマグロにおわれた仲
間とはぐれたスイミーが、色々な体験をし、考えた事は、「海で一番大きな魚のフリをして皆んで泳ごう！！」

040-080
アンデルセン童話。クリスマスイブの日、マッチを売り歩くかわいそうな少女の話し。世界名作童話シリーズ

040-072 やなせ　たかし原作。ある高い山にキラキラという怪物が住んでいました。キリ少年は怪物を退治するため
に山に登って行きましたが、キラキラは本当の心のやさしい怪物だったというお話。おはなしシリーズ

040-077 小川未明原作。昔々、東北地方の小さな漁村で鳥居のろうそくを売っている老夫婦に、人魚が幼子をあず
けました。年月がたち、美しく育った娘は、恩返しにろうそくに貝の絵を書き、大そう評判になりましたが、欲
に目がくらんだ老夫婦は、人魚を売り飛ばしてしまった。

040-069
新美南吉の名作。いたずら子ぎつねと兵十をめぐる楽しく、しかし悲しい物語。

040-070 赤坂三好原作。タッちゃんいつもハムスターのドンパをポッケットに入れて遊びに行った。ある日タッちゃん
の不注意から、ドンパは、知らない所へ迷い込んでしまいましたが、災難を切り抜け無事に帰ってくるお話。
おはなしシリーズ

040-064 ウォルト・ディズニー作。インデアンの少年は一人で森へ狩りに出かけ、危険な目にあいながらも森の動物
達と仲良しになって帰って来たお話。

040-067 古い絵本から現われた大男に、妹サリィをさらわれたピーターは、魔法の短剣を持って、大男を追いかけて
いくお話。

040-062 キタキツネとひぐまの、ほのぼのとした親しみやすい物語を通して、交通ルールの必要性やそれを守ること
の大切さを理解している。

040-063 歌舞伎や、浄瑠璃でも有名な、日本の古い伝承「くずの葉」の物語をもとに創作した親子、夫婦の愛情をう
たいあげたアニメーション。

040-061 ウォルト・ディズニー作。　いらいらしているリチャード少年に、フィルおじさんは、わんわん物語の主人公レ
ディーの話をして、“思いやり”のこころを教える。
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ 手ぶくろを買いに 小（中） 15 H1 アニメ

文学

１６ミリ 花いっぱいになあれ 小（低） 12 H1 アニメ

文学

１６ミリ 新ちゃんがないた 小（中） 36 H1 アニメ

障害友情

１６ミリ 勇気あるホタルと、とべないホタル 小学生 17 H2 アニメ

１６ミリ ポン太くんのおてがら 幼・小 10 H2 アニメ

幼児誘拐
防止

１６ミリ みんなのもり 小学生 16 H2 アニメ
人権同和
教育特別

活動
１６ミリ たぬきの糸車 小（低） 12 H2 アニメ

文学

１６ミリ ベロ出しチョンマ 小学生 15 H3 アニメ

同和教育

１６ミリ 虫歯になった王様 幼・小 13 H3 アニメ

保健虫歯
予防

１６ミリ 魔法のじゅうたん 幼・小 10 H3 アニメ

１６ミリ 馬の田楽 中学生以上 16 H3 アニメ

落語

１６ミリ サンタのおくりもの 幼・小 9 H4 アニメ

年中行事

１６ミリ 天の大そうじ 幼・小 10 H4 アニメ

１６ミリ イワンのばか 幼・小 11 H4 アニメ

文学

１６ミリ わすれるもんか 小学生以上 40 H5 アニメ

差別人権
障害

１６ミリ 山に輝くガイド犬平治号 小学生以上 28 H5 アニメ

040-110 九州の屋根、くじゅう連山で、長年登山者の命を守り、多くの人々に親しまれたガイド犬「平治」の物語。大
自然の中で生きる平治の一生を通して、生きることの喜び、命の尊さを描いている。

040-108 トルストイ原作。働いていれば幸せだというイワンという男のはなし。悪魔たちは働かせまいとするのですが
イワンは働き者。王様になっても働き、悪魔達を追い出して平和で楽しく暮らした話。世界昔ばなしシリーズ

040-109 佐藤州男原作。目の不自由な青年がギターを演奏するようになったのは、子供の頃の幼稚園の先生との思
い出があるから。この青年の精一杯生きている姿が周りの人たちを動かし、クリスマスイブにギター演奏を
実現させた物語。

040-106 ウォルト・ディズニー作品。クリスマスイヴの夜、サンタクロースがトナカイに乗って子供達の家にやってき
た。サンタの袋からおもちゃの人形が飛び出して、クリスマスツリーを飾り、子供達が起きる頃、煙突から
帰って行くという話を描いている。

040-107 親孝行な少年が父の病気が早く治るように、一番星に願いをかけた。ところが、風の神が天の大そうじを始
め大空を吹き荒れる。星達は少年の願いを聞いてあげるために、手をつないで頑張ったと言う話。

040-104 アラビアン・ナイト。インドの国に王の跡継ぎ問題を利用して国の財宝をのっとろうとしている大臣がいた。し
かい下の王子が魔法のじゅうたんをくれた姫の助けで悪だくみをあばき、国を平和にした話。世界名作童話
シリーズ

040-105 噺家桂文生の語り口で、味噌の荷を積んだ馬車を、ミソつけた馬だから、馬の田楽とおちをつける落語を、
アニメで描いている。アニメ落語館

040-102 小学校用同和教育教材。斉藤隆介原作。厳しい身分制度があった江戸時代。将軍に直訴をしたため親子４
人が刑場で殺された。その時少年長松（12才）が妹のために見せた心意気を忘れないようにと作られた人
形の話。

040-103 甘い物が大好きなライオンの王様。虫歯になって痛くて何も食べられなくなり、虫歯予防の大切さを知った
話。

040-100 小学生低学年向けの同和教育。どこへ行っても仲間はずれにされる狼が、森へやって来た。大人は森から
追い出す事ばかり考えていますが、一緒に仲良く暮らすことは出来ないのでしょうか。偏見を持たず、真の
平等を考えている。

040-101 きしなみ原作。山奥の一軒家にきこりの夫婦が住んでいた。そこにやってくるいたずらたぬきとおかみさんの
話をユーモラスに描いている。

040-098 小沢昭巳原作。羽がちぢんで生まれた為に、とべないホタル。彼を励まし、助ける仲間のホタルたち。その
ホタル達を取りに来た、子ども達とのふれあいを通して、やさしさと、思いやりの大切さを描いている。

040-099 幼児誘拐防止用アニメ。動物たちを擬人化して、誘拐の恐ろしさを幼児や小学生にわかりやすく教えてい
る。羊の格好をしたオオカミがウサギのミミ子ちゃんを誘拐した。偶然野球のボールを探しに来て、オオカミ
の車の荷台に乗っていたポン太くんがみんなに知らせて無事に助かったお話。

040-096 松谷美代子作。花の種をつけてとばした赤いふうせん。山の中の子ぎつねは、花とまちがえて大事に育て
た、あたたかな話。

040-097 佐藤州男原作。何が、生きて生き抜いていく勇気につながるのか、何が人を強くするのか。四肢性マヒの新
ちゃんが不屈の頑張りで生き抜く姿を軸に、幼なじみの友情を織り交ぜて、真の人と人のつながりを考えて
いる。

040-095 新美南吉原作。きつねの親子が住んでいる森に、寒い冬がやってきた。そこで子ぎつねが手ぶくろを町まで
買いに行く事になり、母ぎつねは片方の手を人間の坊やの手に変えた。しかし子ぎつねは、間違えて自分
の手を出したが、お店の主人は手袋をくれたお話。
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ こぎつねのおくりもの 幼・小 30 H5 アニメ

創作童話

１６ミリ ブレーメンの音楽隊 幼・小 10 H5 アニメ

童話

１６ミリ こびとと靴屋 幼・小 10 H5 アニメ

童話

１６ミリ リトルツインズ　旅立ち 小学生以上 25 H6 アニメ

１６ミリ プルートとカメのおくりもの 幼・小 8 H6 アニメ

１６ミリ いじわる狐　ランボー 幼・小 15 H6 アニメ

１６ミリ いじわる狐　ランボーのなみだ 幼・小 15 H6 アニメ

１６ミリ いじわる狐　ランボーの秘密 幼・小 15 H7 アニメ

１６ミリ リトルツインズ　森の神様フォーラ・ボー 小学生以上 25 H7 アニメ

年中行事

１６ミリ ミッキーマウスのたのしい冬 幼・小 10 H7 アニメ

年中行事

１６ミリ かわいいミルクやさん 幼・小 9 H7 アニメ

１６ミリ 芽吹き 小（高）以上 41 H7 アニメ

同和教育
人権

１６ミリ 日本一短い「母」への手紙 小学生以上 32 H7 絵

１６ミリ 森のはずれシャックリのぼうけん 幼・小 24 H8 アニメ

１６ミリ らんぼーのうそ 幼・小 15 H8 アニメ

１６ミリ 鬼がら 小学生以上 27 H8 アニメ

民話
040-129 宮崎県日向につたわる民話。怠け者の与助は、山で青鬼が脱皮し赤鬼になる姿を見る。そこで抜け殻（鬼

がら）を着て村人を脅かす事を思いつく。しかし悪事を重ねた後脱ごうとするが脱げなくなってしまう。人間に
とって大切なものは何かと言うことを物語を通して描いている。

040-127 イモムシのシャックリは祭りに誘われても怖くて行けません。でも昼寝をしている間に靴が風に飛ばされてし
まい、８つの靴探しの冒険に出ることになる。結局探し当てたときは祭り会場に到着。昆虫と自然の世界を
アニメで描いたファンタジーワールド。

040-128 山本斐子原作。子狐のランボーは手作りの矢を自慢していたが、矢の刺さった子ガモが見つかり、弓矢は
人間が捨てた物を拾ったので、犯人は人間だと、出任せの弁明をする。つい嘘を言ってしまったランボーの
心の葛藤を描いている。

040-125 佐藤州男原作。顔にあざがあるためにいじめられている小学生の典子をきっかけにして知り合った高校生
とおばあちゃん。二人の過去の話を織りまぜながら、同和地区の問題を描いている。

040-126 手紙文化の発信基地として、丸岡町が行った「日本一短い手紙」のコンクール。その中から１１編の作品を
音楽とアニメファンタジーで描いている。

040-123 ウォルト・ディズニー作品。冬のすばらしさを雪だるまの精が、ミッキー達に教えてくれる。クリスマスの習慣
やプレゼントの由来。ほかにもお正月のことなど、冬の世界を案内してくれるお話。

040-124 ウォルト・ディズニー作品。プルートはオランダの街に住んでいる。この国は、土地が海面より低いので堤防
で囲まれています。その堤防が裂けてきたのを発見したプルート達の騒動を描いたお話。

040-121 山本斐子原作。森にクマの母子が移って来ましたが、小熊は弱虫で内気な性格です。子狐ランボーの良さ
を知らない小熊は誤解しますが、ランボーは小熊のために優しくしてあげるお話。

040-122 土田勇原作。大人でも身長１５㎝たらずと小さいコロックル島に住む双子のお話。春の陽光を浴びながら木
の芽取りをする双子の兄弟は入ってはいけないと言われていた森で白いフクロウに出会う。それが森の神
様フォーラ・ボーです。幻想的で不思議な世界の物語。

040-119 山本斐子原作。子狐のランボーは口笛が上手ですが、いじわるばかりするので、みんなから「いじわるラン
ボー」と呼ばれている。でもある事件をきっかけに、ランボーも本当はいい子だったと言うお話。

040-120 山本斐子原作。子狐のランボーは溺れかかったターボを助けた、だが、いつものいじわるしか知らないター
ボのお母さんは誤解する。それでなおのこといたずらをするランボーだが、七夕祭りの日、森の仲間たちは
ランボーにすてきな贈り物を計画すると言うお話。

040-116 土田勇原作。大人でも身長１５㎝たらずと小さいコロックル島に住む双子のお話。岩に挟まれ片足になって
しまった白鳥の北国への旅立ちの手伝いを描いている。

040-118 ウォルト・ディズニー作品。郵便に混ざってきた小包みから４本の足が！。その小包をご主人に届ける為に
おいかけっこが始まるお話。

040-114 グリム童話。年をとって働けなくなった犬、鶏、馬がブレーメンに行って音楽隊に入ろうと旅をするお話。世界
名作童話シリーズ

040-115 グリム童話。働き者の靴屋が、最後の一足分の革を裁って休むと、翌朝すばらしい靴ができあがっていた。
それからは毎日、次の日には靴が出来ており、実はこびとが作っていたと言うお話。

040-111 たまおかみちこ原作。峠に住むいたずら三匹の子狐と茶屋のおばあさんのふれあい物語。峠のお地蔵様に
化けてお供えのだんごをせしめていた子狐たちが、恩返しにおばあさんをたすけて活躍する話しを描いてい
る。教育映画祭優秀作品賞受賞
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ ミッキーマウスとゆかいな仲間たち 幼・小 10 H8 アニメ

年中行事

１６ミリ ミッキーマウスのおばけたいじ 幼・小 9 H8 アニメ

１６ミリ アリババと４０人の盗賊 幼・小 11 H8 アニメ

１６ミリ 裸の王様 幼・小 10 H8 アニメ

１６ミリ ランボーの勇気 小学生以上 15 H8 アニメ

１６ミリ 鬼の子とゆきうさぎ 小学生以上 22 H9 アニメ

創作童話

１６ミリ よっちゃんの不思議なクレヨン 幼・小 22 H9 アニメ

創作童話

１６ミリ むくはとじゅうの名犬物語 小学生以上 20 H9 アニメ

１６ミリ 泣いた赤おに 小学生以上 20 H9 アニメ

友情

１６ミリ ドナルドダックと魔法使い 幼・小 10 H9 アニメ

１６ミリ アラジンと不思議なランプ 幼・小 10 H9 アニメ

１６ミリ 日本の昔ばなし　　おむすびころりん 幼・小 10 H9 アニメ

昔話

１６ミリ 狼少年モーグリ誕生 小学生以上 25 H10 アニメ

１６ミリ 二匹の猫と元気な家族 小学生以上 25 H10 アニメ

差別人権
家族

１６ミリ ランボーのあぶないいたずら 幼・小 16 H10 アニメ

１６ミリ ゆうかんな十人のきょうだい 幼・小 20 H10 アニメ

昔話
040-145 十人が知恵と力を合わせて王様を懲らしめ、村の平和を守るお話。昔ある国に横暴で贅沢な王様がおり、

そこに住む人々は貧しく苦しい生活をしていた。その国の村はずれのビンボウ夫婦は、仙人からもらった１０
粒の子どもが授かる秘薬を一度に飲んで十人の男の子を産んだ。顔は良く似ていたがそれぞれに不思議

040-143 小学５年の女の子かおるを中心に転校先での友だち関係や家族との関わりを描いている。神戸で震災に遭
い大きな被害を受け、東京に引っ越してきたかおると両親と弟と二匹の猫は新しい土地で、いじめや差別を
経験する。しかし共に生きることの大切さを震災で学んだ家族は『お互いを知り合うこと』が第一歩だと知

040-144 ランボーシリーズ。『立入禁止』の立て札を、いたずらをして向きを変えたランボー。しかし結局は自分が落と
し穴に落ちて怪我をしてしまったお話。

040-141 ”おむすびころりん、スッテンテン”の歌声と共に昔から語りつがれてきた、おじいさんとネズミたちのお話。
日本昔話シリーズ

040-142 ジャングルの中で狼に育てられ、たくましく生きる少年の愛と勇気の大冒険。ジャングルの中に迷い込んだ
人間の赤ん坊モーグリは、狼夫婦のアレキサンダーとルーリに育てられるが、いつも虎に狙われている。し
かし仲間の動物たちに助けられ狼の仲間として育っていく。

040-139 ウォルト・ディズニー作品。ハロウィンの祭りの夜３人の甥っ子たちはドナルドおじさんを訪ねる。ドナルドは
もてなす代わりに意地悪をするので、それを見ていた魔女がこらしめるというお話。

040-140 アラビアン・ナイト。どんな願いも叶えてくれる魔人が現れる不思議なランプを手にしたアラジン。でも本当の
幸せは魔法では手に入れられないことを物語で描いている。世界名作童話シリーズ

040-137 椋鳩十原作。今からおよそ百年前、南アルプスの山中に山犬がいたころの話。山犬は人になつかないと言
われていましたが、母を亡くした少年と母のいない山犬の友情が、いつしか村人も認める猟犬に成長した物
語。

040-138 村の人たちと仲良くなりたいという、赤おにの願いをかなえてあげるために、わざと悪者のふりをして嫌れ者
になった青おに。赤おにと青おにの交流をとおして真の友情を描いている。

040-135 中学一年生が書いた愛のメルヘン。人間の女の子ユキに手まりを返そうとする鬼の子。お礼に貰ったゆきう
さぎが夢を与えてくれる。二人の不思議な友情の中から、優しさや思いやりの心を描いている。教育映画祭
優秀作品賞受賞

040-136 おばあちゃんから貰った不思議なクレヨン。バナナやメロンなど描いた物が本物に変わってしまう。よっちゃ
んが最後に描いた物は『黒い種』それは土の中で育って、大きなひまわりになったお話。よっちゃんと森の動
物たちとの温かい生命の物語。

040-133 アンデルセン童話。おしゃれな王様が、バカには見えない魔法の服を作るという嘘つきの服屋にだまされ
て、裸のまま町を歩く。自分を利口に見せようとすると失敗するという話しを描いている。世界名作童話シ
リーズ

040-134 山本斐子原作。子狐ランボーはいたずら者。でも根はいい子。ある日森に暴れ者の狼、ドラゴンがやってき
て森の平和が破られた。気の弱いランボーは手下になってしまう。”悪いことは悪い”ハッキリ言える勇気を
持とうと物語は訴えている。

040-131 ウォルト・ディズニー作品。ミッキー、ドナルド、グーフィーはお化けの退治屋。街はずれにあるお化け屋敷の
お化けたちは、からかってやろうと退治屋に自分たちの屋敷を依頼する。ミッキーたちとお化けたちの騒動
を描いている。

040-132 アラビアンナイト(サウジアラビア)。アリババは盗賊が「開けゴマ」の呪文で岩の扉を開けるところを見、大金
持ちになる。盗賊は仕返しに来ますが、反対にやっつけてしまうという物語。世界昔ばなしシリーズ

040-130 ウォルト・ディズニー作品。ミッキーとプルートはクリスマスツリーを立てて、飾り付けを始めた。でもその木に
は二匹の子リスが住んでいた。プルートと子リスたちの騒動を描いている。
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ ミッキーマウスとまほうのぼうし 幼・小 10 H10 アニメ

１６ミリ ドナルド・ダックとゆかいなペンギン 幼・小 11 H10 アニメ

１６ミリ 森のクリスマス～サンタになれなかった狼～ 幼・小 18 H11 アニメ

１６ミリ 蛙のお姫さま 幼・小 20 H11 アニメ

１６ミリ えみ子と森のチビおばけ 小（低）以上 15 H11 アニメ

自然環境
福祉

１６ミリ 黄金のかもしか 小学生以上 31 H11 アニメ

民話

１６ミリ いたずらまめだ　　(キズあり） 小学生以上 11 H11 アニメ

民話恩返
し

１６ミリ 河童のとっくり 小学生以上 11 H11 アニメ

民話

１６ミリ 瓜っこ姫とアマンジャク 幼・小 19 H11 アニメ

民話

１６ミリ トイレの花子さん 幼・小 30 H11 アニメ

１６ミリ はむこ参る！ 幼・小 20 H11 アニメ

１６ミリ ねむり姫 幼・小 10 H11 アニメ

１６ミリ ７匹の子やぎ 幼・小 10 H11 アニメ

１６ミリ 七五三と子どもたち 幼・小 10 H11 アニメ

年中行事

１６ミリ お月様とうさぎ 幼・小 10 H11 アニメ

年中行事

１６ミリ おじゃる丸　ちっちゃいものの大きなちから 幼・小 11 H12 アニメ

道徳
040-162 千年前の平安朝からやって来たみやびなお子様・おじゃる丸が、カズマや電ボ、アカネ、アオベエ、キスケた

ちと愉快な出来事を繰り広げます。「ちっちゃいものクラブ」の仲間たちとおじゃる丸が、月光町で助け合い
の大切さと、他の人とのかかわりに関することを学んでいくアニメーション映画です。

040-160 子どもの成長を祈るお祝い七五三にまつわるお話。昔ある庄屋の家の子ども、七歳のお花、五歳の長吉、
三歳のお福は森のお宮の神様に会いに行き迷子になるが三人が協力しあった褒美に神様が帯、袴、綿帽
子をくれた。心配していた庄屋は無事に子供たちが帰ったことを喜び改めて三品を持って神様にお参り行っ

040-161 お月見にまつわるウサギ母子の悲しくも愛情あふれたお話。昔、野原に母、姉、弟ウサギの三匹が幸せに
暮らしていたが、母ウサギは子供たちを守るために焼け死んだ。その時「お月様があなた達を守ってくれる。
秋の満月の夜には会えるから」と言い残した。そして秋の満月の日、お月様の中に母ウサギの姿が現れ

040-158 グリム童話。ある国に姫が生まれた。その時意地悪な魔女が「姫は１５歳の時に死ぬだろう」と呪いをかけ
た。しかし別の魔女が「百年の眠りの後、王子が現れて呪いはとけるだろう」と告げた。そしてその予言通り
に王子が現れ、二人は幸せになるお話。

040-159 グリム童話。七匹の子やぎを狙っていたオオカミは、母さんやぎが出かけると、母さんになりすまして家の中
に入ろうと四苦八苦。とうとう子供たちをだまして中に入ったオオカミは次々に子やぎを食べてしまう。一番
末の子やぎだけ助かり、母さんと一緒に、満腹で眠っているオオカミのお腹からみんなを助けるお話。

040-156 桜町小学校のトイレで３年３組の大介君は、鏡の中の女の子から「あそぼ」と話しかけられて、びっくり！！。
大介君を含む仲良し五人組を悪いオバケたちから守ってくれる寂しがりやで心の優しいオバケ、花子さんの
お話。

040-157 「忍たま乱太郎」で子供たちのヒーローになった尼子騒兵衛原作による、おとぼけ痛快爆笑ギャグアニメ。め
ずらしい絶滅寸前の動物たちを独り占めしている腹黒悪三をどうしても許せない正義の盗賊はむこは、横車
のだんな、ソウちゃん、ペットの犬のベーコンと一緒に、腹黒の城に乗り込んで動物たちを救い出すお話。

040-154 馬子の五郎兵衛はとてもお酒好き。ひょんな事から河童を助け、お礼に汲めども汲めどもお酒のきれない
徳利をもらった。それから毎日毎日酒浸りになって、馬のアオの世話まで忘れて、とうとうアオは病気になっ
てしまったお話。

040-155 瓜から生まれた瓜っこ姫、おじいさんとおばあさんに大切に育てられ美しい娘に成長した。ある日、人の真
似をするアマンジャクに捕まったが、森の動物たちのおかげで無事助けられた。そして優しい瓜っこ姫はア
マンジャクを許して森に帰してあげたお話。

040-152 インドに古くから伝わるお話。昔欲張りな王様が狩りの最中、金色のかもしかを見つけ、兵士につかまえる
よう命令した。しかし少年が邪魔をして取り逃がしたので、その少年を捕らえて黄金のかもしかを呼び寄せ
た。少年の命と引き替えに金貨をもらうことにした王様は欲張りすぎて最後には金貨は土になってしまった

040-153 灘の酒工場では、日本一のお酒を造るために良い水を探していた。旦那も水探しに一生懸命になって道に
迷ってしまった。すると、前に古井戸に落ちたところを助けてやった豆ダヌキが現れ、道案内をして、おいし
い水の出る井戸を教えてくれたお話。

040-150 ある国の王様が三人の王子に矢を射させ、その矢を拾った娘を后にしようとした。こうして長男と次男は貴
族と富豪の娘を結婚したが、三男のイワンの矢を拾ったのはカエルだった。そこで王様は后に次々と難題を
与えるというお話。

040-151 えみ子(小１)の父親は気管支を悪くして入院しており、緑に囲まれた庭があれば家に帰れると聞いたえみ子
は、不思議な木の赤ちゃんを買う。森のチビおばけも木の赤ちゃんがほしくてえみ子にお願いして譲ってもら
う。やがて埋め立て地に不思議な木が育って森が出来上がるお話。

040-148 ウォルト・ディズニー作品。南極にいるペンギンの中に、パブロという寒がり屋のペンギンがいた。もっと温か
いところに住みたいと南の島を目指して、ロビンソンクルーソーと同じように航海を続け、ようやく南の島に上
陸した。しかしいくら温かくても、仲間もなく一人では住めない事に気づくお話。

040-149 もうじきクリスマス。悪賢いオオカミはカラスと共謀してサンタクロースをだましてサンタになりすまし、大好物
の子ウサギをさらった。親ウサギが帰宅して大騒ぎ、子ウサギが落としていった目印を頼りに追いつ追われ
つの追撃のお話。

040-147 ウォルト・ディズニー作品。初めてクラシック音楽を聞く幼い子供たちに音楽の美しさを知ってもらうために作
られた作品。ミッキー・マウスは魔法を習おうと、魔法使いの弟子になった。しかしいつも水汲みや雑用ばか
り、そこで魔法使いの帽子を勝手に使いだしたが魔法の止め方を知らず失敗してしまうお話。
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柏崎市立図書館　教材目録（１６ミリ） 2020/3/11

種類 題名 対象 時間 年度 備考
分類 内容

管理番号

１６ミリ いじめっこ狼とナナちゃん 幼・小 24 H12 アニメ

１６ミリ 少年・むくはとじゅう物語 幼・小 21 H13 アニメ

１６ミリ ひつじのようなライオン 幼・小以上 8 H14 -

アニメ

１６ミリ 空とぶマウス 幼・小以上 10 H15 -

アニメ

１６ミリ バンビ 幼・小以上 10 H16 -

アニメ

１６ミリ ミイラのラムさん 幼・小 27 H17 アニメ

マンガ

１６ミリ ともだちや 幼・小（低） 13 H18 -

アニメ

040-171
ぞくぞく村のやさしいオバケたちのお話。ミイラのラムさんが奥さんのために新しい包帯を買いに行き・・・

040-172 キツネはともだちやさんを始めることを思いつきました。「えー、ともだちやです」でも、ともだちって売れるの
かな？おれたち、ともだちシリーズ

040-168

040-169

040-165
椋鳩十の少年時代を描いています。動物も人も一緒に生きていくことを静かに、力強く訴えています。

040-166

040-164 皆をいじめ、「いじめっ子」のレッテルをはられた孤独な狼と、天真爛漫な子ヤギ達との物語。偏見と「いじ
め」とは、仲間とは、などを話し合ってもらいたいという願いをこめた映画。
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