
№ 題　　　　　　名 時間(分) 内　容 対　　象

1
「いじめっこ狼とナナちゃん」
違った角度から「いじめ」をなくすテーマを投げかけた作品

24 アニメ  幼児から

2
「ギザ耳うさぎ（シートン動物記）」
ギザ耳うさぎはどうして黒蛇と戦うことになったのでしょうか…

23 アニメ 幼児から

3
「手ぶくろを買いに」
母さんぎつねは、かわいい坊やの手にしもやけができてはかわいそうだから、夜に
なったら町まで行って、毛糸の手ぶくろを買ってやろうと思いましたが…

15 アニメ 幼児から

4
「ねずみくんのチョッキ」他２話
子どもたちが大好きな動物が次々と登場します

19 アニメ 幼児から

5
「からすのパンやさん」
大人たちも何事かとかけだして、パン屋さんの店の前は大さわぎになってしまいま
す

20 アニメ 幼児から

6
「源吉じいさんと子ぎつね」
思いやりの心、人のぬくもりを伝える愛のものがたりです

18 アニメ 幼児から

7
「カワウソ親子の冒険」
母親カワウソの深い愛情を知り、心打たれる物語です

19 アニメ 幼児から

8
「日本の民話シリーズ－笠地蔵－」
優しさあふれる昔話

20 アニメ 幼児から

9
「山の太郎グマ」
子どもたちと熊の愛情を描く動物愛情物語

25 アニメ 幼児から

10
「ハチ公物語」
愛と感動のドラマ

18 アニメ 幼児から

11
「でこしろ」
白い子犬と狼の親子のお話

11 アニメ 幼児から

12
「かもとりごんべえ」
欲張りはいけないと節度節制の大切さを教える

15 アニメ 幼児から

13
「ホシガリ姫の冒険」
地道で健全な生活習慣の大切さを教える

20 アニメ 幼児から

14
「ゆうかんな十人のきょうだい」
10人のきょうだいが知恵と力を合わせて王様をこらしめ、村の平和を守る痛快な
アニメーション

20 アニメ 幼児から

15
「森を守る小さな赤リス（シートン動物記）」
赤リスの不思議な知恵とは？

23 アニメ 幼児から

16
「だるまちゃんとてんぐちゃん、だるまちゃんとかみなりちゃん(2本立て)」
ある春の日、だるまちゃんは「てんぐちゃん」と出会います 他１話

23 アニメ 幼児から

17
「だるまちゃんととらのこちゃん・だるまちゃんとうさぎちゃん(2本立て)」
ある秋の日、だるまちゃんに「とらのこちゃん」から、遊びにおいでとハガキが届きま
した 他１話

30 アニメ 幼児から

18
「べっかんこ鬼」
人形アニメーション

24 人形劇 幼児から

19
「お月さんももいろ」
日本創作民話人形アニメシリーズ

24 人形劇 幼児から

20
「がんばれ！盲導犬サーブ」
人間と犬との愛の物語

27 アニメ 小学校低学年から

21
「山に輝くガイド犬平治号」
ガイド犬「平治」の物語

28 アニメ 小学校低学年から

22
「勇気あるホタルととべないホタル」
ホタルと子どもたちとのふれあいを通して、思いやりの大切さを教える

17 アニメ 小学校低学年から

23
「エジソン物語」
努力と探求の心がいかに大切かを教える

19 アニメ 小学校低学年から

24
「クリスマス・キャロル」
夢の中で自分の姿を見て、やさしい心を取り戻す

29 アニメ 小学校低学年から
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25
「金色の足あと」
子ギツネを救い出そうと挑戦する、親ギツネの愛が感動的

28 アニメ 小学校低学年から

26
「わすれるもんか」
目の不自由なマアちゃんの精一杯生きている姿が周りの人に感動を与えていくと
いう感動的な作品

40 アニメ 小学校低学年から

27
「愛華ちゃんの地球」
環境教育アニメ「グローバル500賞」受賞

33 アニメ 小学校低学年から

28
「青の洞門」
道徳教育で取り上げている児童文学の名作

14 アニメ 小学校低学年から

29
「鬼の子とゆきうさぎ」
鬼の子と人間の子どものあたたかい友情が心に響きます

22 アニメ  小学校低学年から

30
「大造じいさんとガン」
大造じいさんと残雪の知恵と力、戦いを通して生まれた心のふれあいを感動的に
描いている

20 アニメ  小学校低学年から

31 「むくはとじゅうの名犬物語」 20 アニメ  小学校低学年から

32
「トイレの花子さん」
悪いオバケから守ってくれるやさしいオバケとは

30 アニメ  小学校低学年から

33
「ちびまる子ちゃん～先生の家に遊びに行こう～」
まる子先生の家へ

25 アニメ  小学校低学年から

34
「ちびまる子ちゃん～まる子、花輪君に英会話を習う～」
まる子の英会話修行

24 アニメ  小学校低学年から

35
「ちびまる子ちゃん～まる子たち１年生の世話をやく～」
幼い１年生の世話をすることになったまる子たち３年生

25 アニメ 小学校低学年から

36
「クマのミナクロと公平じいさん」
山で炭焼きをしている公平じいさんの小屋に、黒い大きな熊が顔を出しました

23 アニメ 小学校低学年から

37
「かんすけさんとふしぎな自転車」
ある日、毎日自転車を見に来る子がタヌキと知りますが…

23 アニメ 小学校低学年から

38
「ぼくと仔犬のわんぱく大事件」
人々の温かい心のふれあいと涙で綴る感動ドラマ

47 児童劇 小学校低学年から

39
「やさしい愛をください」
事故で足が不自由になった愛犬タローと健一を取り巻く人間愛を描いた作品

41 児童劇 小学校低学年から

40
「八重ちゃんのフライパン日記」
母のいない台所を守って、奮闘をつづける八重ちゃんの日々家族の結びつきの大
切さを教える

53 児童劇 小学校低学年から

41
「へんてこなボランティア」
社会と人間のあり方を問いかけます

46 児童劇  小学校低学年から

42
「鬼がら」
優しさを持った人になってほしい・・と願いを込めて

27 児童劇  小学校低学年から

43
「がんばれまあちゃん」
耳の不自由な「まあちゃん」と心暖まる家族愛

48 児童劇  小学校低学年から

44 「スペースキッドの宇宙探検」 25 アニメ 小学校中学年から

45 「クオレ物語炭屋の子ベッチ」 25 アニメ 小学校中学年から

46
「ゴンザとソウザ」
負けじ魂が日本とロシアの心と心を結ぶ

24 アニメ 小学校中学年から

47
「ナイチンゲール物語」
ナイチンゲールの少女期から看護婦として活躍する前半期を描き、人類愛の素晴
らしさを教える

20 アニメ 小学校中学年から

48
「それでも地球はガリレオ・ガリレイ」
だれもが天動説を信じて地動説を信じてくれない

25 アニメ 小学校中学年から

49
「ライト兄弟物語」
エンジン付きの飛行機を完成するまで

20 アニメ 小学校中学年から

50
「たにし長者」
正直でわけへだてのない心こそが幸せをもたらす

20 アニメ 小学校中学年から



№ 題　　　　　　名 時間(分) 内　容 対　　象
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51
「木龍うるし」
木下順二の名作人形劇をアニメ化

20 アニメ 小学校中学年から

52
「月の輪グマ」
クマの親子の愛情を感動的に取り上げる

23 アニメ 小学校中学年から

53
「荒城の月－滝廉太郎物語」
作曲一筋に生きた滝廉太郎の生涯を、「荒城の月」「花」などの名曲をちりばめて
描かれている

21 アニメ 小学校中学年から

54
「母うずら」
道徳教育で取り上げられている児童文学の名作、親の子に対する愛や、生命の大
切さを教える

13 アニメ  小学校中学年から

55
「春風の子どもたち」
山奥の住職夫婦と子どもたちの春風の様に温かな物語

49 児童劇 小学校中学年から

56
「たぬきのいる町」
山間の美しい田舎町で、やきものじいさんと明るい3人の子どもたちのふれあいと
心の繋がり

52 児童劇 小学校中学年から

57
「先生と十人の子供たち」
果てしない希望と幸せを求める過疎の子どもたちと先生の友情を描く感動の名作

49 児童劇 小学校中学年から

58
「サッツウのきじ」
ショックで口をきけなくなった少女に捧げる両親の愛情と隣人たちの心の交流

54 児童劇 小学校中学年から

59
「すてき坂」
学校、塾、いじめ・・子どもたちのためいきがうずまく、そんな中での母と子の生活を
描いている

52 児童劇 小学校中学年から

60
「いじめっ子いじめられっ子」
いじめの原因の背景を探る

31 社会教育 小学校中学年から

61
「杜子春」
数々の試練を経て、正直に暮らしていくことがいかに大切かを悟っていく

21 アニメ 小学校高学年から

62
「母親の役割を考える－日本ザルの子育て－」
母親の役割を自然観察を通して、人間社会に提起

30 社会教育 小学校高学年から

63
「いじめゼロをめざして」
届いていますか、子どもたちの心の叫び

30 社会教育 中学生・家庭・学校

64
「子どもと話してますか」
親子の真の会話とは

30 社会教育 中学生・家庭・学校

65
「ぼくのお姉さん」
家族の明るい生き方を描き、絆の素晴らしさと優しさや思いやりの気持ちを持つこ
との大切さを教える

36 社会教育 中学生・家庭・学校

66 「豊かな明日をめざして－越谷１９７３年－」 31 社会教育 成　人

67
「図書館と子どもたち」
図書館とは何か

30 社会教育 成　人

68 「私たちの実践」 30 社会教育 成　人

69 「蘇える街－連続立体交差化事業－」 16 社会教育 成　人

70 「住みよい街づくりをめざして-東武鉄道伊勢崎線-」 27 社会教育 成　人



ビデオテープ（ＶＨＳ） 令和４年(2022年)３月現在

 №  題　　　　名 分　類  内　容　等

1 「いきいき越谷」 L090/イ 越谷広報

2 「平成５年度ふるさと教育　越谷の昔」 L213.4/ヘ 越谷の昔

3 「古志賀谷代舘跡思考」 L213.4/コ 越谷の昔

4 「越谷空中散歩１９９０」 L290/コ 越谷広報

5 「ともに築く越谷の福祉 ～高齢者のための在宅福祉～」 L369/ト 越谷福祉

6 「越谷市総合福祉計画　ともに築く越谷の福祉」 L369/コ 越谷福祉

7 「越ヶ谷秋まつり」 L380.5/コ 越谷広報

8
「こしがや　～地球とともに生きる都市～」
 第7回日仏アメニティ会議用ビデオ(日本語版)

L518/コ アメニティ

9
「歴史と自然をいかしたまちづくり」
越谷市ふるさとの水路づくり

L518.8/レ 都市計画

10
「マナ・カナの天然ガス自動車で行こう！」
環境問題への興味を深め、クリーンエネルギー自動車の必要性を知っていきます。
出演：川柳小学校(埼玉)

L519/マ 環境問題

11 「第１０回　南越谷阿波踊り」 L769.1/ダ 南越谷阿波踊り

12 「第１１回　南越谷阿波踊り」 L769.1/ダ 南越谷阿波踊り

13 「第１２回　南越谷阿波踊り」 L769.1/ダ 南越谷阿波踊り

14 「こしがや能楽堂～越谷市日本文化伝承の館～」 L773.5/コ 能楽堂

15
「彩の国まごころ国体」
市民総参加の感動国体の記録～越谷市～

L780/サ 国体

16
「いきいき越谷健康体操」
　～ハッポちゃん体操～

L781/イ 健康

17 「心のバリアフリー社会のバリアフリー」 369.2/ア アシスタント犬

18 「家庭教育手帳」 379.9/カ 家庭教育

19 「家庭教育ノート―小・中学生を持つ親のために―」 379.9/カ 家庭教育

20 「資源が生きるＰＥＴボトルリサイクル」 518.5/シ ゴミ問題・リサイクル

21 「オモシロ教室　農業と地球環境（人形劇）」 519/オ 環境問題(小学生向け)



ＤＶＤ 令和４年(202２年)３月現在

 №  題　　　　名 時間（分）  内　容　等

1

「ぼくは王さま」
沢山のお城の仲間たちが繰り広げるワクワクほのぼの楽しいアニメ
第１話　おしゃべりなたまごやき
第２話　王さまタクシー
第３話　たまごがいっぱい
第４話　たんじょう日のプレゼント

40 児童向け

2

「ねずみくんのチョッキ①」
第１話　ねずみくんのチョッキ
第２話　りんごがたべたいねずみくん
第３話　コップをわったねずみくん
第４話　また！ねずみくんのチョッキ
第５話　ねずみくんのブランコ
第６話　ねみちゃんとねずみくん

38 児童向け

3

「ねずみくんのチョッキ②」
第１話　またまた！ねずみくんのチョッキ
第２話　ねずみくんとおんがくかい
第３話　ぞうさんとねずみくん
第４話　ねずみくん　ねずみくん
第５話　ねずみくんのひみつ
第６話　ねずみくんのたんじょうび

38 児童向け

4

「からすのパンやさん／どろぼうがっこう」
・からすのパンやさん
  ねってまるめて、ほんわかこんがり。おいしいパンのできあがり！
・どろぼうがっこう
  ぬき足、さし足、しのび足、どろぼう学校のはじまりだ！

40 児童向け

5
「ちびねこチョビ／ちびねこコビとおともだち」
「魔女の宅急便」の原作者角野栄子が贈るいたずらが大好きなちびねこのお話

40 児童向け

6

「おれたち、ともだち！」
１時間１００円で『ともだち屋』をはじめたキツネ。でも、ともだちってお金で買うも
のなの？キツネは、オオカミと楽しく遊んだ後にお代を請求しますが・・・。キツネと
オオカミのゆかいでかわいい友情物語。

52 児童向け

7

「ねずみくんのきもち」
いじめやコンプレックスなど大切なテーマをねずみくんと一緒に学べる楽しいアニ
メーション。一人一人が大切な存在であること、共に生きていることを感じられる
作品。

12 児童向け

8
「大きなかぶ」
おじいさんが大切に育てたかぶは、大きなかぶになりました。「うんとこしょどっこ
いしょ」おじいさんはかぶを引っぱりますが、なかなか抜けなくて・・・

14 児童向け

9

「くじらぐも」
体操の時間、空に現れた、大きな真っ白い雲のくじら。子どもたちが運動場を駆け
回ると、くじらぐもも空を回ります。子どもたちが輪になって思いっきりジャンプする
と、風がみんなを飛ばし、雲のくじらに乗せてくれて・・・

11 児童向け

10

「泣いた赤おに」
里の人達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
為に名案を思いつきます。その結果赤おには村の人々と楽しい日々を過ごすこと
ができたのですが、だんだん青おにの事が心配になってきます。やさしい赤おにと
青おにの友情物語です。

15 児童向け



ＤＶＤ 令和４年(202２年)３月現在

 №  題　　　　名 時間（分）  内　容　等

11

「よわむし太郎」
いつも村の子どもたちから「よわむし」といじめられている太郎は、やさしい心の
持ち主です。ある日、狩りにやって来た殿様が、子どもたちが大切にしている白鳥
を弓で射ろうとしますが、太郎は、命をかけて白鳥を守ろうとします。

15 児童向け

12
「ゆうかんな十人のきょうだい」
横暴な王様のせいで人々が貧しく暮らす国。その村はずれの貧乏一家に生まれ
た１０人の兄弟が、知恵と力をあわせて王様をこらしめ、村の平和を守ります。

20 児童向け

13
「木龍うるし」
淵の底に漆がいっぱい溜まっているのを見つけた二人のきこり。権八はそれを独
り占めしようとするが・・・

20 児童向け

14
「手ぶくろを買いに」
森に雪が降ったある晩、きつねのお母さんはぼうやをつれて町におりました。「い
いかい。こっちのにんげんの手を出して、手袋ちょうだいって言うんだよ・・・。」

15 児童向け

15

「大造じいさんとガン」
今から３５、６年も前、まだ栗野岳のふもとの沼地に、ガンがさかんに来た頃のこ
と・・・。大きな丸太がパチパチと燃え上がる山家のろばたで、７２歳の元気な老狩
人が語る、愉快なガン狩の物語。

20 児童向け

16

「笠じぞう」
昔々、貧しいおじいさんとおばあさんがいました。お正月に食べる餅もないので、
笠を売りに行きますが、一つも売れません。家に帰る途中、雪の積もったお地蔵様
を見つけたおじいさんは、寒そうだと、笠をかぶせてあげました。

15 児童向け

17
「校長先生が泳いだ」
小さな分校の最後の水泳大会に足の不自由な少女が出場することになった。仲
間たちの声援、校長先生の愛情は、少女の心にいつまでも残ります。

21 児童向け

18
「金色の足あと」
正太郎少年が山で捕まえた子ギツネ。その親ギツネは、子ギツネを助けようと身
を挺して努力する。そこに親子の素晴らしい愛情を見た正太郎は・・・

29 児童向け

19
「わらぐつの中の神様」
明日は学校でスキーの日。だけど、マサエのスキー靴は濡れたまま。代わりにわら
ぐつを勧めるおばあちゃんがしてくれた昔話とは・・・

24 児童向け

20

「ちいちゃんのかげおくり」
出征するお父さんから「かげおくり」という遊びを教えてもらった、ちいちゃん。ある
夏の夜、空襲でお母さんたちとはぐれてしまったちいちゃんが防空壕でみんなを
待っていると、お父さんの声が聞こえてきて・・・

17 児童向け

21

「ごんぎつね」
いたずらばかりする小ギツネのごんは、ある日、兵十が病気の母のために捕った
うなぎを放り出してしまいます。数日後、兵十のお母さんが亡くなったことを知った
ごんは、独りぼっちになった兵十に、こっそり栗や松茸を届けてあげるのですが・・・

19 児童向け

22

「勇気あるホタルととべないホタル」
ぼく、どうしてとべないんだろう？
勇気あるホタルとやさしい子ども達の物語。ホタルと子どもたちとのふれあいを通
して、やさしさと、思いやりの大切さを描きました。

17 児童向け
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23
「盲導犬クイールの一生」
「人間らしい歩き方を思い出させてくれた」とパートナーは言ってこの世を去った。
その後クイールはどう生きたのか。「盲導犬クイール」（文藝春秋刊）のアニメ化。

25 児童向け

24
「ぞくぞく村のオバケたち①」
第１話　ミイラのラムさん
第２話　魔女のオバタン

52 児童向け

25
「ぞくぞく村のオバケたち②」
第１話　ちびっこおばけグー・スー・ピー
第２話　小鬼のゴブリン

40 児童向け

26
「ねぎぼうずのあさたろう　巻之一」
其之一　旅立ちのとうげ
其之二　出会いの宿場町

51 児童向け

27

「ねぎぼうずのあさたろう　巻之二」
其之三　謎のゆうれい屋敷
其之四　おまんじゅうは恋の味
其之五　弁天様のくれた赤ん坊
其之六　きゅうべえと磯菊の花

102 児童向け

28

「せかいいち　うつくしい　ぼくの村」
アフガニスタン・パグマン村の物語
ヤモは戦争に行った兄さんの代わりに、父さんとロバのポンパーと町の市場に果
物を売りに行きます。

17 児童向け

29
「むしむし村の仲間たち」
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。そんなことを、子
供達が楽しく学んでいけるアニメーション作品です。

13 児童向け

30

「わたし　おてつだいねこ」
竹下文子作の愉快な童話のアニメ化
エプロンをかけたかわいい子ネコはお手伝いが大好き。何でも手伝おうとします
が、失敗ばかりです。

19 児童向け

31
「サンタさんはおおいそがし」
サンタさんと森の妖精たちは、世界中の子どものためにプレゼントの木を育てま
す。夏の暑い日も冬の寒い日も、それはそれは大忙しです。

12 児童向け

32

「ズッコケ三人組の自転車教室」
安全な乗り方を身につけようの巻
幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ番組で人気の「ズッコケ三人組」のキャ
ラクターとともに、自転車の交通ルールやマナーを正しく身につけていく教材で
す。

14 幼児・小学生向け

33

「ズッコケ三人組のいじめをなくす作戦」
幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ番組で人気の「ズッコケ三人組」のキャ
ラクターとともに、いじめ防止に向けて、いじめ問題を「考え、議論する道徳」として
取り扱う教材です。

15 幼児・小学生向け

34
「くぅとしの－あなたがそばにいるだけで－」
認知症の犬・しのと、介護猫・くぅの、感動の実話をもとにした道徳・人権教育アニ
メーションです。

12 幼児・小学生向け
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35
「はなかっぱの交通安全－ケーキをもとめて右・左・右－」
テレビでおなじみ「はなかっぱ」の仲間たちと楽しく交通ルールを学んでいく、幼
児～小学生低学年向けの交通安全教育アニメーションです。

13 幼児・小学生向け

36 「第２１回埼葛人権を考えるつどい」ダイジェスト版ＤＶＤ 55 人権

37 「第２２回埼葛人権を考えるつどい」ダイジェスト版ＤＶＤ 50 人権

38 「第２３回埼葛人権を考えるつどい」ダイジェスト版ＤＶＤ 50 人権

39 「第２６回埼葛人権を考えるつどい」ダイジェスト版ＤＶＤ 50 人権

40 「第２７回埼葛人権を考えるつどい」ダイジェスト版ＤＶＤ 70 人権

41 「第２８回埼葛人権を考えるつどい」ダイジェスト版ＤＶＤ 75 人権

42 「第２９回埼葛人権を考えるつどい」ダイジェスト版ＤＶＤ 47 人権

43 いきいき越谷　２０１５年４月号　図書館の特集　他 29 越谷広報


