


 

団体向けへＤＶＤは、幼稚園、小学校などの教育機関、公民館、児童センター、

地域団体などの社会教育関係団体に対して貸出を行います。 

視聴覚教材によって、学校教育や社会教育の教育現場で効果の高い教育を実施す

る為に貸出を行います。借用した資料は、非営利で使用することを順守して下さい。 

 （上記の目的のための利用に限ります） 

 

 

 

 

※上映権許諾取得済みのDVDのため、汚破損や紛失の際は高額な弁償になり 

ます。取り扱いには十分にご注意下さい。 

貸出は１団体につき 

２点 まで 
 



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

B-12 あぶないめにあったときは？－自分を守れる力を身につけようー
防犯教育用ビデオシリーズ　(対象:小学生)

映学社 防犯 1600123192

B-21 災害ケーススタディ とっさの判断！君ならどうする？（対象：小学生） 東映株式会社 地震・津波 1600123101

B-27 ハローキティとまなぼう！ ぼうさいくんれん（幼児・小学生低学年向け） 東映株式会社
地震・津波

(アニメーション)
1600123184

B-30 幼い命を守れ！どう教える「避難の方法」幼稚園、保育所の防災対策
(幼稚園指導者・保護者向け）

映学社
地震・津波

（一般向け）
1600123135

B-33 火事から自分の命を守る　生きぬくためのリスクウォッチ（小学生向け） 東映株式会社 火事 1600123127

B-40 こぎつねの消防隊 共和教育映画社
火事

(アニメーション)
1600123143

C-7
小学生のスマホの安全な使い方教室　 1巻
自分も相手も傷つけないために（対象：小学生）情報モラルを身につけよう！

東映株式会社 インターネット 1600123242

C-8
小学生のスマホの安全な使い方教室 　2巻
危険な目にあわないないために（対象：小学生）情報モラルを身につけよう！

東映株式会社 インターネット 1600123259

C-23 ココロ屋　（小学校道徳・人権学習教材） 東映株式会社 道徳・特活 1600123119

D-7 ちいちゃんのかげおくり　児童文学ライブラリー サン・エデュケ―ショナル アニメーション 1600123234

D-9 対馬丸　―さよなら沖縄ー  (ピースＤＶＤライブラリー1) 対馬丸製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123150

D-10 対馬丸　―さよなら沖縄ー  (ピースＤＶＤライブラリー1) 対馬丸製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123168

D-11 対馬丸　―さよなら沖縄ー  (ピースＤＶＤライブラリー1) 対馬丸製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123176

新着の団体向けのDVDです



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

D-13 かんからさんしん　(ピースＤＶＤライブラリー２)
かんからさんしん

製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123200

D-14 かんからさんしん　(ピースＤＶＤライブラリー2)
かんからさんしん

製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123218

D-15 かんからさんしん　(ピースＤＶＤライブラリー2)
かんからさんしん

製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123226

新着の団体向けのDVDです



●アニメーション（A１～A31）　

●安全教育（B１～B40）　

●学校教育（C１～C79）

●平和（D１～D17）

●その他（E１～E９）

団体向け貸出用ＤＶＤリスト



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

A-1 かぐやひめ・したきりすずめ　（日本の童話１） ワールドピクチャー 昔話 1600117152

A-2 つるのおんがえし・３年ねたろう（日本の童話２） ワールドピクチャー 昔話 1600117160

A-3 一休さん・ももたろう　(日本の童話３） ワールドピクチャー 昔話 1600117178

A-4
かさじぞう・金の斧・じゅげむじゅげむ

（NHKこどもにんぎょう劇①日本編）
ＮＨＫエンタープライズ 昔話 1600121964

A-5
つるのおんがえし・かぐやひめ・てぶくろをかいに

（NHKこどもにんぎょう劇③日本編）
ＮＨＫエンタープライズ 昔話 1600117251

A-6
かちかちやま・一休さん・さんねんねたろう

（NHKこどもにんぎょう劇⑨日本編）
ＮＨＫエンタープライズ 昔話 1600117269

A-7
アリとキリギリ

（ウォルト・ディズニー制作の名作アニメ集）

FINE DISC

CORPORATION
昔話 1600117228

A-8
マッチうりの少女・みにくいあひるの子・けものの城

（NHKこどもにんぎょう劇⑤世界編）
ＮＨＫエンタープライズ 昔話 1600117277

A-9
おやゆびひめ・イソップときつね・幸福な王子

（NHKこどもにんぎょう劇⑩世界編）
ＮＨＫエンタープライズ 昔話 1600117285

A-10
赤ずきん・最後の一葉・きざみうさぎ

（NHKこどもにんぎょう劇⑪世界編）
ＮＨＫエンタープライズ 昔話 1600117293

A-11 おむすびころりん 北星株式会社 昔話 1600121949

A-12 ＡＳＴＲＯ ＢＯＹ鉄腕アトム（手塚治虫のアニメワールド） T&K テレフィルム 1600122772

A-13 雨ふり小僧　（手塚治虫アニメワールド） Ｔ＆Ｋテレフィルム 1600121725

●アニメーション

団体向け貸出用ＤＶＤリスト



●アニメーション 2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

A-14 うぐいす姫 北星株式会社 1600122525

A-15 ウッディ・ウッドペッカー
FINE DISC

CORPORATION
1600117186

A-16 がんばれスイミー 北星株式会社 1600122731

A-17 がんばれスイミー 北星株式会社 1600122830

A-18 グーフィー
FINE DISC

CORPORATION
1600117202

A-19 七夕ものがたり 学研 1600122210

A-20 チョっちゃん物語 教配 1600121485

A-21 トゥイーティ
FINE DISC

CORPORATION
1600117210

A-22 トムとジェリー 夢と消えたバカンス
FINE DISC

CORPORATION
1600122046

A-23 どんぐりと山猫 学研 1600122699

A-24 バックス・バニー
FINE DISC

CORPORATION
1600117194

A-25 ハチ公物語 共和教育映画社 1600121865

A-26 山太郎かえる　（手塚治虫アニメワールド） Ｔ＆Ｋテレフィルム 1600121733

団体向け貸出用ＤＶＤリスト



●アニメーション 2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

A-27 すてきなコンサート（バリアフリー版） 北星株式会社 バリアフリー 1600122681

A-28 猫の事務所  宮沢賢治原作アニメシリーズ（バリアフリー版） Ｔ＆Ｋテレフィルム バリアフリー 1600122541

A-29 雪渡り 宮沢賢治原作アニメシリーズ（バリアフリー版） Ｔ＆Ｋテレフィルム バリアフリー 1600122558

A-30 るんは風の中 バリアフリー対応　(手塚治虫アニメワールド） Ｔ＆Ｋテレフィルム バリアフリー 1600122640

A-31 大男とクリスマスツリー 北星株式会社 人形アニメーション 1600121832

団体向け貸出用ＤＶＤリスト



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

B-1 カルガモ親子の交通安全 教配
交通安全

(アニメーション)
1600121618

B-2 こぎつねの交通安全　 共和教育映画社
交通安全

(アニメーション)
1600121741

B-3 あ！危ない きみならどうする　（小学生向け） 共和教育映画社 防犯 1600121923

B-4 あ！危ない きみならどうする　（小学生向け） 共和教育映画社 防犯 1600122160

B-5 あ！危ない きみならどうする　（小学生向け） 共和教育映画社 防犯 1600122665

B-6 イカのおすし　うたっておどってゆうかいぼうし (有）アニメーション画房わ組 防犯 1600121931

B-7
親や先生が知らない！子供防犯スクール

連れ去り・誘拐編　（対象：小学・中学）
東映株式会社 防犯 1600117111

B-8
学校への不審者侵入から命を守る

(ＮＥＷ ＶＳ 学校安全危機管理ビデオ①） 　対象：小学生
東京書籍 防犯 1600122582

B-9
学校への不審者侵入から命を守る

(ＮＥＷ ＶＳ 学校安全危機管理ビデオ①） 　対象：小学生
東京書籍 防犯 1600122723

B-10 危険な目にあわないぞ  ナミパパの青空防犯教室 東映株式会社 防犯 1600121634

B-11
登下校時の犯罪から命を守る

（ＮＥＷ ＶＳ 学校安全危機管理ビデオ②）　対象：小学生
東京書籍 防犯 1600122574

B-12
あぶないめにあったときは？－自分を守れる力を身につけようー

防犯教育用ビデオシリーズ　対象：小学生
映学社 防犯 1600123192

B-13
学校を守れ！不審者の侵入を防ぐ

命を守るマニュアル映像 （教職員・保護者・地域社会向け）
共和教育映画社 防犯（教師向け） 1600122178

団体向け貸出用ＤＶＤリスト

●安全教育

NEW



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

B-14 生きる行動 生きる備え　 東日本大震災の教訓　　（中学生・高校生向け） 映学社 地震・津波 1600122012

B-15 命を守れますか？地しんのとき つ波のとき　  （小学校中・高学年向け） 映学社 地震・津波 1600121709

B-16 地震だ！その時どうする？自分を守り、みんなで助け合おう 日本廣告社/テレパック 地震・津波 1600121873

B-17
地震への備えが命を守る

緊急地震速報の音性が流れたら…　（小学生向け）
映学社 地震・津波 1600117129

B-18
地震への備えが命を守る

緊急地震速報の音性が流れたら…　（小学生向け）
映学社 地震・津波 1600121691

B-19
ズッコケ三人組のぼうさい教室

地しんから身を守ろうの巻　（幼児・小学生向け）
映学社 地震・津波 1600121428

B-20 津波襲来　その一瞬が生死を分ける　（対象：小学） 東映株式会社 地震・津波 1600122186

B-21 災害ケーススタディ　とっさの判断！君ならどうする？（対象：小学生） 東映株式会社 地震・津波 1600123101

B-22 あっ 地震だ　津波は？（幼児・小学校低学年向け） 映学社
地震・津波

(アニメーション)
1600121683

B-23
サル太郎　地震には負けないぞ！

～地震への備え大作戦～　（幼児・小学校低学年向け）
映学者

地震・津波

(アニメーション)
1600121675

B-24
サル太郎　地震には負けないぞ！

～地震への備え大作戦～　（幼児・小学校低学年向け）
映学社

地震・津波

(アニメーション)
1600121915

B-25
ボクはすぐに逃げたんだ  東日本大震災から学んだこと

（小学校中・高学年向け）
映学社

地震・津波

(アニメーション)
1600121717

B-26
ボクはすぐに逃げたんだ  東日本大震災から学んだこと

（小学校中・高学年向け）
映学社

地震・津波

(アニメーション)
1600122020

B-27 ハローキティとまなぼう！ ぼうさいくんれん（幼児・小学校低学年向け） 東映株式会社
地震・津波

(アニメーション)
1600123184

●安全教育

団体向け貸出用ＤＶＤリスト

NEW

NEW



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

B-28 大地震発生！-大切な命を守るために-（地震防災ビデオ） 東映株式会社
地震・津波

（一般向け）
1600122202

B-29 もし今、地震が起きたら 命を守る備えと退避行動　　（地震防災ＤＶＤ） 東映株式会社
地震・津波

（一般向け）
1600122194

B-30
幼い命を守れ！どう教える「避難の方法」　幼稚園、保育所の防災対策　（幼

稚園指導者・保護者向け）
映学社

地震・津波

（一般向け）
1600123135

B-31
火災から命を守る８つのポイント

３つの習慣 ５つの対策
映学社 火事 1600122004

B-32 火災から人を守る 町を守る-消防しょのはたらき-（小学校中・高学年向け） 映学社 火事 1600117368

B-33 火事から自分の命を守る　生きぬくためのリスクウォッチ（小学生向け） 東映株式会社 火事 1600123127

B-34 アザラシ・タマちゃんの火の用心 映学社
火事

(アニメーション)
1600122517

B-35 カルガモ親子の火の用心 教配
火事

(アニメーション)
1600121626

B-36 ニャン太のお誕生日は火事さわぎ 共和教育映画社
火事

(アニメーション)
1600121758

B-37 桃太郎の火遊びやめよう！火の用心 教配
火事

(アニメーション)
1600117137

B-38 やめて！ライターあそび　-どうぶつ村の消防隊出どう- 映学社
火事

(アニメーション)
1600117145

B-39 ワン君の消防士 共和教育映画社
火事

(アニメーション)
1600121493

B-40 こぎつねの消防隊 共和教育映画社
火事

(アニメーション)
1600123143

●安全教育

団体向け貸出用ＤＶＤリスト

NEW

NEW

NEW



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

C-1 インターネットのトラブルから身を守る　　(対象：小学・中学） 東映株式会社 インターネット 1600121519

C-2 インターネットはマナーが大切（対象：小学・中学） 東映株式会社 インターネット 1600121527

C-3 ケータイトラブル   -子供を犯罪者・被害者にさせない－（対象：中学・高校） 東映株式会社 インターネット 1600121543

C-4 ケータイ・パソコンその使い方で大丈夫？(対象：中学) 東映株式会社 インターネット 1600121592

C-5 出会い系サイトの危険　（対象：中学・高校） 東映株式会社 インターネット 1600121535

C-6 ネットと上手に付き合おう！ ケータイトラブルから身を守る　（対象：中学） 東映株式会社 インターネット 1600121568

C-7
小学生のスマホの安全な使い方教室　 1巻

自分も相手も傷つけないために（対象：小学生）情報モラルを身につけよう！
東映株式会社 インターネット 1600123242

C-8
小学生のスマホの安全な使い方教室 　2巻

危険な目にあわないないために（対象：小学生）情報モラルを身につけよう！
東映株式会社 インターネット 1600123259

C-9 徳川家光と江戸幕府（わくわく歴史探検シリーズ） 学研 社会 1600121550

C-10 みるみる社会科DVD① みんなの町ではたらく人びと 東映株式会社 社会 1600122061

C-11 みるみる社会科DVD② 安全・健康なくらしを支える 東映株式会社 社会 1600122079

C-12 みるみる社会科DVD③ エネルギーと環境 東映株式会社 社会 1600122087

C-13 みるみる社会科DVD④ 食料生産にたずさわる人びと 東映株式会社 社会 1600122095

●学校教育

団体向け貸出用ＤＶＤリスト

NEW

NEW



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

C-14 みるみる社会科DVD⑤ 工業と情報通信 東映株式会社 社会 1600122053

C-15 みるみる社会科DVD⑥ 政治のはたらき 東映株式会社 社会 1600122103

C-16 小学校生活科DVD　①どうぶつとなかよくなろう　～ふれあいとせわ～ パンドラ 生活科 1600121451

C-17 小学校生活科DVD　③生きものはっけん　～ヤゴ・ザリガニ～ パンドラ 生活科 1600121881

C-18 短きょり走・リレー(小学校体育シリーズ　学研DVDソフト) 学研 体育 1600121774

C-19 走りはばとび  (小学校体育シリーズ 学研DVDソフト) 学研 体育 1600121766

C-20 表現運動 ー小学校体育ー 学研 体育 1600122764

C-21 ボールであそぼう！ 学研 体育 1600122798

C-22 心の花たば 学研 道徳・特活 1600122715

C-23
コミュニケーションって楽しいね③

私の宝物紹介/友達のいいところ探し/ブッククラブ
映学社 道徳・特活 1600121576

C-24 杜子春　(NEW VS 小学校道徳　高学年向け） 東京書籍 道徳・特活 1600122590

C-25 ココロ屋　（小学校道徳・人権学習教材） 東映株式会社 道徳・特活 1600123119

C-26 いじめと戦おう！中学生編 　～もしもあの日に戻れたら～ 東映株式会社 道徳・特活 1600121584

●学校教育

団体向け貸出用ＤＶＤリスト

NEW



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

C-27 改心　（NEW VS 中学校道徳) 東京書籍 道徳・特活 1600122624

C-28 ネットいじめ　ひとりで悩まない（中学生向け） 映学社 道徳・特活 1600121501

C-29 万引き…あなたは犯罪者になりたいですか？　　(対象：中学） 東映株式会社 道徳・特活 1600121600

C-30 マザーテレサ　あふれる愛（NEW VS 中学校道徳) 東京書籍 道徳・特活 1600122608

C-31 良心とのたたかい（NEW VS 中学校道徳) 東京書籍 道徳・特活 1600122616

C-32 近視・乱視・遠視　（小学校高学年向け） アーニー出版 保健 1600121436

C-33 くすりをのむときのやくそく　小学生向け 映学社 保健 1600122509

C-34
元気いっぱい！になろう 毎日の生活と健康

(小学校保健シリーズ３年)
学研 保健 1600122038

C-35
思春期は赤ちゃんをつくるじゅんび

（小学校保健シリーズ４年）
学研 保健 1600122657

C-36 お酒は子どもになぜ悪いの？（小学・中学生向け） 共和教育映画社 保健（飲酒） 1600121998

C-37 知っている？お酒の害（小学生飲酒防止教材） 学研 保健（飲酒） 1600122780

C-38 知っている？たばこの害　（対象：小・中・高） 学研 保健（喫煙） 1600121980

C-39
自分を大切に　～たばこ・飲酒・薬乱用のゆうわくに負けないために～

（小学校保健シリーズ６年）
学研

保健

（飲酒・喫煙）
1600121907

C-40 新ぎもん、しつもん、むし歯予防        はてな？で学ぶ保健指導 ＮＨＫエンタープライズ 保健（むし歯） 1600121956

●学校教育

団体向け貸出用ＤＶＤリスト



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

C-41 歯を大切に　小学校　中学年 全教出版株式会社 保健（むし歯） 1600121642

C-42 歯を大切に　小学校　中学年 全教出版株式会社 保健（むし歯） 1600121659

C-43 飲酒と健康（中学校保健体育） 学研 保健（飲酒） 1600122822

C-44 喫煙と健康（中学校保健体育） 学研 保健（喫煙） 1600122806

C-45 喫煙と健康（中学校保健体育） 学研 保健（喫煙） 1600122814

C-46 新版　タバコの害　　（対象：中学・高校） アーニー出版 保健（喫煙） 1600121972

C-47 性感染症、エイズにかからないために（中学保健体育） 学研 保健（性感染症） 1600122756

C-48 違法ドラッグにＮＯ！　（対象：中学・高校） 教配 保健（薬物） 1600121477

C-49 ドラッグの悲劇　（対象：中学・高校） 東映株式会社 保健（薬物） 1600117376

C-50 薬物乱用と健康（中学校保健体育） 学研 保健（薬物） 1600122749

C-51
こん虫と植物

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ１）
東京書籍 理科 1600117301

C-52
太陽とかげの動き/日光のせいしつ／太陽と地面のようす

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ２ ）
東京書籍 理科 1600117319

C-53
電気のはたらき/じしゃくのせいしつ

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ３）
東京書籍 理科 1600117327

団体向け貸出用ＤＶＤリスト

●学校教育



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

C-54
風やゴムのはたらき/物づくり/物の重さ

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ４）
東京書籍 理科 1600117335

C-55
動物や植物の季節によるようすのちがい

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ５）
東京書籍 理科 1600117343

C-56
とじこめられた空気や水のせいしつ  /金ぞく、水、空気の温度による

変化のちがい      （ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ６）
東京書籍 理科 1600117350

C-57 電気のはたらき（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ７） 東京書籍 理科 1600122228

C-58 月や星　（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ８） 東京書籍 理科 1600122236

C-59
水のじょうたい変化/物のあたたまり方

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ９）
東京書籍 理科 1600122244

C-60 人のからだのつくりと運動     （ＮＥＷ ＶＳ小学校理科シリーズ１０） 東京書籍 理科 1600122251

C-61
植物の発芽と成長/魚や人のたんじょう

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ１１）
東京書籍 理科 1600122269

C-62
物のとけ方/ふりこのはたらき

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ１２）
東京書籍 理科 1600122277

C-63 天気の変化（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ１３） 東京書籍 理科 1600122285

C-64
流れる水のはたらきと土地の変化

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ１４）
東京書籍 理科 1600122293

C-65 電じしゃくのはたらき      （ＮＥＷ ＶＳ小学校理科シリーズ１５） 東京書籍 理科 1600122301

C-66
動物のからだのはたらき/植物のからだのはたらき

/植物と環境とのかかわり（ＮＥＷ ＶＳ小学校理科シリーズ１６）
東京書籍 理科 1600122319

●学校教育

団体向け貸出用ＤＶＤリスト



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

C-67 水よう液の性質/物の燃え方      （ＮＥＷ ＶＳ小学校理科シリーズ17） 東京書籍 理科 1600122327

C-68
電気とわたしたちのくらし/てこのはたらき

（ＮＥＷ ＶＳ 小学校理科シリーズ１８）
東京書籍 理科 1600122111

C-69 土地のつくりと変化（ＮＥＷ ＶＳ小学校理科シリーズ１９） 東京書籍 理科 1600122129

C-70 太陽と月（ＮＥＷ ＶＳ小学校理科シリーズ２０） 東京書籍 理科 1600122137

C-71 火山による土地の変化 学研 理科 1600122426

C-72 川のはたらき 学研 理科 1600122442

C-73 血液の流れとはたらき 学研 理科 1600122434

C-74 呼吸のはたらき 学研 理科 1600122418

C-75 人の育ちかた 学研 理科 1600122459

C-76
学級担任のためのカウンセリングとその実践

第２巻 いじめ
丸善株式会社 教師向け 1600117384

C-77
学級担任のためのカウンセリングとその実践

第４巻 キレない心を育てる
丸善株式会社 教師向け 1600121394

C-78
学級担任のためのカウンセリングとその実践

第５巻 学級崩壊
丸善株式会社 教師向け 1600121402

C-79
学級担任のためのカウンセリングとその実践

第７巻 ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症
丸善株式会社 教師向け 1600121410

●学校教育

団体向け貸出用ＤＶＤリスト



2022年３月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

D-1 おかあさんの木 東映株式会社 アニメーション 1600121667

D-2 おかあさんの木 東映株式会社 アニメーション 1600122152

D-3 おかあさんの木 東映株式会社 アニメーション 1600122673

D-4 消えさらぬ傷あと　火の海大阪 共和教育映画社 アニメーション 1600121857

D-5 火垂るの墓 スタジオジブリ アニメーション 1600122533

D-6 一つの花（バリアフリー版）
山之内光子

（タカハシスタジオ）
アニメーション 1600122566

D-7 ちいちゃんのかげおくり　児童文学ライブラリー サン・エデュケ―ショナル アニメーション 1600123234

D-8 対馬丸　―さよなら沖縄ー  (ピースＤＶＤライブラリー1) 対馬丸製作委員会
アニメーション

沖縄
1600121899

D-9 対馬丸　―さよなら沖縄ー  (ピースＤＶＤライブラリー1) 対馬丸製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123150

D-10 対馬丸　―さよなら沖縄ー  (ピースＤＶＤライブラリー1) 対馬丸製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123168

D-11 対馬丸　―さよなら沖縄ー  (ピースＤＶＤライブラリー1) 対馬丸製作委員会
アニメーション

沖縄
1600123176

D-12 かんからさんしん　(ピースＤＶＤライブラリー２)
かんからさんしん

製作委員会

アニメーション

沖縄
1600122145

D-13 かんからさんしん　(ピースＤＶＤライブラリー２)
かんからさんしん

製作委員会

アニメーション

沖縄
1600123200

●平和

団体向け貸出用ＤＶＤリスト

NEW
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NEW

NEW
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D-14 かんからさんしん　(ピースＤＶＤライブラリー2)
かんからさんしん

製作委員会

アニメーション

沖縄
1600123218

D-15 かんからさんしん　(ピースＤＶＤライブラリー2)
かんからさんしん

製作委員会

アニメーション

沖縄
1600123226

D-16 おかあちゃんごめんね 翼プロダクション 人形アニメーション 1600122475

D-17 ながさきの子うま 翼プロダクション 人形アニメーション 1600122467

●平和

団体向け貸出用ＤＶＤリスト

NEW

NEW



2022年3月現在

No タイトル 制作（提供） ジャンル 資料ＩＤ

E-1 クリスマスに雪はふるの？ オンリー・ハーツ 映画　道徳・特活 1600122491

E-2 トムとトーマス オンリー・ハーツ 映画　道徳・特活 1600122483

E-3
障害者は困っています！～合理的配慮へのポイント①～

（肢体不自由、視聴覚障害、聴覚障害）
映学社 福祉・ボランティア 1600121840

E-4 歯周病菌が身体を蝕む対策は歯みがきと生活習慣改善 映学社 保健 1600121444

E-5 民話DVD　ゆんたんざむんがたい　第１巻 読谷村立歴史民俗資料館 民話 1600121782

E-6 民話DVD　ゆんたんざむんがたい　第２巻 読谷村立歴史民俗資料館 民話 1600121790

E-7 民話DVD　ゆんたんざむんがたい　第３巻 読谷村立歴史民俗資料館 民話 1600121808

E-8 民話DVD　ゆんたんざむんがたい　第４巻 読谷村立歴史民俗資料館 民話 1600121816

E-9 民話DVD　ゆんたんざむんがたい　第５巻 読谷村立歴史民俗資料館 民話 1600121824

●その他

団体向け貸出用ＤＶＤリスト
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